
2020年3月2日

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）が運営するヘアサロン・リラ
ク＆ビューティーサロン検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、3月2日（月）に 「HOT PEPPER 
Beauty AWARD 2020」の「BEST STYLE部門」受賞ヘアスタイルと、「BEST SALON 部門」受賞サロンを発表しまし
たので、概要をお知らせします。
「HOT PEPPER Beauty AWARD 2020」 https://beauty.hotpepper.jp/award/

「HOT PEPPER Beauty AWARD 2020」とは

「HOT PEPPER Beauty AWARD 2020」
63万票を超える一般投票で決定した2020年のトレンドヘアスタイルと、

ユーザーから多く利用された全国のヘアサロンを発表！

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press

全国9ブロック×席数4区分（2席以下、3～5席、6～9席、10席以上）ごとに『ホットペッパービューティー』

経由のネット予約売上総額により受賞サロンが決定しています。※集計期間：2019年1月1日～12月31日の来店ベース金額

全国9ブロックは、北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国、四国、九州・沖縄。

各ブロックごとの受賞サロンは次ページで紹介しています。（GOLD Prize賞 合計36サロン）

過去最多の応募作品2万5,116点のヘアスタイルの中から『ホットペッパービューティー』ユーザーへのインターネット調

査により、最終ノミネート作品を選出。さらに63万票を超える一般投票により、レディース・メンズ部門ごとにTOP20ヘ

アスタイルの受賞が決定しています。2020年グランプリ受賞のヘアスタイルを手がけたスタイリストは、レディース部門

では「mag ginza」の中島 勝吾さん、メンズ部門では「OCEAN TOKYO Osaka」の出井 直助さんという結果になりまし

た。

『ホットペッパービューティー』が主催する「HOT PEPPER Beauty AWARD」は、日々素晴らしい施術やサービスを提
供するサロンやスタイリストが注目・評価される場をつくることで美容業界がより活性化する一助となりたい、という思
いからスタートしました。今年で4回目となります。
ユーザー投票で決定した人気ヘアスタイルを発表する「BEST STYLE部門」と、ユーザーに多く利用されたヘアサロンを
表彰する「BEST SALON部門」の二部門で構成されています。

サロン名：mag ginza
（マグ ギンザ）

スタイリスト名：中島 勝吾

サロン名：OCEAN TOKYO Osaka
（オーシャントーキョーオオサカ）
スタイリスト名：出井 直助

「BEST STYLE部門」 グランプリ受賞ヘアスタイル

「BEST SALON部門」受賞サロン

今回受賞した上位20作品は、ヘアカタログ「HOT PEPPER Beauty HAIR COLLECTION 2020」、Webサイト
『ホットペッパービューティー』の特設ページ(※) と、クーポンマガジン『HOT PEPPER Beauty』
『HOT PEPPER』（いずれも2020年4月号）で紹介予定です。 ※特設ページにて3月2日（月）より公開

【レディース部門グランプリ】 【メンズ部門グランプリ】

「スクリューUPバング」「センシュアルショート
×シャンパライトカラー」

https://beauty.hotpepper.jp/award/


【北海道】

【東北】

【関東】

【北信越】

【東海】

「BEST SALON部門」GOLD Prize賞 受賞サロン

全国のGOLD Prize賞受賞サロンは以下の通りです。詳細は「HOT PEPPER Beauty AWARD 2020」のWebページでも
紹介しています。 https://beauty.hotpepper.jp/award/

【関西】

【中国】

【四国】

【九州・沖縄】

席数 店舗名 所在地

2席以下 salon 8 【エイト】 北海道札幌市

3～5席 Orque  札幌⼤通【オルク】 北海道札幌市

6～9席 bico seam 【ビコ シーム】 北海道札幌市

10席以上 Shanti hiragishi 【シャンティー ヒラギシ】 北海道札幌市

席数 店舗名 所在地

2席以下 どうくつ美容室tento 【ドウクツビヨウシツ テント】 岩手県盛岡市

3～5席 LAGOON ALIVE【ラグーン アライブ】 岩手県盛岡市

6～9席 Agu hair gift 広瀬通店【アグ ヘアー ギフト】 宮城県仙台市

10席以上 Lita【リタ】 宮城県仙台市

席数 店舗名 所在地

2席以下 karte【カルテ】 新潟県長岡市

3～5席 ini 福井店【イニ】（旧：ツムジ） 福井県福井市

6～9席 CLOE by LUVISM万代店【クロエ バイ ラヴィズム】 新潟県新潟市

10席以上 LUVISM【ラヴィズム】 新潟県新潟市

席数 店舗名 所在地

2席以下 hair garden 10derness【ヘアガーデン テンダネス】 千葉県千葉市

3～5席 Gallica aoyama 【ガリカ アオヤマ】 東京都渋⾕区

6～9席 Lond 銀座店 【ロンド】 東京都中央区

10席以上 ALBUM SHINJUKU【アルバム シンジュク】 東京都新宿区

席数 店舗名 所在地

2席以下 Hair collection Unge 名駅店【ヘアコレクションアンジュ】 愛知県名古屋市

3～5席 Lond jeloud 名古屋 【ロンド ジュルード】 愛知県名古屋市

6～9席 Natura 名駅店【ナトゥーラ】 愛知県名古屋市

10席以上 THE OSCAR【ジ オスカー】 愛知県名古屋市

席数 店舗名 所在地

2席以下 美髪ケアサロン D.R.Hair【ディーアールヘアー】 兵庫県姫路市

3～5席 dipty MOILA  【ディプティ モイラ】 ⼤阪府⼤阪市

6～9席 rue 【ルエ】 京都府京都市

10席以上 Cloe 梅田 【クロエ ウメダ】 ⼤阪府⼤阪市

席数 店舗名 所在地

2席以下 hidamari【ヒダマリ】 広島県東広島市

3～5席 NARVIS【ナービス】 岡⼭県岡⼭市

6～9席 SMITH【スミス】 ⿃取県⽶⼦市

10席以上 GRAN LUSSO 岡⼭イオン前【グランルッソ】 岡⼭県岡⼭市

席数 店舗名 所在地

2席以下 hair salon Cerezo 【セレソ】 宮崎県宮崎市

3～5席 varied 【ベリード】 ⼤分県⼤分市

6～9席 little fukuoka 【リトル フクオカ】 福岡県福岡市

10席以上 OPS HAIR feliz天神店【オプスヘアー】 福岡県福岡市

席数 店舗名 所在地

2席以下 Beau Belle【ボーベル】 徳島県徳島市

3～5席 ORIGAMI Hair&Beauty【オリガミ ヘアーアンドビューティー】 徳島県徳島市

6～9席 blanco【ブランコ】 ⾹川県⾼松市

10席以上 Agu hair hearts ⾼知店【アグ ヘアー ハーツ】 ⾼知県⾼知市

https://beauty.hotpepper.jp/award/


ホットペッパービューティー とは

『ホットペッパービューティー』（https://beauty.hotpepper.jp）は、年間予約件数1億1262万35件のヘアサロン・
リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービスです。（2020年2月時点）
行きたい日時での検索、ヘア・ネイルカタログ、口コミ、お得なクーポン、サロンスタッフなどから、自分の行きたい
サロンを検索できます。Webサイト・アプリから24時間いつでも・どこでも予約でき、予約後に来店するとPontaポイ
ントが2%たまり、次回の利用時などに使えます。

https://beauty.hotpepper.jp/

