
名古屋市在宅高齢者訪問理美容サービス実施店一覧（令和3年3月1日現在）
美容サービス実施店（サービス内容：カット＋ブロー）

※「名古屋市在宅高齢者訪問理美容サービス事業利用券」（以下、「利用券」という）の交付を受けた方は、以下の実施店から

利用したい理美容室を選び、電話等で予約してください。

※希望の日に予約が取れない場合もあるため、候補日を何日かご予定いただくなど、余裕をもった日程調整をお願いいたします。

※利用券は、有効期限内のみ利用できます。利用前に利用券の有効期限をご確認ください。

区 店舗名 住所 電話番号 担当者

千種区 ガレリアエレガンテ本山 千種区四谷通1-2　キャトウル本山3F 052-782-0223 吉田勝盛

千種区 Green Park 千種区月見坂町1-23-1　マイム月見坂 052-759-5521 堀田和恵

千種区 まにたす DE ぷらた 千種区茶屋坂通り2-39-1 052-722-2701 上野清勝

千種区 マリヤ美容院 千種区覚王山9-16マリヤビル 052-751-3089 宇佐美智也

千種区 美容室伽羅 千種区池下1-11-14　メエル鈴屋ビル2F 052-764-1507 中野英男

千種区 アールヴィヴァン 千種区南明町3-48-1 052-751-9419 白井亜弓

千種区 roomoon 千種区東山通2-27-1　フォレスト本山1F 052-782-8868 丹羽誠次

東区 Luxuci & me 東区東桜1-10-16 　ビルフレンズ4F 052-971-6548 坂本裕樹

東区 髪結ASAO 東区泉1-6-30　 I･S･H泉ビル1F 052-973-1238 前田朝雄

東区 カットスポット　モガハウス 東区大幸3-14-26 052-723-1690 水野周二

東区 トゥィンクル 東区徳川1-522 052-931-3055 近藤信雄

東区 ヘアーメイクアップ　ベルアミー 東区徳川2-21-16 052-931-0878 水谷益子

北区 アンティヘアー 北区田幡2-3-2　アイネシュタット1F 052-916-6231 門口

北区 Firm Step 北区山田1-6-14　浅野ビル1F 052-914-1230 中村

北区 リリー美容室 北区中切町3-1-1 052-915-8222 工藤

北区 ビューティーサロンさくらい 北区楠味鋺4-1211 052-901-6901 櫻井

北区 Ｄ＆Ｃヴァータ 北区東味鋺1-803 052-909-1177 橋田、小林

北区 イルクォーレ 北区志賀南通2-50　サンパーク城北 052-912-1690 佐藤

北区 美容室HAIR-DO清水店 北区大杉3丁目8-8 052-915-8883 村瀬　雄哉

北区 美容室HAIR-DO黒川店 北区八代町2-11　八代コーポ1F 052-915-9527 村瀬　雄哉

西区 ヘアメイクタパス 西区新道1-7-21 052-565-6295 森

西区 スズラン美容室 西区庄内通1-44 052-531-3431 千田さと子

西区 美容室はとぽっぽ 西区上名古屋2-1-24 052-524-6906 服部

西区 ミハル美容室 西区那古野1-14-18 052-551-0241 下、野崎

中村区 DOUCEUR 中村区椿町11-11 052-451-5511 三輪文明

中村区 ASCH　名駅店 中村区名駅2-45-19　桑山ビル1Ｆ 052-561-6226 店長

中村区 らん美容室 中村区北畑2-32 052-471-6434 中野雅司

中区 バンズヘアー 中区金山1-14-9　長谷川ビル３F 052-331-1373 伴龍次郎

昭和区 セドゥヌーヴォー 昭和区広見町5-54 1F 052-853-7258 武本

昭和区 NO-NAME 昭和区広路町石坂27-10 052-835-6708 三井

昭和区 Ｒ　advance 昭和区御器所1-3-2 052-872-3836 大野

昭和区 イフ 昭和区御器所通3-25 052-732-1867 藤井

昭和区 RESET 昭和区花見通3-11　ハートイン杁中2A 052-837-4782 金子

昭和区 an's 昭和区御器所3-4-7 052-746-3650 鳥居

昭和区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｙｕｋｉ 昭和区石仏町2-6-2　七福マンション1E 052-918-2293 小林

昭和区 アマービレ 昭和区花見通3-21　ペノート杁中2Ｆ 052-834-8765 池亀

昭和区 サロン６８ 昭和区塩付通2-7　近藤ビル1F 052-763-7486 竹内

昭和区 ベルフルール 昭和区山里町66-7 052-848-8231 松井

昭和区 シェール 昭和区雪見町1-21 052-733-1448 保母

昭和区 テットアテット 昭和区御器所通3-15-2 052-733-7828 江頭

昭和区 ASCH 昭和区檀渓通3-7 052-842-1172 竹内

昭和区 松竹美容院 昭和区御器所通1-15-18 052-881-8319 春田

瑞穂区 アトリエボーテSAKAE 瑞穂区汐路町1-11-2 052-852-0326 久野雅美

瑞穂区 美容室ＳＨＩＢＡＴＡ 瑞穂区大喜新町2-13-7 052-881-7659 林ゆうか

瑞穂区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｐｕｒｅ 瑞穂区河岸1-9-9  1F 052-823-1210 中島由美子



区 店舗名 住所 電話番号 担当者

瑞穂区 Elsa hair&make 瑞穂区猿渡町1-5　さくらマンション１Ｆ 052-880-8300 翁有美

瑞穂区 ヘアー＆フェイス　カスタム 瑞穂区弥富町清水ヶ丘27-3 090-4251-3979 髙橋真夕弓

瑞穂区 ASCH八事店 瑞穂区弥富町清水ヶ丘41 052-861-7017 店長

瑞穂区 美容室SUN 瑞穂区惣作町1-4 052-881-9267 岡美里

熱田区 Ｒｉｔｒｏｖｏ　Ｓｅｒｅｎｏ　ゆか里 熱田区高蔵町7-24 052-671-5967 長屋

熱田区 パーマサロン　エス 熱田区幡野町1-24 052-671-7336 佐藤せい子

熱田区 トモミ美容室 熱田区大宝4-7-12 052-671-3266 荒川誉久

中川区 美容室　サン・シャイン 中川区八幡本通2-23-1 052-363-0068 井上市代

中川区 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ｒｉｎａｔａ 中川区露橋2-23-9 052-361-4842 小栗みや子

中川区 ビューティサロンつばき 中川区昭和橋通4-31-1 052-661-6761 鬼頭八重子

中川区 三奈　美容室 中川区尾頭橋3-15-9 052-322-5250 加藤三奈

中川区 内田　美容院 中川区南八熊町5-18 052-671-0582 内田朝子

中川区 美容室サンローズ 中川区下之一色町宮分126 052-302-1566 加藤大策

中川区 Fine Hair　春田店 中川区春田3-90-1 052-301-3200 山田幸江

中川区 ビューティサロン　パオ 中川区野田1-149 052-361-1886 稲葉克子

中川区 リリー美容室 中川区上脇町2丁目132 052-361-3673 亀井隆直

中川区 Hair dream Sala, 中川区押元町1-51-4 052-355-0069 真鍋弘子

中川区 Fine Hair戸田店 中川区戸田西3-107 052-304-7277 山田康雄

中川区 Salon de Beaute Laviere 中川区富田町榎津鵜垂343-17 052-301-8077 山田麻友香

中川区 ＭＯＰsalon　Canges 中川区昭明町1-3-3 052-651-6764 飯田昭子

中川区 寿魅美容室 中川区十一番町1-5 052-353-3795 早川美千代

中川区 hitohako 中川区高畑4丁目192番地 090-7687-3139 生川純子

港区 ビューティかわむら 港区名港1-19-22 052-653-1674 河村三枝子

南区 美容室COROAI 南区柴田本通1-18 052-613-0947 髙木義仁

南区 ロダン美容室 南区中割町2-14 052-611-4043 松下幸子

南区 みすず美容室 南区豊田4-8-3 052-692-5974 戸田道代

南区 美容室ヘアステーション 南区汐田町3-23 052-811-4073 深谷良子

南区 サロンドベル 南区岩戸町17-15　薬師ハイツ1B 052-822-1339 藤井鈴子

南区 あかだま美容室 南区呼続1-2-20 052-811-4767 杉坂まゆみ

南区 サロンドちよ 南区粕畠町3-12-1 052-822-4812 佐野千代子

南区 ｓｋ　Ｒｅ：ｂiｒｔｈ 南区白雲町143-1 052-387-7336 福島誠司

南区 美容室ドロップアウト 南区大磯通4-18-4 052-822-8884 野々村繁

南区 ヘアエステウィザード 南区松池町2-44-5 052-824-7167 渡邊玉江

南区 美容室アクール 南区城下町3-18-2 052-822-3305 山本達雄

南区 ミヤ美容室 南区松池町2-10-5 052-821-4684 佐藤眞紀子

南区 サロンボーテグランディール 南区菊住1-4-15　新効ビル1F 052-821-7387 宮平聡

南区 ジャップヘア 南区内田橋2-32-14 052-692-6289 吉田周作

南区 美容室 S&K 南区霞町57 052-822-7337 黒崎伸一

南区 美容室 Shima 南区桜本町1 052-821-1426 各務直樹

守山区 美容室カメモト本店 守山区中新1-10 052-794-3500 伊藤

守山区 美容室カメモト八剣店 守山区八剣2-1702 052-799-0272 鈴木

守山区 美容室キャリエール 守山区菱池町12-44 052-898-4005 丸山

守山区 HAIR SALON RICH&RICH 守山区吉根3-810 052-768-7112 清和

守山区 美容室Y2ステージ 守山区中志段味四畝物2282-2 052-736-4728 山口

守山区 ＲＯＨＯ 守山区大森5-112　メゾン正芳102･103 052-798-1234 樋田

守山区 セーヌ美容室 守山区大森4-310 052-798-0212 工藤

緑区 ｃnナカオ本店 緑区鳥澄3-1303 052-621-0960 水谷美香

緑区 ｃnナカオ有松店 緑区鳴海町有松裏200 052-625-3555 中尾淳一

緑区 ｃnナカオ大高店 緑区大高町奥平子1-1 052-626-1088 伊藤義朗

緑区 ｃnナカオ徳重店 緑区鳴海町徳重18-44 052-877-8151 永富郁也

緑区 結いまある 緑区万場山2-101 052-895-3641 川合昌美

緑区 たづ美容室 緑区鳴海町姥子山22-1 052-621-4343 竹内俊一

緑区 someday 緑区鎌倉台2-1708 052-746-3399 前野千里



区 店舗名 住所 電話番号 担当者

緑区 mata-L23　マターエル 緑区平手北2-115 052-746-0924 木村隼人

緑区 ASCH 緑区上旭2-105 052-892-6100 井川成章

緑区 美容室ブリリアン 緑区六田2-54 090-1291-9369 藤田恵子

名東区 アミークスプリエ 名東区照が丘84 052-772-2711 鈴木弘人

名東区 エバーグリーン 名東区香南1-210 052-775-8002 安藤光昭

名東区 美容室ぽあん 名東区上社2-134 052-778-4845 西部真美

名東区 libero.hairlabo 名東区極楽4-1405 052-753-8775 金沢大貴

名東区 hair flap eth 名東区一社4-259 052-702-2250 恒川直樹

名東区 AOZOA 名東区藤里町2206 052-775-5567 横間博之

天白区 美容室クリエーション 天白区大根町68-3 052-801-1210 高畑学

天白区 美容室レイナ 天白区池場3-1214 052-802-8283 海江田美代子

天白区 美容室ペッピー 天白区御前場町59-2 052-808-8744 新戸茂

天白区 style2 天白区植田3丁目1206　サンシャインビル1F 052-486-5865 戸田雄大

天白区 NAKAO COIFFURE 天白区平針1-1510 052-807-1440 中尾博志

天白区 ビューティサロンモンロ 天白区高坂町313-1 052-801-3856 久納春美


