
電話番号 営 業 日

ＦＡＸ番号 時　　間

電話
 ８２－４４９８

水曜日～日曜日
午前9時～午後6時半

電話
 ８２－０２４９

水曜日～日曜日

FAX
 ８２－０２４９

午前8時半～午後5時半

電話
 ８２－２２２４ 火曜日～日曜日

（第2日曜、第3火曜除く）

　　 FAX
 ８２－２２２４

午前9時～午後7時

電話
 ８7－６７８８

水曜日～日曜日

FAX
 ８7－６７８８

午前9時～午後7時
(日祝 午前9時～午後6時) .

電話
 ８７－５１５３

月曜日・水曜日～日曜日
午前9時～午後6時

電話
 ８７－２０６０

水曜日～日曜日

FAX
 ８７－０１６７

午前9時～午後5時

電話
 ８７－１５９３

火曜日～土曜日

FAX
 ８７－１５９３

午前8時30分～午後5時

電話
 ８７－３１３６ 火曜日～土曜日

午前9時～午後4時

 
FAX
 ８７－３１３６

水曜日～日曜日
午後6時～午後8時

 奥田字前田92

【訪問】① 町内全域
　　　　② 4,950円（シャンプーなし）

【送迎】① 町内全域
        ② 3,500円（シャンプーあり）

【訪問】① 町内全域（要相談）
        ② 4,500円（シャンプーなし）

【訪問】① 野間中学校学区内
        ② 3,000円（シャンプーなし）

【訪問】① 要相談
        ② 2,500円（シャンプーなし）

【送迎】① 要相談
        ② 2,500円（シャンプーつき2,800円）

【訪問】① 町内全域
　　　　② 3,300円（シャンプーなし）
【送迎】① 町内全域
        ② 3,300円（シャンプーあり＋800円）
【備考】 車いすのまま入店可
　　　　　 車いす着付 可

8  ★美容室 髪遊  奥田字田原谷27-4

6  せつ美容室  奥田字南大西55-1

【訪問】① 要相談
        ② 3,000円（シャンプーなし）
　　　　③ 日・月曜日のみ
【送迎】① 要相談
        ② 3,000円（シャンプーあり3,500円）
【備考】 車いす入店可

・「訪問」「送迎」対象者は、病気・ケガ、さまざまなご事情により自分で理容所・美容所に行くことができない方を対象とします。
・「★」は、愛知県美容業生活衛生同業組合、愛知県理容生活衛生同業組合の組合員です。協力の下で作成しています。
・本情報紙への掲載の承諾をいただいた理容所・美容所のみを掲載しています。

7  チャーム美容室

4  Hair Make LiLy  野間字若松30-1

 奥田字石畑191-11
 サロン・ド・
 リベルテ

5

2  ★ロダン美容室  河和字北屋敷238-2

3  ★tanpopo  河和台3丁目1

　【美容所】　（自宅に訪問してくれる　又は　お店まで送迎してくれる美容所）

1
 ★美容室
　アトリエセイキ

 河和字上前田23-14

【訪問】① 町内全域
　 　 　② 5,000円（シャンプーなし）

【備考】 訪問美容は定休日実施

住　　所 内容(①対応エリア　②料金（税込）　③その他)名　　称

ちょっと困ったときの

応援ガイド

生活のお役立ち情報

（訪問理美容編）

美浜町



電話番号 営 業 日

ＦＡＸ番号 時　　間

電話
 ８２－０４４４

水曜日～日曜日
午前8時～午後7時

電話
 ８２－１１４３

月曜日・水曜日～日曜日
（第2・3月曜を除く）

FAX
 ８２－１１４３

午前7時～午後7時半

電話
 ４７－５４６９

水曜日～日曜日
平日：午前9時～午後8時
土日：午前8時～午後7時

電話
 ８２－５４００ 火曜日～日曜日

（第2・第3火曜除く）
午前9時～午後6時

電話
 ８２－３９３１

水曜日～日曜日
午前9時～午後7時

電話
 ８２－１１６３

水曜日～日曜日

.

FAX
 ８２－１１６３

午前8時～午後7時

電話
 ８７－１３１０

水曜日～日曜日

　

午前8時～午後7時

電話
 ８８－５３００

水曜日～日曜日

FAX
 ８８－５３００

午前8時～午後8時

【訪問】① 要問い合わせ

【送迎】① 要問い合わせ

【訪問】① 町内全域
　　　　② 4,500円
【送迎】① 町内全域
　　　　② 5,000円

【訪問】① 要相談
　　　　② 4,000円
【送迎】① 要相談
　　　　② 4,000円（女性3,000円顔そりなし）
【備考】 シルバー料金有（→3,800円）

【訪問】① 要相談
　　　　② 4,000円（シャンプーなし）

【送迎】① 要相談

【訪問】① 町内全域
　　　　② 4,000円（カット＆シェービングのみ料金）
　　　　③ 訪問理容は定休日に実施

【送迎】① 町内全域
　　　　② 4,500円（カット＆シェービングのみ料金）

　

14
★ヘアーサロン
　　カワグチ

 豊丘字浜6-3

15 ★理容ヒデ  奥田字儀路72-1

【訪問】① 町内全域
　　　　② 4,400円～（カット＆シェービングのみ料金）
【送迎】① 町内全域
　　　　② 4,400円～
【備考】 ケア理容師認定

【送迎】① 要相談
　　　　② 4,000円

【訪問】① 自宅近く
　　　　② 4,500円
【送迎】① 自宅近く
　　　　② 4,500円

16 ★山本理容店  上野間字越智5-9

13
 ヘアーショップ
 北和

 北方字東側64－1

10
 ★ヘアーサロン
　　スギヤマ

 新浦戸二丁目1-23

名　　称

9  ★新橋理容院  河和字北屋敷32-3

12 サロンド・ピュア  河和台3丁目37-2

11  髪風  河和台3丁目6-2

　【理容所】　（自宅に訪問してくれる　又は　お店まで送迎してくれる理容所）

住　　所 内容（①対応エリア　②料金（税込）　③その他）

・「訪問」「送迎」対象者は、病気・ケガ、さまざまなご事情により自分で理容所・美容所に行くことができない方を対象とします。

・「★」は、愛知県美容業生活衛生同業組合、愛知県理容生活衛生同業組合の組合員です。協力の下で作成しています。

・本情報紙への掲載の承諾をいただいた理容所・美容所のみを掲載しています。

近年、少子高齢化が進む中、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して

生活するためには、様々な課題があります。家族が近隣にいないなど生活

への不安を抱いている方が増えており、介護保険制度や福祉サービスのほ

か、地域での支え合いが必要になっています。

様々な事情により外出することが難しい方を対象に、少しでも安心して自分

らしく暮らせるよう、このリーフレットをご活用いただけると幸いです。

制作･発行 愛知県美浜町厚生部福祉課

美浜町大字河和字北田面106番地
TEL 0569-82-1111（代表）
FAX 0569-83-0755（福祉課）
URL http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/

協 力 美浜町地域福祉計画重点プロジェクト

生活支援チーム

社会福祉法人美浜町社会福祉協議会

発行年月 令和２年１月


