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登録番号 施設区分 施設名 郵便番号 施設所在地 施設電話番号 ホームページアドレス

第０４－１号 小売業・サービス業等店舗 五稜石油株式会社五稜郭公園ＳＳ 041-0851 函館市本通１丁目５６－１５ 53-6057 ―

第０４－２号 小売業・サービス業等店舗 生活総合サービス　エコプライス 041-0811 函館市富岡町３丁目２４番２１号 76-6060
https://ekoprice.cra
yonsite.net/

第０４－３号 小売業・サービス業等店舗 美容室　アズヘアー 041-0807 函館市北美原２丁目７－９ 46-7686 ―

第０４－４号 小売業・サービス業等店舗 カウンセリングMaNa 041-0844 函館市川原町１－８ 070-2428-0730 https://hsmana.com

第０４－５号 小売業・サービス業等店舗
エステティックサロン
ＡＬＬＵＲＥ（アリュール）

040-0011
函館市本町１７－１
WE'LL８０８-３F

30-6588
https://relax-
allure.com/

第０４－６号 小売業・サービス業等店舗 北ガスフレアスト函館北株式会社 041-0801 函館市桔梗町418番地488 34-2010
http://www.kitagas-
fureasuto.jp/hnorth

第０４－７号 小売業・サービス業等店舗 有限会社　ホームクリーナー甲屋 041-0843 函館市花園町２８－１８ 51-5661
https://www.koya-
cleaning.com

第０４－８号 小売業・サービス業等店舗 美容室　さーくる 041-0843 函館市花園町３０－２０ 53-5500 ―

第０４－９号 小売業・サービス業等店舗 理容のフルヤシキ ― ― ― ―

第０４－１０号 小売業・サービス業等店舗 美容室おしゃれ館山の手 041-0841 函館市日吉町３丁目３１－１ 86-9980 ―

第０４－１１号 小売業・サービス業等店舗 日下部クリーニング 040-0072 函館市亀田町１５番１２号 42-8504 ―

第０４－１２号 小売業・サービス業等店舗 Hair Make marron 041-0852 函館市鍛冶２丁目４５番１１号 76-4956 ―

第０４－１３号 小売業・サービス業等店舗 美容室　D-polish 042-0932 函館市湯川町２丁目２０－１２ 59-0086 https://d-polish.com

第０４－１４号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーブティック　レディ 040-0013 函館市千代台町３１－１４ 31-3277 ―

第０４－１５号 小売業・サービス業等店舗 メンズサロン　ルア 040-0013 函館市千代台町３１－１４ 31-3466 ―

函館市きれいな空気の施設登録事業　登録管理台帳
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第０４－１６号 小売業・サービス業等店舗 有限会社　エリー美容室 040-0013 函館市千代台町１２－１９ 55-2364 ―

第０４－１７号 小売業・サービス業等店舗 あき美容室 040-0032 函館市新川町１９－１６ 26-4764 ―

第０４－１８号 小売業・サービス業等店舗 非公表 ― ― ― ―

第０４－１９号 小売業・サービス業等店舗 HAIR SALOON　OGAWA 041-0812 函館市昭和４丁目１６－１４ 41-3062 ―

第０４－２０号 小売業・サービス業等店舗 ヘアリゾートNakajima 041-0851 函館市本通２－２１－２１ 55-9850 ―

第０４－２１号 小売業・サービス業等店舗 アントレ美容室 041-0844 函館市川原町２１－１２ 52-2260 ―

第０４－２２号 小売業・サービス業等店舗 理容　カワムラ 041-0806 函館市美原４－１－１４ 47-0240 ―

第０４－２３号 小売業・サービス業等店舗 理容室　ヘアークラフト 041-0806 函館市美原5丁目５０番９号 47-9010 ―

第０４－２４号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーサロン　アクロス 042-0941 函館市深堀町３１－５５ 76-4885 ―

第０４－２５号 小売業・サービス業等店舗 非公表 ― ― ― ―

第０４－２６号 小売業・サービス業等店舗 スキルカンパニー　ロネッツ ０４１－０812 函館市昭和４－３４－１０ 40-8449 http://ronets.net/index

第０４－２７号 小売業・サービス業等店舗 サロンド　モナミ 041-0852 函館市鍛冶２丁目１７－１６ 56-1993 ―

第０４－２８号 小売業・サービス業等店舗 hair & make m -エム- 040-0001 函館市五稜郭町２８－５　１F 83-5790 ―

第０４－２９号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーサロン　よこやま 042-0932 函館市湯川町２－２０－１４ 57-5463 ―

第０４－３０号 小売業・サービス業等店舗 ツジ美容室 040-0061 函館市海岸町１２－５ 42-0436 ―

http://ronets.net/index
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第０４－３１号 小売業・サービス業等店舗 美容室　HAIR　KEEP　OOTA 040-0037 函館市旭町９番１３号 23-8823 ―

第０４－３２号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーサロン和 041-0851 函館市本通２丁目３４－５ 54-8310 ―

第０４－３３号 小売業・サービス業等店舗 イガラシ理容室 041-0851 函館市本通１－２７－１３ 51-5754
https://www.ekiten.j
p/shop_7078023

第０４－３４号 小売業・サービス業等店舗 HIRO美容室 041-0851 函館市本通１－37-19 55-4391 ―

第０４－３５号 小売業・サービス業等店舗 美容室　髪工房 040-0004 函館市杉並町６－３ 55-0099
http://www.kamikob
o-hakodate.com

第０４－３６号 小売業・サービス業等店舗 理容室　レオン　ノエル 042-0942 函館市柏木町３５－２３ 56-5955
http://www.hakodat
e-leon.com/noel

第０４－３７号 小売業・サービス業等店舗 美容室　シエル 040-0082 函館市白鳥町１６－１３ 43-8387 ―

第０４－３８号 小売業・サービス業等店舗 理容室　髪丸 040-0053 函館市末広町２３－５ 27-6027 ―

第０４－３９号 小売業・サービス業等店舗 美容室　ヘアーオブドレス 041-0843 函館市花園町２８－３１ 32-3175 https://dress-77.com

第０４－４０号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーズ　ベリー 041-0851 函館市本通３丁目１５－１１ 32-3031
https://hakodate.mypl.
net/shop/000003627
13/

第０４－４１号 小売業・サービス業等店舗 理容　ヤマグチ 041-0841 函館市日吉町４丁目２０番２９号 51-7588 ―

第０４－４２号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーサロン　はやせ 041-0843 函館市花園町３７番２号 56-8377 ―

第０４－４３号 小売業・サービス業等店舗 ヘアーサロン　ツルタ 042-0932 函館市湯川町３丁目３番２８号 57-4026 ―

第０４－４４号 小売業・サービス業等店舗 美容室　ＢＩＪＩＮ 040-0082 函館市白鳥町２０－２ 87-4308
https://yassun51240.
wixsite.com/bijinbijinbi
jin0230/

第０４－４５号 小売業・サービス業等店舗 ミングル　函館店 041-0843 函館市花園町１－１５ 55-2055
https://mash-
beauty.com
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第０４－４６号 小売業・サービス業等店舗 SOHOnewyork函館店 040-0011 函館市本町２５－１３ 76-8077
https://mash-
beauty.com

第０４－４７号 小売業・サービス業等店舗 快眠ドライヘッドスパ『IZANAI』 040-0011 函館市本町３０－２２ 84-5355
https://mash-
beauty.com

第０４－４８号 小売業・サービス業等店舗 SOHOnewyork松陰店 040-0003 函館市松陰町９－３２ 87-1037
https://mash-
beauty.com

第０４－４９号 小売業・サービス業等店舗 ヘアークラブ　イオン 040-0011 函館市本町２８－１９ 55-4385
http://ion.hairclub-
mix.com

第０４－５０号 小売業・サービス業等店舗 奥村理容院 041-0832 函館市神山２丁目８－２１ 52-1476 ―

第０４－５１号 小売業・サービス業等店舗 ROSE８８ 041-0841 函館市日吉町３－４３－２３ 55-6477 ―

第０４－５２号 小売業・サービス業等店舗
ヘアーサロン　ハマダ
エイチAEICHI

041-0851 函館市本通４丁目２７－４号
55-6773
83-1558

https://aeeichi.jimdo
free.com

第０４－５３号 小売業・サービス業等店舗 非公表 ― ― ― ―

第０４－５４号 小売業・サービス業等店舗 カットハウス　ヤマムラ 041-0811 函館市富岡町２－４０－１７ 42-0147 ―

第０４－５５号 小売業・サービス業等店舗 有限会社　ささきクリーニング店 040-0031 函館市上新川町２２－１２ 42-8772 ―

第０４－５６号 小売業・サービス業等店舗 TOTAL CAR SHOP Growth 041-0801 函館市桔梗町５９番地３０８ 83-5189 ―

第０４－５７号 小売業・サービス業等店舗 有限会社　大西燃料店 042-0942 函館市柏木町２６－２６ 51-5669 https://www.oninen.net/

第０４－５８号 小売業・サービス業等店舗 爽健整体院 042-0933 函館市湯浜町９－２２ 31-8986 ―

第０４－５９号 小売業・サービス業等店舗 健康サロン　レイチェル 040-0014 函館市中島町１５－５ 080-6040-0670 ―

第０４－６０号 小売業・サービス業等店舗 もりたカイロプラクティック 041-0811 函館市富岡町２－１２－２ 45-4700 http://www.moritacp.com
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第０４－６１号 小売業・サービス業等店舗
マグマスタジオ溶岩ヨガOnDo函
館/エステティックサロンビ･タ･ス

041-0802 函館市石川町８５－１蔦屋書店内
34-6661/
34-2228

https://www.bitasu.com/

第０４－６２号 小売業・サービス業等店舗
サロン・ド・ボーテ
ヴィクトワール函館

041-0808 函館市桔梗４－１－５ 34-3800 https://www.victoirecorp.com/

第０４－６３号 小売業・サービス業等店舗
小顔、ドライヘッドスパ、LED脱毛
Ｌｅｍｉｒｙ

041-0843
函館市花園町２２－２３
ウィルモア花園２０１

080-1899-1759 https://lemiry.com/

第０４－６４号 小売業・サービス業等店舗 Healing spa Kirana 041-0851 函館市本通１丁目２１－８ 55-5056 https://www.h-s-kirana.com/

第０４－６５号 小売業・サービス業等店舗 メナードフェイシャルサロン五稜郭 041-0851 函館市本通１丁目５６－２３ 55-4545 https://www.menard.co.jp/shop/00101184s/

https://www.bitasu.com/
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