
大洲支部 (平成27年度)

氏名 美容室名 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

谷本　理恵 美容室　Ｒあ～る 795-0012 大洲市大洲８３６－１６ 0893-23-3357

田中　弘子 チャーム　美容室 795-0000 大洲市末広町１丁目 0896-24-4362

橋本　順子 ラブ　美容室 795-0000 大洲市中町１丁目 0893-24-2681

山岡　美枝子 山岡　美容室 795-0000 大洲市本町１丁目 0893-24-2417

石堂　文枝 ふみ　美容室 795-0000 大洲市本町１丁目 0893-24-5443

神岡　信子 しらさぎ　美容室 795-0012 大洲市大洲３２－４ 0893-24-2779

幸田　照子 こうた　美容室 795-0011 大洲市柚木３５８－７７ 0893-24-3865

大谷　朝子 オオタニ　美容室 795-0000 大洲市鉄砲町（大洲９３５） 0893-24-0573

岡田　綾子 つる　美容室 795-0013 大洲市西大洲甲９６８ 0893-24-3664

鈴木　糸枝 鈴木　美容室 795-0052 大洲市若宮新町４７８ 0893-24-3406

谷口　ミツル ルビー　美容室 795-0052 大洲市若宮新町４８６ 0893-24-2270

上野　とも子 ナンバー　美容室 795-0052 大洲市若宮新町４８４ 0893-23-2210

河中　さえ エルム　美容室 795-0054 大洲市中村２６８－７ 0893-23-3536

河野　キク子 みつる　美容室 795-0052 大洲市若宮５３１ 0893-23-3044

木下　益視 エスプリチャンプ　美容室 795-0054 大洲市中村字長畑２８０－２７ いちみやビル２F 0893-23-4828

北野　直美 ヘアコレクション愛　美容室 795-0052 大洲市若宮５９４－７新町 0893-24-4070

河野　八重子 若宮　美容室 795-0052 大洲市若宮７６ 0893-24-2090

沼田　徳子 サニー　美容室 795-0063 大洲市田口４３１－２ 0893-24-5701

岡西　ヨシ子 ベル　美容室 795-0073 大洲市新谷１８３ 0893-25-6606

二宮　ひろみ ひろみ　美容室 795-0052 大洲市若宮６９１－５ 字マンザイ 0893-23-2376

中野　清美 カットハウス　パル 795-0063 大洲市田口甲３７４－１ 0893-24-4197

中川　朱美 ビューティールーム　ピノキオ 795-0052 大洲市若宮５３５４ 0893-24-7761

善家　雅史 ｓｔｕｄｉｏ　ＣＱ 795-0052 大洲市若宮９５３ 0893-24-6899

北福　秀樹 おしゃれハウス・ゼファー 795-0054 大洲市中村５１６－１ 0893-24-0777

梅崎　洋子 城　美容室 795-0061 大洲市徳森２３５３－３３ 0893-25-2525

向井　つね子 レディ　美容室 795-0061 大洲市徳森２３２１－１２ 0893-25-3175

町野　早苗 町野　美容室 795-0081 大洲市菅田町菅田甲１７９６ 0893-25-4683
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清家　末子 ヒロナカ　美容室 795-0081 大洲市菅田町菅田甲１１８７－５ 0893-25-5300

岸本　順子 ジェイ　美容室 795-0081 大洲市菅田町菅田甲１１４９－３ 0893-25-5487

由徳　典子 よしとく　美容室 795-0081 大洲市菅田町菅田甲１０１０－６０ 0893-25-3181

宮岡　智子 ビューティーサロン　宮岡 795-0081 大洲市菅田町菅田甲２４６８ 0893-25-5791

村上　美和 美容室　ココ 795-0081 大洲市菅田町菅田甲２０４４番地 0893-25-1722

大野　明美 パーマハウス　セピア 795-0071 大洲市新谷乙５６５ 0893-25-3870

大久保あい子サロンド・サキ 795-0064 大洲市東大洲２２９－２ 0893-24-5857

松本　スミ子 ビューティサロン　リリィ　 795-0073 大洲市新谷町新谷甲１６４－４ 0893-25-3441

井住　博美 サロン　アット 795-0071 大洲市新谷乙１０４１－２ 0893-59-4508

智葉　千津子 美容室　ちば 795-0072 大洲市新谷甲３３６－７ 0893-25-5360

伊賀　久美子 カットハウス　歩夢 795-0073 大洲市新谷町新谷甲６９－８ 0893-25-5545

田辺　直子 タナベ　美容室 795-0046 大洲市春賀甲１１７８ 0893-26-0606

宮尾　淑子 宮尾　美容室 795-0032 大洲市上須戒甲１２７８ 0893-26-1105

松本　照子 シャイン　美容室 795-0087 大洲市森山甲１０９４ 0893-27-0186

古川　ミツエ すみれ　美容室 791-3300 喜多郡内子町広町甲１８５７ 0893-44-3271

大原　キシカ 大原　美容室 791-3300 喜多郡内子町下町甲１１５２ 0893-44-2205

谷田　アサコ みのり　美容室 791-3310 喜多郡内子町城廻５４６ 0893-44-4011

宮岡　貞子 ていこ　美容室 791-3300 喜多郡内子町八丁目甲１３９４ 0893-44-5066

米田　百合子 ビューティーサロン　紗綾 791-3303 喜多郡内子町内子甲３２ 0893-44-4341

久世　喜美子 きみ　美容室 791-3304 喜多郡内子町栄町４６５－５ 0893-44-3198

東村　梅香 ミンク　美容室 791-3305 喜多郡内子町青屋町甲１４８１ 0893-44-4966

中塚　八重子 八重　美容室 791-3306 喜多郡内子町大瀬子２５３－１ 0893-47-0724

冨永　妙子 冨永　美容室 791-3307 喜多郡内子町大瀬子２１３－１ 0893-47-0503

松岡　シノブ 松岡　美容室 791-3308 喜多郡内子町立川茶谷 0893-45-0130

清水　マス子 清水　美容室 791-3309 喜多郡内子町川中幟立 0893-45-0201

西岡　里枝 さとえ　美容室 791-3310 喜多郡内子町平岡甲１９０４ 0893-44-3218

福山　優子 ゆうこ　美容室 791-3311 喜多郡内子町五十崎甲１１４３ 0893-44-2388

北福　君子 ヘアーサロン　ビジン 791-3312 喜多郡内子町五十崎甲１１９６ 0893-44-2339

平田　好子 鈴　美容室 791-3313 喜多郡内子町五十崎甲１８２７－２０ 0893-44-4958

上隅　記美子 美容室　トマト 791-3314 喜多郡内子町平岡甲４１５－２ 0893-44-4717
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山下　スエ子 すみれ　美容室 791-3316 大洲市長浜甲３５０－２ 0893-52-0721

菊地　愛子 あい　美容室 791-3317 大洲市長浜町大黒甲３９１ 0893-52-1087

武田　悦子 すずらん　美容室 791-3318 大洲市長浜町本町３丁目甲４１６ 0893-52-1336

矢間　節子 蘭　美容室 791-3319 大洲市長浜甲６２５ 0893-52-2784

東　　幸美 あっぷる　美容室 791-3320 大洲市長浜町今坊甲１１３７－８ 0893-52-0874

都築　一子 白滝　美容室 791-3321 大洲市白滝甲１５７－8 0893-54-0613

成田　タエ子 なるた　美容室 791-3322 大洲市長浜町上老松 0893-52-1332

池田　亮央 ヘアメーク　クルール 791-3323 喜多郡内子町平岡甲１３３０－７ 0893-44-5380

永木　美紀 Ａ．Ｃ．Ｃ．Ｓ　ｈａｉｒ 795-0054 大洲市中村２５２ 森本ビル２Ｆ 090-9558-0240

肱川　美津枝 ウゥーブヘア・ぱれっと 795-0086 大洲市成能甲８６０－１ 0893-27-0357

堀　　直子 ｈａｉｒ’ｓ　ａｎｎｅ 795-0013 大洲市大洲８８０－３９ 0893-24-7051

二宮　久恵 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒ 791-3301 喜多郡内子町内子７２９ 0893-44-5334

池田　法子 のりこ　美容室 791-3341 喜多郡内子町論田1060 0893-44-2949

　　計　70
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