
株主ご優待券　利用可能店舗一覧　（2020年9月1日現在）

株式会社エム・エイチ・グループの株主ご優待券は、以下の「モッズ・ヘア」サロンにてご利用頂けます。

ご利用時の注意事項およびよくあるご質問につきましては、以下をご参照ください。

「株主優待」　 https://mhgroup.co.jp/ir/share_goods/index.html

「SALON　LIST」　 https://modshair.co.jp/salon/

北海道　　　　　　　　　　　　　

旭川店 TEL：0166－27－2552
北海道旭川市２条通７丁目

高木ビル２階

札幌店 TEL：0120‐63‐6663
北海道札幌市中央区南1条西4丁目20‐5

札幌エスワンビル2F

札幌PASEO店 TEL：0120‐64‐4334
北海道札幌市北区北6条西2丁目1

PASEO1Fハーティランド内

十勝音更店 TEL：0120 ‐567‐4266 北海道河東郡音更町木野大通西15丁目１番地６

宮城県

仙台パルコ店 TEL：022‐774‐8290
宮城県仙台市青葉区中央1‐2‐3

仙台パルコ4F

仙台長町店　 TEL：022‐738‐7334
宮城県仙台市太白区長町7‐24‐26

三水苑長町ビル３F

福島県

いわき店　 TEL：0120‐21‐4038 福島県福島県いわき市平字5丁目15‐17

いわき銀座通り店 TEL：0246‐24‐4888 福島県いわき市平字田町68

富山県

富山店 TEL：076‐491‐4545 富山県富山市中央通2‐5‐5

石川県

金沢店 TEL：076‐232‐2363
石川県金沢市片町1‐3‐15

砂場ビル2Ｆ

東京都

青山プリヴィレージュ店 TEL：03‐3478‐0131
東京都港区南青山3‐15‐9

MINOWA表参道2F
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銀座店　 TEL：03‐3564‐4848
東京都中央区銀座3‐2‐1

マロニエゲート銀座3/B2F

新宿サウス店 TEL：03‐3351‐5585
東京都新宿区新宿3‐36‐6

大安ﾋﾞﾙ3F

池袋店 TEL：03‐5911‐4733
東京都豊島区東池袋1‐1‐2

高村ビル8F

目黒店 TEL：03‐5437‐3335
東京都品川区上大崎2‐27‐3

山田ビル 3F

駒沢店 TEL：03‐6450‐8421
東京都世田谷区駒沢2‐1‐5

コンフォリア駒澤2Ｆ

二子玉川店 TEL：03‐3707‐1185
東京都世田谷区玉川2‐21‐1

二子玉川ライズ S.C. タウンフロント8階

MEN中野店 TEL：03‐6832‐4331 東京都中野区中野3丁目36番地12号2F

中目黒店　 TEL：03‐5729‐0933
東京都目黒区上目黒1‐5‐10

中目黒マンション109

成城店 TEL：03‐5490‐2414 東京都世田谷区成城5－14－7

大泉学園店 TEL：03‐5947‐3316
東京都練馬区東大泉1‐37‐12

豊月堂ビル2F

多摩店 TEL：042‐311‐0811
東京都多摩市落合1－32－1

ﾍﾟﾍﾟﾘ5F

モッズ・ヘア　オン　アンダーズ東京 TEL：03‐6830‐7727
東京都港区虎ノ門1‐23‐4

虎ノ門ヒルズ　アンダーズ東京51階

神奈川県

横浜西口店 TEL：045‐314‐0343
神奈川県横浜市西区北幸2‐2‐1

ハマボールイアス3階

青葉台店 TEL：045‐985‐4336
神奈川県横浜市青葉区青葉台2‐6‐14

MareAmakusa 2F

モッズ・ヘアビューティ相模大野店 TEL：042‐767‐1588
神奈川県相模原市南区相模大野3‐8‐1

小田急相模大野 station SQUARE B館 7Ｆ

みなとみらい店 TEL：042‐767‐1588
神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６番２

みなとみらいグランドセントラルテラス　１F

MEN横浜元町店 TEL：045‐264‐4147
神奈川県横浜市中区石川町2‐71

元町YA‐O‐DAI　BLD1F

本厚木ノース店 TEL：046‐296‐5511 神奈川県厚木市中町3‐5‐12 2Ｆ

渋沢店 TEL：0463‐89‐3888 神奈川県秦野市曲松1‐4‐1 2F

日吉店 TEL：045‐563‐9796
神奈川県横浜市港北区日吉本町1‐21‐9

EJKビル2F

上大岡店　 TEL：045‐847‐6707
神奈川県横浜市港南区上大岡西1‐11‐7

オーヴァルビル6F

※吉祥寺店は2020年7月31日をもって閉店いたしました。長年のご愛顧賜りありがとうございました。
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鎌倉店 TEL：0467‐60‐6450
神奈川県鎌倉市御成町11‐1

長塚ビル2F

埼玉県

上尾店 TEL：048‐776‐1280 埼玉県上尾市谷津2‐1‐50‐28

MEN上尾店 TEL：048‐776‐1280
埼玉県上尾市上町1‐5‐8

卜部ビル1F

越谷店 TEL：048‐965‐7036
埼玉県越谷市赤山本町3‐3

井上ビル

志木店 TEL：048‐476‐2357 埼玉県志木市本町6‐21‐5

草加店 TEL：048‐928‐9512 埼玉県草加市高砂2‐6‐5 寿ビル2F

千葉県

海浜幕張店 TEL：043‐304‐6973
千葉県千葉市美浜区ひび野2‐1‐1

QVC SQUARE 3F

千葉店 TEL：043‐201‐1102
千葉県千葉市中央区富士見２−１３−１

第２山崎ビル３Ｆ

船橋店 TEL：047‐460‐1515
千葉県船橋市本町4‐41‐19

本町セントラルビル　2Ｆ

柏店 TEL：04‐7139‐2525 千葉県柏市柏2‐7‐3‐1Ｆ

群馬県

前橋店 TEL：027‐210‐2000 群馬県前橋市国領町2‐11‐7

藤岡店 TEL：0274‐24‐2850 群馬県藤岡市中栗須117‐1

栃木県

宇都宮店 TEL：028‐621‐8019
栃木県宇都宮市馬場通り4丁目1番1号

表参道スクエア1F

足利店 TEL：0284‐64‐7775
栃木県足利市朝倉町460‐2

MHAビル

奈良県

奈良店 TEL：0742‐27‐8927 奈良県奈良市西御門町31‐2

※津田沼店は2020年4月30日をもって閉店いたしました。長年のご愛顧賜りありがとうございました。
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京都府

京都店　※2020年7月1日より移転いたしました。TEL：075‐241‐3111
京都府京都市中京区大阪材木町６９５

花梨館１階

兵庫県

明石ビス店 TEL：078‐938‐3444
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り1‐2‐3

3番館210号

広島県

福山店 TEL：084‐923‐0078 広島県福山市延広町2‐1

香川県

高松瓦町店　 TEL：087‐812‐7704
香川県高松市常磐町1丁目３番地1号

瓦町FLAG ５Ｆ

福岡県

小倉店 TEL：093‐521‐2306 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目2‐17

福岡天神西通り店 TEL：092‐791‐3840
福岡県福岡市中央区大名1‐13‐25

DAIMYO‐113ビル 2F

福岡姪浜店 TEL：092‐882‐5324
福岡県福岡市西区姪浜駅南1‐2‐30

21℃ビル1F

福岡百道浜店 TEL：092‐834‐2885 福岡県福岡市早良区西新6‐10‐58‐1F

ご利用可能期間中に新規出店・移転および閉店した場合は随時更新いたします。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
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