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一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

北海道 21     

北海道 エルセーヌ 札幌アスティ 45 店 （株）エル     

北海道 エステティック RAYVIS 札幌店 （株）ケンジ     

北海道 エステティック RAYVIS 函館店 （株）ケンジ     

北海道 エステティック RAYVIS 旭川店 （株）ケンジ     

北海道 
スリムビューティハウス 札幌 PIVOT

店 
（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

北海道 
エステティックサロン ソシエ 札幌
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

北海道 ラ・パルレ 札幌店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

北海道 アラフェイス （株）ノーザンメディカル     

北海道 ヴァン・ベール 札幌店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

北海道 ヴァン・ベール 平岡店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

北海道 ピュアエステ ブリアント札幌駅前店 （株）ピーユーサービス     

北海道 AYUALAM Link 札幌店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

北海道 AYUALAM Link 札幌中島公園店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

北海道 TBC 札幌本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 MEN'S TBC 札幌店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 TBC 札幌駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 TBC 函館五稜郭店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 TBC 旭川駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 TBC 釧路店 TBC グループ（株） ★ ★ 

北海道 ベルルミエール IKEUCHI 札幌店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

北海道 ベルルミエール イオン帯広店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

青森県 8     

青森県 マルベージャ 青森店 （株）アモン     

青森県 エステティック RAYVIS 青森店 （株）ケンジ     

青森県 エステティック RAYVIS 弘前店 （株）ケンジ     

青森県 エステティック RAYVIS 八戸店 （株）ケンジ     

青森県 
スリムビューティハウス 八戸ヴィア
ノヴァ店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

青森県 TBC 青森店 TBC グループ（株） ★ ★ 

青森県 TBC 八戸店 TBC グループ（株） ★ ★ 

青森県 MEN'S TBC 八戸店 TBC グループ（株） ★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

岩手県 5     

岩手県 プティエルセーヌ 北上店 （株）エル     

岩手県 エステティック RAYVIS 盛岡店 （株）ケンジ     

岩手県 スリムビューティハウス 盛岡店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

岩手県 TBC 盛岡店 TBC グループ（株） ★ ★ 

岩手県 ベルルミエール イオンモール盛岡南店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

秋田県 5     

秋田県 エステティック RAYVIS 秋田店 （株）ケンジ     

秋田県 
エステティックサロン ソシエ 西武
秋田店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

秋田県 ヴァン・ベール 秋田店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

秋田県 TBC 秋田駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

秋田県 ベルルミエール イオンモール大曲店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

宮城県 14    

宮城県 エルセーヌ イオン仙台店 （株）エル     

宮城県 エステティック RAYVIS 仙台店 （株）ケンジ     

宮城県 シャンパレスサロン （株）シャンパレス     

宮城県 
スリムビューティハウス 仙台 AER

店 
（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

宮城県 
エステティックサロン ゲラン パリ 
ホテルメトロポリタン仙台店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

宮城県 
エステティックサロン ソシエ ホテル
メトロポリタン仙台店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

宮城県 ピュアエステブリアント 仙台店 （株）ピーユーサービス     

宮城県 TENka 仙台泉店 GOOD TIME（株）     

宮城県 TBC 仙台店 TBC グループ（株） ★ ★ 

宮城県 MEN'S TBC 仙台店 TBC グループ（株） ★ ★ 

宮城県 TBC 仙台泉中央店 TBC グループ（株） ★ ★ 

宮城県 松島一の坊 
シダックスビューティケアマネ
ジメント（株） 

    

宮城県 
ベルルミエール イオンタウン仙台泉大
沢店 

（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

宮城県 ベルルミエール イオンモール名取店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

山形県 2     

山形県 TENka 山形店 GOOD TIME（株）     

山形県 TBC 山形店 TBC グループ（株） ★ ★ 

     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

福島県 8     

福島県 エルセーヌ 福島駅前店 （株）エル     

福島県 エステティック RAYVIS 郡山店 （株）ケンジ     

福島県 ヴァン・ベール 郡山店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

福島県 ヴァン・ベール いわき店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

福島県 
たかの友梨ビューティクリニック 郡
山店 

（株）不二ビューティ ★   

福島県 Prego Beauty & Spa Prego & Co.     

福島県 TBC 福島駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福島県 TBC 郡山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

新潟県 13     

新潟県 エルセーヌ イオン長岡店 （株）エル     

新潟県 プティエルセーヌ 万代店 （株）エル     

新潟県 ベルルミエール イオンモール新潟南店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

新潟県 スリムビューティハウス 新潟店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

新潟県 シェアラ新潟青山店 （株）テルズ＆クィーン     

新潟県 ヴァン・ベール 新潟店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

新潟県 ヴァン・ベール 燕三条店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

新潟県 ヴァン・ベール 上越店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

新潟県 
たかの友梨ビューティクリニック 新
潟店 

（株）不二ビューティ ★   

新潟県 TBC 新潟駅店 TBC グループ（株） ★ ★ 

新潟県 TBC 長岡駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

新潟県 MEN'S TBC 新潟店 TBC グループ（株） ★ ★ 

新潟県 MEN'S TBC 長岡駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

栃木県 10     

栃木県 スリムビューティハウス 宇都宮店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

栃木県 スリムビューティハウス 小山店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

栃木県 
エステティックサロン ソシエ 東武
宇都宮店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

栃木県 ヴァン・ベール宇都宮店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

栃木県 
エステティックサロン カンタブリア 
ベルモール店 

（株）高石コーポレーション     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

栃木県 エステティックサロン ラドンナ （株）高石コーポレーション     

栃木県 
たかの友梨ビューティクリニック 宇
都宮店 

（株）不二ビューティ ★   

栃木県 TBC 宇都宮店 TBC グループ（株） ★ ★ 

栃木県 TBC 小山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

栃木県 
リフレ 21 メディカルリラクゼーショ
ン＆エステティックサロン 

ジャパンプランナー（株）     

群馬県 14     

群馬県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 富岡インター店 

（株）アダムス医療     

群馬県 グラサヴォーグ 高崎店 （株）エストロワ     

群馬県 エステティックセラピー ラミューゼ （株）エモーション     

群馬県 エルセーヌ 高崎スズラン店 （株）エル     

群馬県 クリニカルエステ花蔵 スズラン高崎店 （株）エルピス     

群馬県 
スリムビューティハウス ホテルメト
ロポリタン高崎店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

群馬県 スリムビューティハウス 太田店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

群馬県 
エステティックサロン ソシエ 高崎
髙島屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

群馬県 
たかの友梨ビューティクリニック 前
橋店 

（株）不二ビューティ ★   

群馬県 
たかの友梨ビューティクリニック 高
崎湯都里店 

（株）不二ビューティ ★   

群馬県 
たかの友梨ビューティクリニック 太
田安眠の湯店 

（株）不二ビューティ ★   

群馬県 TBC 前橋店 TBC グループ（株） ★ ★ 

群馬県 TBC 高崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

群馬県 MEN'S TBC 高崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

富山県 8     

富山県 ベルルミエール イオンモール高岡店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

富山県 シェアラ高岡店 （株）テルズ＆クィーン     

富山県 ラ・パルレ富山店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

富山県 ヴァン・ベール 富山店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

富山県 ヴァン・ベール高岡店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

富山県 グラザ ヴォーグ富山店 （有）レヴ・ラコントレ     

富山県 TBC 富山駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

富山県 レアルステイト富山店 （株）インターステイト     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

茨城県 12     

茨城県 
スリムビューティハウス 水戸エクセ
ルみなみ店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

茨城県 スリムビューティハウス 土浦店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

茨城県 
エステティックサロン ソシエ 水戸
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

茨城県 レガロビューティークリエイションズ （株）ナチュール     

茨城県 エスティーク鹿島店 （株）ビクトリー     

茨城県 
たかの友梨ビューティクリニック 水
戸エクセル店 

（株）不二ビューティ ★   

茨城県 
たかの友梨ビューティクリニック つ
くばクレオスクエアキュート店 

（株）不二ビューティ ★   

茨城県 TBC 水戸店 TBC グループ（株） ★ ★ 

茨城県 TBC 土浦店 TBC グループ（株） ★ ★ 

茨城県 MEN'S TBC 水戸店 TBC グループ（株） ★ ★ 

茨城県 エステサロン マーヴェラス エステサロンマーヴェラス     

茨城県 ベルルミエール イオンモール土浦店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

埼玉県 52     

埼玉県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 鶴ヶ島店 

（株）アダムス医療     

埼玉県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 志木店 

（株）アダムス医療     

埼玉県 ラ・セーヌ 深谷店 （株）アダムス医療     

埼玉県 キャロリーヌ 大宮店 （株）イノス・ジャポン     

埼玉県 エルセーヌ 大宮店 （株）エル     

埼玉県 エルセーヌ 川越店 （株）エル     

埼玉県 エルセーヌ 所沢店 （株）エル     

埼玉県 プティエルセーヌ 東川口ダイエー店 （株）エル     

埼玉県 
クリニカルエステ花蔵 まるひろ南浦
和店 

（株）エルピス     

埼玉県 
クリニカルエステ花蔵 ニットーモー
ル店 

（株）エルピス     

埼玉県 クリニカルエステ花蔵 本店 （株）エルピス     

埼玉県 クリニカルエステ花蔵 北本店 （株）エルピス     

埼玉県 
クリニカルエステ オンディーヌ by 
花蔵 

（株）エルピス     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

埼玉県 クリニカルエステ 花蔵 （株）エルピス     

埼玉県 クリニカルエステ 花蔵 大宮店 （株）エルピス     

埼玉県 
クリニカルエステ花蔵 まるひろ川越
店 

（株）エルピス     

埼玉県 スリムビューティハウス 大宮総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

埼玉県 スリムビューティハウス 川越店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

埼玉県 スリムビューティハウス 川口店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

埼玉県 スリムビューティハウス 所沢駅前店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

埼玉県 
スリムビューティハウス イオンレイ
クタウン越谷店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

埼玉県 
エステティックサロン ソシエ そご
う大宮店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

埼玉県 
エステティックサロン ソシエ 西武
所沢店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

埼玉県 
エステティックサロン ソシエ まる
ひろ川越店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

埼玉県 
エステティックサロン ソシエ アト
レ浦和店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

埼玉県 ラ・パルレ 大宮店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

埼玉県 ラ・パルレ川越店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

埼玉県 ピュアエステブリアント 大宮店 （株）ピーユーサービス     

埼玉県 ピュアエステブリアント 草加店 （株）ピーユーサービス     

埼玉県 salada 大宮店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 大
宮本店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 浦
和店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 川
越店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 熊
谷花湯スパリゾート店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 所
沢店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック イ
オンレイクタウン店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 
たかの友梨ビューティクリニック 志
木店 

（株）不二ビューティ ★   

埼玉県 プライベートサロンル・ラムール （有）FILL     

埼玉県 
アバビューティクリニック 春日部本
店 

（有）アバビューティ     



一般社団法人 日本エステティック業協会 
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都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

埼玉県 エレガンスビューティー 東大宮店 （有）エレガンスビューティ     

埼玉県 TBC 大宮駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 MEN'S TBC 大宮店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 TBC 川越店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 MEN'S TBC 川越店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 TBC 熊谷店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 TBC 所沢店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 TBC 春日部店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 TBC 南越谷店 TBC グループ（株） ★ ★ 

埼玉県 
トータルボディケアサロン PALM 
所沢店 

コアトラストワークス（株）     

埼玉県 
トータルボディケアサロン PALM 
川越店 

コアトラストワークス（株）     

埼玉県 パルムリゾート秩父 コアトラストワークス（株）     

埼玉県 ベルルミエール モラージュ菖蒲店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

山梨県 10     

山梨県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 玉穂店 

（株）アダムス医療     

山梨県 
エステティックサロン ソシエ セレ
オ甲府店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

山梨県 ファーストビューティハウス 本店 （株）ファースト     

山梨県 
ファーストビューティハウス アクア
パーク店 

（株）ファースト     

山梨県 
櫻庵 TREATMENT & SPA HOTEL

（河口湖） 
（株）不二ビューティ ★   

山梨県 TBC 甲府店 TBC グループ（株） ★ ★ 

山梨県 Face & Body ALAN  甲府店 サンリエモア（株）     

山梨県 Facial Salon ALAN 甲府東店 サンリエモア（株）     

山梨県 
ベルルミエール ラザウォーク甲斐双葉
店 

（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

山梨県 
ベルルミエール イオンモール甲府昭和
店 

（株）グッドスタイルカンパニ
ー 
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教育 

石川県 10     

石川県 シェアラ小松店 （株）テルズ＆クィーン     

石川県 シェアラ金沢本店 （株）テルズ＆クィーン     

石川県 ハーティ野々市店 （株）ハーティ     

石川県 ラミュール金沢店 （株）レアール     

石川県 ジュネス野々市店 （株）レアール     

石川県 TBC 金沢駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

石川県 MEN'S TBC 金沢店 TBC グループ（株） ★ ★ 

石川県 レアルステイト御経塚店 （株）インターステイト     

石川県 レアルステイト金沢店 （株）インターステイト     

石川県 ベルルミエール 金沢店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

千葉県 45     

千葉県 ラ・セーヌ 八千代店 （株）アダムス医療     

千葉県 エルセーヌ 千葉店 （株）エル     

千葉県 エルセーヌ モリシア津田沼店 （株）エル     

千葉県 
プティエルセーヌ イオンタウン成田
店 

（株）エル     

千葉県 エルセーヌ 柏マルイ店 （株）エル     

千葉県 プティエルセーヌ 西船橋駅前店 （株）エル     

千葉県 スリムビューティハウス 船橋店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

千葉県 スリムビューティハウス 松戸店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

千葉県 スリムビューティハウス 柏店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

千葉県 スリムビューティハウス 千葉総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

千葉県 
エステティックサロン ソシエ そご
う千葉店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

千葉県 
エステティックサロン ルグラン ソシ
エ 柏髙島屋ステーションモール店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

千葉県 ラ・パルレ千葉店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

千葉県 ラ・パルレ柏店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

千葉県 ピュアエステブリアント 千葉店 （株）ピーユーサービス     
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千葉県 ピュアエステブリアント 松戸店 （株）ピーユーサービス     

千葉県 ピュアエステブリアント 柏店 （株）ピーユーサービス     

千葉県 エスティーク 千葉店 （株）ビクトリー     

千葉県 エスティーク 成田店 （株）ビクトリー     

千葉県 エスティーク 香取佐原店 （株）ビクトリー     

千葉県 エスティーク 東金店 （株）ビクトリー     

千葉県 エスティーク印西 BIGHOP 店 （株）ビクトリー     

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
稲毛店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
本八幡店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
津田沼店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
新松戸店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
新八柱店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
南柏店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
八千代店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
美顔専門サロン アップルマインド 
鎌ヶ谷店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

千葉県 
たかの友梨ビューティクリニック 千
葉店 

（株）不二ビューティ ★   

千葉県 
たかの友梨ビューティクリニック 船
橋店 

（株）不二ビューティ ★   

千葉県 
たかの友梨ビューティクリニック 松
戸店 

（株）不二ビューティ ★   

千葉県 
たかの友梨ビューティクリニック 柏
店 

（株）不二ビューティ ★   

千葉県 Beauty Treatment Lien House BLD WEDDINGS（株）     

千葉県 TBC 千葉店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 MEN'S TBC 千葉店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 TBC 津田沼店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 TBC 船橋駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 MEN'S TBC 船橋店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 TBC 木更津店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 TBC 柏駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 
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千葉県 MEN'S TBC 柏店 TBC グループ（株） ★ ★ 

千葉県 ベルルミエール 船橋店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

千葉県 ベルルミエール イオンモール銚子店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

東京都 177     

東京都 アルテミス 東京 （株）アイビー化粧品     

東京都 サロン アンピール （株）アンピール     

東京都 キャロリーヌ 立川店 （株）イノス・ジャポン     

東京都 キャロリーヌ 池袋店 （株）イノス・ジャポン     

東京都 キャロリーヌ 新宿本店 （株）イノス・ジャポン     

東京都 サロン・ド・アルベール （株）イノス・ジャポン     

東京都 キャロリーヌ 自由が丘店 （株）イノス・ジャポン     

東京都 
素肌のクリニック キャロリーヌ 銀
座店 

（株）イノス・ジャポン     

東京都 グラサ 青山店 （株）エストロワ     

東京都 エスプリ・サロン・ド・ボーテ （株）エスプリ     

東京都 エルセーヌ 銀座本店 （株）エル     

東京都 プティエルセーヌ 青山店 （株）エル     

東京都 エルセーヌＭＥＮ 新宿店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 新宿本店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 上野総本店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 錦糸町店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 自由が丘店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 渋谷駅前店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 池袋店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ 立川フロム中武店 （株）エル     

東京都 エルセーヌ コピス吉祥寺店 （株）エル     

東京都 プティエルセーヌ 町田店 （株）エル     

東京都 エステティック RAYVIS 銀座店 （株）ケンジ     

東京都 エステティック RAYVIS 新宿店 （株）ケンジ     
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東京都 エステティック RAYVIS 渋谷店 （株）ケンジ     

東京都 
エステティックサロン RAYVIS 池袋
店 

（株）ケンジ     

東京都 サロン ド アヴァンセ （株）スペースアップ多摩     

東京都 
スリムビューティハウス オリエンタ
ルスパ 銀座店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 新宿総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 上野駅前店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 錦糸町店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 目黒駅前店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 自由が丘店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 大森店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 表参道店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 池袋総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 北千住店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 立川店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 吉祥寺店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 調布店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 
スリムビューティハウス 町田モディ
店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 スリムビューティハウス 赤羽店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 
スリムビューティハウス 新宿三丁目
店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 
スリムビューティハウス 池袋ホテル
メトロポリタン店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 
スリムビューティハウス キラリトギ
ンザ本店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

東京都 セントラヴィ 八王子店 （株）セントラヴィ     

東京都 セントラヴィ 立川店 （株）セントラヴィ     

東京都 セントラヴィ 吉祥寺店 （株）セントラヴィ     

東京都 セントラヴィ 新宿東口店 （株）セントラヴィ     

東京都 セントラヴィ 町田店 （株）セントラヴィ     

東京都 セントラヴィ 上野店 （株）セントラヴィ     
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東京都 
エステティックサロン ゲラン パリ 
帝国ホテルプラザ店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 銀座
コア店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ゲラン パリ 
シェラトン都ホテル東京店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 小田
急ハルク店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ゲラン パリ 
ホテル椿山荘東京店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 大井
町店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 自由
が丘店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティック＆スパ ビューティア
ベニュー ソシエ 新宿髙島屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ ルミ
ネ池袋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 八王
子店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 伊勢
丹立川店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ 町田
東急ツインズ店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティックサロン ソシエ ココ
リア多摩センター店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
トータルビューティ＆スパ ネクスト 

ソシエ 西武渋谷店 
（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 
エステティック＆スパ ビューティア
ベニュー ソシエ 銀座店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

東京都 Private salon TK （株）ティーケーアップ ★ ★ 

東京都 Private salon TK for men （株）ティーケーアップ ★ ★ 

東京都 ティラヴィー （株）ティラヴィ     

東京都 ラ・パルレ吉祥寺店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ自由が丘店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ池袋本店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ立川店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ町田店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ錦糸町店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 
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東京都 ラ・パルレ新宿本店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 ラ・パルレ北千住店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

東京都 one's esthe GINZA （株）ネオビクス     

東京都 ヴァン・ベール銀座店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

東京都 ヴァン・ベール 新宿店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

東京都 ヴァン・ベール 池袋店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

東京都 ピュアエステブリアント 銀座店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 青山店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 新宿店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 錦糸町店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 渋谷本店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 池袋店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 赤羽店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 北千住店 （株）ピーユーサービス     

東京都 ピュアエステブリアント 町田店 （株）ピーユーサービス     

東京都 エステティックサロン フェアリーズ （株）フェアリーズ     

東京都 salada 自由が丘本店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

東京都 salada 錦糸町店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

東京都 ayualam GRACE 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

東京都 ポーラ ザ ビューティ 銀座店 （株）ポーラ     

東京都 銀座 ルーチェ （株）ルーチェ     

東京都 ラミュール表参道店 （株）レアール     

東京都 Laviere ラヴィエール （株）ロリエ     

東京都 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｄｅｍａｉｎ （株）ワイズクリエイト     

東京都 サロン・ド・ヴィーナス 新宿店 （株）ワムホールディングス     

東京都 サロン・ド・ヴィーナス 渋谷店 （株）ワムホールディングス     

東京都 サロン・ド・ヴィーナス葛西店 （株）ワムホールディングス     

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
西大島店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
門前仲町店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
経堂店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
中野坂上店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
日暮里店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
青砥店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
小岩駅前店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
西葛西店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 
美顔専門サロン アップルマインド 
瑞江店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

東京都 ケイビューティーラボ池袋店 （株）美伸     

東京都 ＧＩＮＺＡたかの友梨 （株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 青
山本店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 新
宿本店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 上
野店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック ア
ルカキット錦糸町店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 五
反田店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック グ
ランデュオ蒲田店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 下
北沢店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 自
由ケ丘店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨 ビューティクリニック 
二子玉川ライズ店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 渋
谷本店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 中
野店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 池
袋東武店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 赤
羽店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 北
千住店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 新
小岩店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 八
王子店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック グ
ランデュオ立川店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 たかの友梨ビューティスパ 吉祥寺店 （株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 府
中店 

（株）不二ビューティ ★   



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 調
布店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 
たかの友梨ビューティクリニック 町
田店 

（株）不二ビューティ ★   

東京都 TBC 有楽町店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 銀座店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 新宿東口店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 新宿南口店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 新宿東口店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 新宿南口店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 上野店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 上野店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 錦糸町店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 錦糸町店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 五反田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 五反田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 自由が丘店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 自由が丘店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 蒲田駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 渋谷店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 渋谷店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 池袋本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 池袋店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 赤羽店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 大泉学園店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 西葛西店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 八王子店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 立川店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 立川店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 吉祥寺店 TBC グループ（株） ★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

東京都 TBC 調布駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 町田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 町田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 銀座店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 北千住店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 MEN'S TBC 吉祥寺店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 TBC 北千住店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 アンジェリーク サロン 自由が丘 アンジェリークサロン自由が丘     

東京都 
トータルボディケアサロン PALM 
公園前店 

コアトラストワークス（株）     

東京都 
トータルボディケアサロン PALM 
江古田店 

コアトラストワークス（株）     

東京都 
ヘルス＆ビューティークリニック 住
美香 

ヘルス＆ビューティークリニッ
ク住美香 

    

東京都 エステメゾン ラブニール 恵比寿店 ラブニール     

東京都 リラクゼーションサロン モア リラクゼーションサロン モア     

東京都 フェイスプラス 中野店 山野愛子どろんこ美容（株）     

東京都 ベルルミエール 新宿西口店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

東京都 TBC 有明店 TBC グループ（株） ★ ★ 

東京都 フェイスプラス 表参道店 山野愛子どろんこ美容（株）     

長野県 21     

長野県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 上田店 

（株）アダムス医療     

長野県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 飯田インター店 

（株）アダムス医療     

長野県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 佐久店 

（株）アダムス医療     

長野県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 長野店 

（株）アダムス医療     

長野県 ラ・セーヌ 諏訪インター店 （株）アダムス医療     

長野県 グラサヴォーグ 長野店 （株）エストロワ     

長野県 グラサヴォーグ 松本店 （株）エストロワ     

長野県 グラサ リュクス長野店 （株）エストロワ     

長野県 グラサヴォーグ 諏訪店 （株）エストロワ     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

長野県 エルセーヌ 長野トイーゴ店 （株）エル     

長野県 mine （株）シー・フォー     

長野県 ラ・パルレ 松本店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

長野県 プリータ 上田店 （株）マテュリティ     

長野県 プリータ 松本店 （株）マテュリティ     

長野県 プリータ 佐久平店 （株）マテュリティ     

長野県 
エステティックサロン ライトウェー
ブ 

（有）ラ・フェンネル     

長野県 サンタクラブ 長野店 （有）楽     

長野県 TBC 長野駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

長野県 TBC 松本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

長野県 MEN'S TBC 長野店 TBC グループ（株） ★ ★ 

長野県 Relaxation Salon ALAN 松本店 サンリエモア（株）     

岐阜県 8     

岐阜県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 岐南店 

（株）アダムス医療     

岐阜県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 可児店 

（株）アダムス医療     

岐阜県 
スリムビューティハウス 岐阜シティ
タワー43 店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

岐阜県 
エステティックサロン ソシエ 岐阜
髙島屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

岐阜県 ヴァン・ベール 大垣店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

岐阜県 グラザヴォーグ 岐阜店 （有）アシス・ワン     

岐阜県 TBC 岐阜店 TBC グループ（株） ★ ★ 

岐阜県 TBC 大垣店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福井県 6     

福井県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 敦賀店 

（株）アダムス医療     

福井県 シェアラ鯖江店 （株）テルズ＆クィーン     

福井県 シェアラ福井店 （株）テルズ＆クィーン     

福井県 シェアラ敦賀店 （株）テルズ＆クィーン     

福井県 エステティックサロン ビクトリー 
（株）ビリオンワールドジャパ
ン 

    

福井県 TBC 福井店 TBC グループ（株） ★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

神奈川県 73     

神奈川県 
素肌のクリニック キャロリーヌ 横
浜店 

（株）イノス・ジャポン     

神奈川県 エルセーヌ 横浜本店 （株）エル     

神奈川県 エルセーヌ 西武東戸塚 SC 店 （株）エル     

神奈川県 エルセーヌ 川崎駅前店 （株）エル     

神奈川県 プティエルセーヌ 橋本店 （株）エル     

神奈川県 プティエルセーヌ 本厚木駅前店 （株）エル     

神奈川県 エステティック RAYVIS 横浜店 （株）ケンジ     

神奈川県 エステティック RAYVIS 川崎店 （株）ケンジ     

神奈川県 スリムビューティハウス 横浜総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

神奈川県 スリムビューティハウス 溝の口店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

神奈川県 セントラヴィ 横浜西口店 （株）セントラヴィ     

神奈川県 セントラヴィ 本厚木店 （株）セントラヴィ     

神奈川県 セントラヴィ 横浜東口店 （株）セントラヴィ     

神奈川県 セントラヴィ 川崎店 （株）セントラヴィ     

神奈川県 セントラヴィ 橋本店 （株）セントラヴィ     

神奈川県 
エステティック＆スパ ビューティア
ベニュー ソシエ 横浜ベイホテル東
急店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 横浜
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 新横
浜店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 上大
岡店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ アト
レ川崎店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 新百
合ヶ丘店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 平塚
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 相模
大野店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 
エステティックサロン ソシエ 本厚
木店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

神奈川県 ラ・パルレ横浜本店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

神奈川県 ヴァン・ベール 横浜店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

神奈川県 ピュアエステブリアント 横浜店 （株）ピーユーサービス     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

神奈川県 ピュアエステブリアント 川崎店 （株）ピーユーサービス     

神奈川県 AYUALAM Link 横浜店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

神奈川県 サロン・ド・ヴィーナス 二俣川店 （株）ワムホールディングス     

神奈川県 
美顔専門サロン アップルマインド 新
百合ヶ丘店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 横
浜本店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 横
浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 横
浜関内店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 川
崎店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 新
百合丘オーパ店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 横
須賀モアーズシティ店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 平
塚店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 藤
沢店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 小
田原万葉の湯店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 厚
木店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 
たかの友梨ビューティクリニック 溝
の口ノクティプラザ店 

（株）不二ビューティ ★   

神奈川県 ビューティーリバース 戸塚店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 東戸塚店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 二俣川店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 中山店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 湘南台店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 湘南辻堂店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 藤沢店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 
ビューティーリバース 湘南ちがさき
店 

（有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 相模大野店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 本厚木店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 大和店 （有）横浜ヘルシー     
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AEA 優良サロン制度 

教育 

神奈川県 ビューティーリバース 横浜西口店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 関内店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 大船店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 海老名店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 平塚店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティー リバース 新横浜店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース センター北店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 ビューティーリバース 青葉台店 （有）横浜ヘルシー     

神奈川県 TBC 横浜西口本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 戸塚店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 上大岡店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 青葉台店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 川崎駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 MEN'S TBC 川崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 横須賀中央店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 藤沢ルミネ店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 厚木店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 TBC 武蔵小杉店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 MEN'S TBC 横浜本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

神奈川県 エステメゾン ラブニール 横浜店 ラブニール     

静岡県 23     

静岡県 ラ・セーヌ 磐田店 （株）アダムス医療     

静岡県 
スリムビューティハウス イオンタウ
ン富士南店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

静岡県 ラ・バリエ （株）セイケン     

静岡県 
エステティックサロン ソシエ遠鉄浜
松店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

静岡県 
エステティックサロン ソシエ 静岡
伊勢丹店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

静岡県 ラ・パルレ静岡店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

静岡県 ラ・パルレ浜松店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 
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AEA 優良サロン制度 

教育 

静岡県 ヴァン・ベール静岡店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

静岡県 ジュネス浜松アクト店 （株）レアール     

静岡県 ジュネス静岡店 （株）レアール     

静岡県 
ナチュラルセラピーサロン ｅｓ 沼
津店 

（有）エス．     

静岡県 Haririna 三島 （有）エス．     

静岡県 TBC 静岡駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

静岡県 MEN'S TBC 静岡店 TBC グループ（株） ★ ★ 

静岡県 TBC 浜松店 TBC グループ（株） ★ ★ 

静岡県 TBC 沼津店 TBC グループ（株） ★ ★ 

静岡県 MEN'S TBC 浜松店 TBC グループ（株） ★ ★ 

静岡県 アークメディカル ピアレアモーレ（株）     

静岡県 ベルルミエール 浜松駅前店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

静岡県 ベルルミエール 静岡店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

静岡県 ベルルミエール 掛川店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

静岡県 ベルルミエール アピタ磐田店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

静岡県 
ベルルミエール イオンモール浜松志都
呂店 

（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

愛知県 75     

愛知県 
トータルエステティックサロン ピー
ブリエ ヨシヅヤ津島本店 

（株）アヴァンセ     

愛知県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 藤ヶ丘店 

（株）アダムス医療     

愛知県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 扶桑本店 

（株）アダムス医療     

愛知県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 安城店 

（株）アダムス医療     

愛知県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 新一宮店 

（株）アダムス医療     

愛知県 ラ・セーヌ 春日井店 （株）アダムス医療     

愛知県 グラサヴォーグ 名古屋店 （株）エストロワ     

愛知県 Brilleir 今池店 （株）エニシード・カンパニー     

愛知県 Ｃ－ＳＴＡＲ 金山店 （株）エニシード・カンパニー     

愛知県 Delasya 春日井 （株）エニシード・カンパニー     

愛知県 エルセーヌ 松坂屋名古屋店 （株）エル     

愛知県 エルセーヌ イオンモール熱田店 （株）エル     
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愛知県 エルセーヌ 名古屋栄店 （株）エル     

愛知県 カロンボーテ 原駅前店 （株）カロンクリエイト     

愛知県 ヒーリングプレイスローズ 
（株）グローリアツゥェンティ
ーワン 

    

愛知県 エステティック RAYVIS 名古屋店 （株）ケンジ     

愛知県 
スリムビューティハウス 名古屋駅前
店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

愛知県 
スリムビューティハウス 名古屋栄本
店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

愛知県 
スリムビューティハウス 豊田 GAZA

店 
（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

愛知県 
スリムビューティハウス イオンモー
ル大高店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

愛知県 
エステティック リゾート ソシエ
245 ジェイアール名古屋タカシマヤ
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

愛知県 
エステティックサロン ソシエ 豊田
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

愛知県 
エステティックサロン ソシエ 星ヶ
丘三越店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

愛知県 シェアラ名古屋 ＳＡＫＡＥ店 （株）テルズ＆クィーン     

愛知県 シェアラ名古屋 KANAYAMA 店 （株）テルズ＆クィーン     

愛知県 シェアラ名古屋駅前店 （株）テルズ＆クィーン     

愛知県 ラ・パルレ名古屋駅前店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

愛知県 
エステティックサロン美麗 名古屋本
店 

（株）ニュークィーン     

愛知県 エステティックサロン美麗 名駅本店 （株）ニュークィーン     

愛知県 エステティックサロン美麗 栄店 （株）ニュークィーン     

愛知県 ヴァン・ベール 久屋大通店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

愛知県 ピュアエステブリアント 名古屋栄店 （株）ピーユーサービス     

愛知県 N-in スキンケアスタジオ 栄店 （株）フォンテーヌ     

愛知県 AYUAlAM Link 名古屋店 
（株）プレミア・ビューティ・
アンド・スパ 

    

愛知県 ラミュール本店 2F （株）レアール     

愛知県 ラミュール本店 3F （株）レアール     

愛知県 ラミュール本店 1F （株）レアール     

愛知県 ジュネス岡崎 1F （株）レアール     

愛知県 ジュネス岡崎 2F （株）レアール     

愛知県 ジュネス安城リゾート店 （株）レアール     
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AEA 優良サロン制度 
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愛知県 ラミュール刈谷 （株）レアール     

愛知県 ジュネス豊田店 （株）レアール     

愛知県 ジュネス名古屋店 （株）レアール     

愛知県 ジュネス本店 3F （株）レアール     

愛知県 ジュネス本店 4F （株）レアール     

愛知県 ジュネス本店 5F （株）レアール     

愛知県 ヒーリングスパ ラフィス （株）レアール     

愛知県 
たかの友梨ビューティクリニック 名
古屋マリオットアソシアホテル店 

（株）不二ビューティ ★   

愛知県 
たかの友梨ビューティクリニック 名
古屋本店 

（株）不二ビューティ ★   

愛知県 
米坂サロンドエステティック 名古屋
駅前店 

（株）米坂     

愛知県 クレシュア米坂 （株）米坂     

愛知県 グランテルメ米坂 （株）米坂     

愛知県 米坂サロンドエステティック 金山店 （株）米坂     

愛知県 米坂サロンドエステティック 栄本店 （株）米坂     

愛知県 米坂サロンドエステティック 八事店 （株）米坂     

愛知県 
米坂サロンドエステティック 藤ヶ丘
店 

（株）米坂     

愛知県 米坂サロンドエステティック 一社店 （株）米坂     

愛知県 
米坂サロンドエステティック 春日井
店 

（株）米坂     

愛知県 マーズ mar's     

愛知県 Nature Nature     

愛知県 TBC 名古屋駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 名古屋本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 MEN'S TBC 名古屋駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 名古屋栄店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 MEN'S TBC 名古屋栄店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 金山店 TBC グループ（株） ★ ★ 
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AEA 優良サロン制度 
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愛知県 MEN'S TBC 金山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 藤ヶ丘店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 豊橋店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 岡崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 TBC 豊田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 MEN'S TBC 豊田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

愛知県 クリアーフェイス クリアーフェイス     

愛知県 スキンケアサロン ソフィア フレックス     

愛知県 ベルルミエール テラッセ納屋橋店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

滋賀県 5     

滋賀県 
エルセーヌ イオン近江八幡ショッピ
ングセンター店 

（株）エル     

滋賀県 
たかの友梨ビューティクリニック 近
鉄草津店 

（株）不二ビューティ ★   

滋賀県 TBC 草津店 TBC グループ（株） ★ ★ 

滋賀県 
エステティックルーム アスカス 野
洲店 

エステティックルーム アスカス     

滋賀県 
エステティックルーム アスカス 本
店 

エステティックルーム アスカス     

京都府 19     

京都府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）コトクロス阪急河原町店 
（株）アスクビューティー ★   

京都府 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 伏見店 

（株）アダムス医療     

京都府 プティエルセーヌ 京都四条店 （株）エル     

京都府 スリムビューティハウス 京都総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

京都府 
エステティックサロン ゲラン パリ 
京都ホテルオークラ店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

京都府 
エステティックサロン ルグランソシ
エ 京都髙島屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

京都府 
エステティックサロン ルグランソシ
エ 洛西髙島屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

京都府 ラ・パルレ京都店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

京都府 鍼灸 Meridian 烏丸 （株）フィエロ     

京都府 
美顔専門サロン アップルマインド 
京都北山店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 
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AEA 優良サロン制度 

教育 

京都府 
美顔専門サロン アップルマインド 
京都店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

京都府 
たかの友梨ビューティクリニック 京
都本店 

（株）不二ビューティ ★   

京都府 
大丸京都店エステティックサロン た
かの友梨ビューティクリニック  

（株）不二ビューティ ★   

京都府 TBC 京都駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

京都府 MEN'S TBC 京都店 TBC グループ（株） ★ ★ 

京都府 MEN'S TBC 京都河原町店 TBC グループ（株） ★ ★ 

京都府 TBC 京都桂川店 TBC グループ（株） ★ ★ 

京都府 TBC 京都河原町店 TBC グループ（株） ★ ★ 

京都府 エステ・ステーション 京都店 ステーションカンパニー（株）     

兵庫県 45     

兵庫県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）神戸三宮店 
（株）アスクビューティー ★   

兵庫県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）武庫之荘店 
（株）アスクビューティー ★   

兵庫県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）姫路店 
（株）アスクビューティー ★   

兵庫県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）明石店 
（株）アスクビューティー ★   

兵庫県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ イオン洲本店 

（株）アダムス医療     

兵庫県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ イオン三田店 

（株）アダムス医療     

兵庫県 エスコス 塚口店 （株）エスコス     

兵庫県 エスコス 西宮北口店 （株）エスコス     

兵庫県 エルセーヌ ダイエー神戸三宮店 （株）エル     

兵庫県 プティエルセーヌ 姫路店 （株）エル     

兵庫県 プティエルセーヌ 加古川店 （株）エル     

兵庫県 プティエルセーヌ 阪神西宮店 （株）エル     

兵庫県 
トータルエステティックサロン ガラ
シャ 神戸店 

（株）ガラシャ     

兵庫県 bise bise 神戸店 
（株）コスム・インターナショ
ナル 

    

兵庫県 
スリムビューティハウス 神戸元町総
本店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

兵庫県 スリムビューティハウス 姫路店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

兵庫県 スリムビューティハウス 加古川店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 
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都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

兵庫県 
エステティックサロン ゲラン パリ 
ホテルオークラ神戸店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

兵庫県 
エステティックサロン ソシエ そご
う西神店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

兵庫県 
エステティックサロン ソシエ 山陽
姫路店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

兵庫県 
エステティックサロン ゲラン パリ 
神戸旧居留地店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

兵庫県 
エステティックサロン ソシエ 神戸旧
居留地店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

兵庫県 ラ・パルレ神戸三宮店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

兵庫県 ヴァン・ベール 芦屋店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

兵庫県 AbunDantia （株）フォレストシンフォニー     

兵庫県 ラミール 旧居留地本店 （株）ラミール     

兵庫県 ラミール 栄町通店 （株）ラミール     

兵庫県 ラミール 神戸店 （株）ラミール     

兵庫県 ラミール神戸元町店 （株）ラミール     

兵庫県 ラミール三宮店 （株）ラミール     

兵庫県 
美顔専門サロン アップルマインド 
甲子園口店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

兵庫県 
たかの友梨ビューティクリニック 神
戸本店 

（株）不二ビューティ ★   

兵庫県 
たかの友梨ビューティクリニック 姫
路店 

（株）不二ビューティ ★   

兵庫県 
たかの友梨ビューティクリニック 西
宮店 

（株）不二ビューティ ★   

兵庫県 
たかの友梨ビューティクリニック 川
西店 

（株）不二ビューティ ★   

兵庫県 TBC 神戸三宮店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 MEN'S TBC 神戸三宮店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 TBC 姫路店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 MEN'S TBC 姫路店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 TBC 明石駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 TBC 西宮北口店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 TBC 加古川店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 TBC 川西店 TBC グループ（株） ★ ★ 

兵庫県 
エステ・ステーション ル・レーヴ芦
屋 

ステーションカンパニー（株）     

鳥取県 2     

鳥取県 
トータルエステティックサロン ラ・セーヌ 
鳥取店 

（株）アダムス医療     

鳥取県 TBC 鳥取店 TBC グループ（株） ★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

島根県 2     

島根県 TBC 松江店 TBC グループ（株） ★ ★ 

島根県 ヴァン・ベール 松江店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

三重県 10     

三重県 
トータルエステティックサロン ピー
ブリエ四日市北店 

（株）アヴァンセ     

三重県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 名張店 

（株）アダムス医療     

三重県 ラ・セーヌ鈴鹿店 （株）アダムス医療     

三重県 
たかの友梨ビューティクリニック 近
鉄四日市店 

（株）不二ビューティ ★   

三重県 TBC 津駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

三重県 TBC 四日市店 TBC グループ（株） ★ ★ 

三重県 TBC 松阪店 TBC グループ（株） ★ ★ 

三重県 トータルエステ あいびじん 鈴鹿店 あいびじん     

三重県 
トータルエステ あいびじん 四日市
店 

あいびじん     

三重県 
トータルエステ あいびじん 四日市北
店 

あいびじん     

奈良県 10     

奈良県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）西大寺店 
（株）アスクビューティー ★   

奈良県 ラ・セーヌ 桜井店 （株）アダムス医療     

奈良県 エスコス 奈良橿原店 （株）エスコス     

奈良県 エスコス学園前店 （株）エスコス     

奈良県 スリムビューティハウス 奈良店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

奈良県 
スリムビューティハウス 近鉄百貨店
生駒店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

奈良県 
エステティックサロン ソシエ 近鉄
奈良店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

奈良県 
エステティックサロン ソシエ 近鉄
橿原店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

奈良県 TBC 奈良西大寺店 TBC グループ（株） ★ ★ 

奈良県 TBC 八木駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 80     

大阪府 TotalEsthetic グラシアス （株）GRAZIE     

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）心斎橋店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）鳳 WINGS 店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）光明池店 
（株）アスクビューティー ★   



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）東岸和田店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）フチュール和泉店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）アミナス北野田店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）難波店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）梅田茶屋町店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）日根野店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）中百舌鳥店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）高槻店 
（株）アスクビューティー ★   

大阪府 エスコス 梅田本店 （株）エスコス     

大阪府 エスコス なんば店 （株）エスコス     

大阪府 エスコス 心斎橋店 （株）エスコス     

大阪府 エスコス 高槻店 （株）エスコス     

大阪府 エスコス 豊中店 （株）エスコス     

大阪府 エスコス 江坂店 （株）エスコス     

大阪府 トータルエステ エミール 心斎橋店 （株）エミール     

大阪府 エルセーヌ 京橋店 （株）エル     

大阪府 エルセーヌ 心斎橋本店 （株）エル     

大阪府 エルセーヌ 難波御堂筋店 （株）エル     

大阪府 エルセーヌ イオン和泉府中店 （株）エル     

大阪府 エルセーヌ 大日駅前店 （株）エル     

大阪府 
エルセーヌ ディアモールフィオレ梅田
店 

（株）エル     

大阪府 エルセーヌ 天王寺店 （株）エル     

大阪府 
トータルエステティックサロン ガラ
シャ 梅田店 

（株）ガラシャ     

大阪府 
トータルエステティックサロン ガラ
シャ 天王寺店 

（株）ガラシャ     

大阪府 シルフィア （株）キアラマキアート     

大阪府 エステティック RAYVIS 梅田店 （株）ケンジ     

大阪府 エステティック RAYVIS 心斎橋店 （株）ケンジ     

大阪府 bise bise なんば店 
（株）コスム・インターナショ
ナル 

    



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

大阪府 bise bise 阪急梅田店 
（株）コスム・インターナショ
ナル 

    

大阪府 bise bise 天王寺店 
（株）コスム・インターナショ
ナル 

    

大阪府 シュールサエラ 枚方店 （株）サエラ・サンセリテ     

大阪府 スリムビューティハウス 天王寺店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

大阪府 スリムビューティハウス 心斎橋店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

大阪府 スリムビューティハウス 梅田総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

大阪府 
スリムビューティハウス ホテルニュ
ーオオタニ大阪店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ソシエ ハー
ビスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ店  

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ソシエ ヒル
トンプラザ店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ルグランソシ
エ 帝国ホテル大阪店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ゲラン パリ 
帝国ホテル大阪店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ソシエ 天王
寺ミオ店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 
エステティックサロン ソシエ ハービ
ス PLAZA ENT 店  

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

大阪府 ラ・パルレ梅田本店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

大阪府 ラ・パルレ天王寺店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

大阪府 ヴァン・ベール 梅田店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

大阪府 ピュアエステブリアント 梅田店 （株）ピーユーサービス     

大阪府 Alice （株）フォレストシンフォニー     

大阪府 
エステティック マダムテルコ心斎橋
本店 

（株）マダムテルコ     

大阪府 
美顔専門サロン アップルマインド 
岸和田店 

（株）日本ビューティコーポレ
ーション 

★ ★ 

大阪府 
たかの友梨ビューティクリニック 大
阪京橋店 

（株）不二ビューティ ★   

大阪府 
たかの友梨ビューティクリニック ミ
オプラザ館天王寺店 

（株）不二ビューティ ★   

大阪府 
たかの友梨ビューティクリニック 梅
田本店 

（株）不二ビューティ ★   

大阪府 
たかの友梨ビューティクリニック 堺
東店 

（株）不二ビューティ ★   

大阪府 
たかの友梨ビューティクリニック 大
阪本店 

（株）不二ビューティ ★   

大阪府 
エステティックサロン ラ・ポート 
八尾店 

（有）RAPPORT     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

大阪府 TBC 京橋駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 MEN'S TBC 京橋店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 天王寺駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 MEN'S TBC 天王寺店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 梅田本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 MEN'S TBC 梅田本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 難波店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 MEN'S TBC 難波店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 堺東駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 岸和田店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 千里中央店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 高槻店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 TBC 枚方店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大阪府 
エステ・ステーション リボーン難波
店 

ステーションカンパニー（株）     

大阪府 エステ・ステーション 梅田本店 ステーションカンパニー（株）     

大阪府 エステ・ステーション ウィズ心斎橋 ステーションカンパニー（株）     

大阪府 
エステティックサロン レコンテ 本
社 

ハッピー商事（株）     

大阪府 レコンテ 狭山店 ハッピー商事（株）     

大阪府 ル・クールド・ラメール 茨木店 ル・クールド・ラメール     

大阪府 ル・クールド ラメール 池田店 ル・クールド・ラメール     

大阪府 グラサヴォーグ堺なかもず店 中央砿油（株）     

岡山県 17     

岡山県 
ビューティーミュージアム カサブラ
ンカ店 

（株）BMU     

岡山県 ビューティーミュージアム モナコ店 （株）BMU     

岡山県 ビューティーミュージアム ニース店 （株）BMU     

岡山県 
ビューティーミュージアム ニューカ
レドニア店 

（株）BMU     

岡山県 
ビューティーミュージアム コスタ・
デル・ソル店 

（株）BMU     



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

岡山県 
ビューティーミュージアム 岩スパ 
バリ店 

（株）BMU     

岡山県 
ビューティーミュージアム サンタモ
ニカ店 

（株）BMU     

岡山県 ユニバーサルボーテ パラオ店 （株）BMU     

岡山県 ユニバーサルボーテ アマルフィ店 （株）BMU     

岡山県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 津山店 

（株）アダムス医療     

岡山県 
トータルエステティックサロン ガラ
シャ 岡山駅前店 

（株）ガラシャ     

岡山県 スリムビューティハウス 岡山駅前店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

岡山県 
エステティックサロン ソシエ 岡山
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

岡山県 
たかの友梨ビューティクリニック 岡
山店 

（株）不二ビューティ ★   

岡山県 
たかの友梨ビューティクリニック 倉
敷店 

（株）不二ビューティ ★   

岡山県 TBC 岡山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

岡山県 MEN'S TBC 岡山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

広島県 15     

広島県 
ビューティーミュージアム フィジー
店 

（株）BMU     

広島県 ユニバーサルボーテ モルディブ店 （株）BMU     

広島県 ミートゥープレミアムエステティック （株）アイドゥー     

広島県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 東広島店 

（株）アダムス医療     

広島県 スリムビューティハウス 広島店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

広島県 
エステティックサロン ゲラン パリ 
そごう広島店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

広島県 
エステティックサロン ソシエ 福屋
広島駅前店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

広島県 ラ・パルレ広島店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

広島県 ヴァン・ベール 広島店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

広島県 
たかの友梨ビューティクリニック 広
島店 

（株）不二ビューティ ★   

広島県 
たかの友梨ビューティクリニック 福
山 

（株）不二ビューティ ★   

広島県 TBC 広島本店 TBC グループ（株） ★ ★ 



一般社団法人 日本エステティック業協会 

TOPへ戻る 

都道府県 店舗名 正会員名 AEA 優良サロン制度 

法令遵守 

AEA 優良サロン制度 

教育 

広島県 MEN'S TBC 広島店 TBC グループ（株） ★ ★ 

広島県 TBC 福山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

広島県 TBC 呉店 TBC グループ（株） ★ ★ 

山口県 9     

山口県 カローレ 宇部店 
（株）アースインターナショナ
ル 

    

山口県 ヴァン・ベール 下関店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール 宇部店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール 山口店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール 岩国店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール 下松店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール 新南陽店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 ヴァン・ベール新山口店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

山口県 TBC 徳山店 TBC グループ（株） ★ ★ 

和歌山県 5     

和歌山県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）和歌山店 
（株）アスクビューティー ★   

和歌山県 スリムビューティハウス 和歌山店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

和歌山県 
たかの友梨ビューティクリニック 和
歌山ふくろうの湯店 

（株）不二ビューティ ★   

和歌山県 
サロン・ド・エステティック モラト
クローク 

（有）ソラナ・ビューティーサ
ーバーズ 

    

和歌山県 TBC 和歌山駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

香川県 5     

香川県 
スリムビューティハウス イオンモー
ル綾川店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

香川県 
たかの友梨ビューティクリニック 高
松店 

（株）不二ビューティ ★   

香川県 TBC 高松店 TBC グループ（株） ★ ★ 

香川県 レコンテ 高松店 ハッピー商事（株）     

香川県 ベルルミエール イオンモール高松店 
（株）グッドスタイルカンパニ
ー 

    

愛媛県 4     

愛媛県 
トータルエステティックサロン ラ・
セーヌ 新居浜店 

（株）アダムス医療     

愛媛県 
エステティックサロン ソシエ 松山
店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

愛媛県 ヴァン・ベール 松山店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

愛媛県 TBC 松山店 TBC グループ（株） ★ ★ 
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徳島県 2     

徳島県 
スリムビューティハウス 徳島クレメ
ントプラザ店 

（株）スリムビューティハウス ★ ★ 

徳島県 TBC 徳島店 TBC グループ（株） ★ ★ 

高知県 1     

高知県 TBC 高知店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 37     

福岡県 カローレ 久留米本店 
（株）アースインターナショナ
ル 

    

福岡県 カローレ 福岡今泉店 
（株）アースインターナショナ
ル 

    

福岡県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）福岡天神店 
（株）アスクビューティー ★   

福岡県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）姪浜店 
（株）アスクビューティー ★   

福岡県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）博多店 
（株）アスクビューティー ★   

福岡県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）大橋店 
（株）アスクビューティー ★   

福岡県 
トータルエステティックサロン defi

（デフィー）香椎店 
（株）アスクビューティー ★   

福岡県 ミリュー本店 （株）ヴェリタス     

福岡県 グラサヴォーグ 福岡大名店 （株）エストロワ     

福岡県 プティエルセーヌ アイム小倉店 （株）エル     

福岡県 エルセーヌ 福岡天神店 （株）エル     

福岡県 エステティック RAYVIS 福岡店 （株）ケンジ     

福岡県 スリムビューティハウス 天神総本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

福岡県 
エステティックサロン ソシエ 福岡
岩田屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

福岡県 
エステティックサロン ゲラン パリ 
ホテルオークラ福岡店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

福岡県 
エステティックサロン ソシエ 小倉
井筒屋店 

（株）ソシエ・ワールド ★ ★ 

福岡県 ラ・パルレ天神店 
（株）ニューアート・ラ・パル
レ 

★ ★ 

福岡県 ヴァン・ベール 小倉南店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

福岡県 ヴァン・ベール 福岡天神店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

福岡県 ヴァン・ベール 直方店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

福岡県 ヴァン・ベール 福津店 （株）ビ・メーク ★ ★ 
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福岡県 ビリーフ久留米店 
（株）ビリーフインターナショ
ナル 

    

福岡県 ビリーフ福岡天神店 
（株）ビリーフインターナショ
ナル 

    

福岡県 N-in スキンケアスタジオ 天神店 （株）フォンテーヌ     

福岡県 ケイビューティーラボ福岡天神店 （株）美伸     

福岡県 ビューティ-スキンラボ （株）美容創育研究所 ★ ★ 

福岡県 ビューティ-スキンラボ 大野城店 （株）美容創育研究所 ★ ★ 

福岡県 
たかの友梨ビューティクリニック 博
多マルイ店 

（株）不二ビューティ ★   

福岡県 
たかの友梨ビューティクリニック 久
留米店 

（株）不二ビューティ ★   

福岡県 サロン・ドゥ・COCORO （有）プリンセス     

福岡県 TBC 小倉店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 TBC 博多本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 MEN'S TBC 博多店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 TBC 天神店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 TBC 西鉄久留米店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 TBC 大野城店 TBC グループ（株） ★ ★ 

福岡県 MEN'S TBC 天神店 TBC グループ（株） ★ ★ 

大分県 3     

大分県 ミリュー大分店 （株）ヴェリタス     

大分県 
たかの友梨ビューティクリニック 大
分トキハ店 

（株）不二ビューティ ★   

大分県 TBC 大分店 TBC グループ（株） ★ ★ 

佐賀県 4     

佐賀県 カラービューティーラボ 佐賀店 
（株）アースインターナショナ
ル 

    

佐賀県 ヴァン・ベール 佐賀店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

佐賀県 ビリーフ佐賀店 
（株）ビリーフインターナショ
ナル 

    

佐賀県 TBC 佐賀駅前店 TBC グループ（株） ★ ★ 

長崎県 4     

長崎県 カローレ 佐世保店 
（株）アースインターナショナ
ル 

    

長崎県 
ソワンビューティ・インターナショナ
ル・サロンアンドスクール 

（株）ソワンビューティ・イン
ターナショナル・サロンアンド
スクール 

    

長崎県 TBC 長崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

長崎県 レコンテ 佐世保店 ハッピー商事（株）     
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宮崎県 13     

宮崎県 エステ ワム 宮崎店 （株）アルファイン ★ ★ 

宮崎県 エステ ワム 都城店 （株）アルファイン ★ ★ 

宮崎県 ヴァン・ベール 宮崎店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 宮崎
本店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 宮崎
南店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 都城
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 延岡
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 日南
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 小林
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 日向
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 
ビューティークリニックコダマ 高鍋
店 

（有）カレン商事     

宮崎県 ビューティスキンラボ イオン延岡店 （有）カレン商事     

宮崎県 TBC 宮崎店 TBC グループ（株） ★ ★ 

熊本県 14     

熊本県 エステ ワム 熊本店 （株）アルファイン ★ ★ 

熊本県 エステ ワム 八代店 （株）アルファイン ★ ★ 

熊本県 エステ ワム マリエール （株）アルファイン ★ ★ 

熊本県 グラサ リュクス熊本店 （株）エストロワ     

熊本県 スリムビューティハウス 熊本店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

熊本県 ヴァン・ベール 八代店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

熊本県 ヴァン・ベール 荒尾店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

熊本県 ヴァン・ベール 光の森店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

熊本県 ビリーフ熊本下通店 
（株）ビリーフインターナショ
ナル 

    

熊本県 ビリーフ熊本上通店 
（株）ビリーフインターナショ
ナル 

    

熊本県 ケイビューティーラボ熊本店 （株）美伸     

熊本県 La Beaute Spa VIOCA BLD WEDDINGS（株）     

熊本県 TBC 熊本店 TBC グループ（株） ★ ★ 

熊本県 レコンテ 熊本店 ハッピー商事（株）     
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鹿児島県 13     

鹿児島県 エステ ワム 鹿児島店 （株）アルファイン ★ ★ 

鹿児島県 エステ ワム 国分店 （株）アルファイン ★ ★ 

鹿児島県 エステ ワム 姶良店 （株）アルファイン ★ ★ 

鹿児島県 Esthe&Spa Lapis （株）アルファイン ★ ★ 

鹿児島県 グラサヴォーグ 鹿児島店 （株）エストロワ     

鹿児島県 ヴァン・ベール 天文館店 （株）ビ・メーク ★ ★ 

鹿児島県 ケイビューティーラボ鹿児島店 （株）美伸     

鹿児島県 ビューティ-スキンラボ 鹿児島宇宿店 （株）美容創育研究所 ★ ★ 

鹿児島県 
ビューティークリニックコダマ 国分
店 

（有）カレン商事     

鹿児島県 ビューティクリニックコダマ 鹿児島店 （有）カレン商事     

鹿児島県 
ビューティークリニックコダマ 谷山
店 

（有）カレン商事     

鹿児島県 
ビューティークリニックコダマ 鹿児
島中央店 

（有）カレン商事     

鹿児島県 TBC 鹿児島店 TBC グループ（株） ★ ★ 

沖縄県 5     

沖縄県 グラサ 那覇新都心店 （株）エストロワ     

沖縄県 スリムビューティハウス 沖縄店 （株）スリムビューティハウス ★ ★ 

沖縄県 TBC 那覇店 TBC グループ（株） ★ ★ 

沖縄県 TBC 沖縄北谷店 TBC グループ（株） ★ ★ 

沖縄県 MEN'S TBC 那覇新都心店 TBC グループ（株） ★ ★ 

店舗詳細不明 25     

詳細不明 vie nature（ヴィナチュール） （株）SHE BEST     

詳細不明 イーネオランジェ （株）イージースタイル     

詳細不明 トータルエステ エミール （株）エミール     

詳細不明 フォア・アンド・モア （株）おの     

詳細不明 タカヒロエステティックサロン （株）タカヒロ     

詳細不明 THE FAITH （株）ビューティ・ミッション     

詳細不明 店舗詳細不明 （株）モア・ブリス     

詳細不明 ラフトゥール （同）アールケイケイ     

詳細不明 クリニカルエステジョビオ （有）アドバンスカンパニー     

詳細不明 メディカル・キュア （有）レカン     

詳細不明 ヒーリングエステ ユリ ヒーリングエステ ユリ     

 


