
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8月13日現在）
理容サービス実施店（サービス内容：カット＋顔そり）

※「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 HAIR SALON Ikeyama 千種区今池5-23-15 052-731-6433 池山英一

千種区 ヘアーサロン菊水 千種区井上町69 052-781-1935 丹羽誠

千種区 Cutroom KATO 千種区池下1-3-11 052-751-6308 加藤清巳

千種区 Hairmake かとう 千種区今池3-36-12 052-731-9294 加藤猛史

千種区 理容コウダ 千種区池下1-11-16 052-762-8719 香田和哉、広瀬勝紀、井出健吾

東区 ヘアーサロン　新華 東区筒井2-3-2 052-935-7322 村本美奈子

東区 メンズサロン　ノグチ 東区芳野3-4-15 052-932-0220 野口末信、野口美代子

北区 ヘアーサロン　ユタカ 北区浪打町2-2 052-981-9717 丹羽豊

北区 ヘアーサロン　シラタ 北区楠味鋺5-2528 052-902-0655 白田恭一

北区 ヘアーサロン　あしべ 北区中丸町1-8 052-981-7104 広瀬文夫

北区 ヘアサロン　スター 北区喜惣治1-325 052-902-0654 平川秀光

北区 ヘアーサロン　HiBiKi 北区柳原4-2-2 052-914-4066 安江　律夫

西区 理容スズキ 西区菊井1-33-19 052-551-3772 鈴木和代

西区 なぎ理容 西区名西2-36-2 052-524-1836 奈木多美恵

西区 サトウ理容 西区栄生1-26-3 052-551-6374 佐藤純代

西区 ヘアーサロン　カワセ 西区押切2-3-27 052-522-0532 川瀬　伸樹

西区 ヘアーサロン　おおしま 西区山木2-107 052-502-0859 大島　由江、大島　恭一

西区 Grass HiBiKi 株式会社 西区浄心本通3丁目43番地の5 052-524-0403 伊藤　優子、伊藤　直樹

中村区 ザ・ヘアースミレ 中村区椿町17-8 052-451-0755 奥田耕作

中村区 カットスペース　ナカシマ 中村区松原町4-9 052-481-1098 中島淳

中村区 ヘアーサロン　ニコニコ 中村区鳥居通3-20-3 052-481-6794 谷口貴宏

中村区 FIT HAIR 中村区名楽町2-51 052-471-4710 大崎英吉

昭和区 夢工房　HOMME 昭和区南分町1-4-4 052-853-4532 田口豊、田口明美

昭和区 理容東京 昭和区川名町5-33 052-751-8310 村田友子

昭和区 カットサロン　ハシモト 昭和区山花町110-2 052-763-1319 橋本明美

昭和区 カットハウス　ヨコヤマ 昭和区安田通2-21 052-763-3883 横山かずみ

昭和区 理容室ポニー 昭和区長戸町6-15-24 052-841-5411 加藤春枝

昭和区 ヘアークラブ　サントス 昭和区花見通1-11 052-763-0833 吉川正一

昭和区 BAR BER SHOP（SKY スカイ） 昭和区滝川町23-2 052-831-2001 安藤哲男

瑞穂区 ヘアーサロン　マルミ 瑞穂区直来町2－12 052-881-2665 堀場信夫

瑞穂区 アダチ理容室 瑞穂区竹田町2-３-12 052-881-9346 足立清美

熱田区 へアーレストア　TOKYO 熱田区六番2-14-13 052-653-6922 加藤正昭

熱田区 ヘアスタジオ　金山ヒビキ 熱田区沢下町9-25 052-871-6719 堀田末子

熱田区 理容阿部 熱田区沢上1-5-24 052-682-3851 阿部トキ子

熱田区 ヘアーサロン　みくに 熱田区西郊通5-17 052-671-1452 家根谷博美



区 店舗名 住所 電話番号 担当者

熱田区 ヘアーサロン　ちどり 熱田区六番1-13-20 052-671-0014 林芳枝

中川区 カットインはやし 中川区江松5-1203 052-302-1361 林勇

中川区 理容ちどり 中川区大当郎3-2401-1 052-301-3090 西川茂

中川区 理容キムラ 中川区高畑2-296 052-353-4955 木村義光

中川区 BIGBERN 中川区八熊3-4-3 052-321-4088 北村繁樹

中川区 ヘアーサロン　バンバ 中川区花塚町1-14 052-362-2836 番場正躬

中川区 ヘアーサロン　トシ 中川区神郷町2-5 052-361-3286 山田裕美

中川区 理容いそべ 中川区小本本町2-81-2 052-351-2012 磯部周史

中川区 ヘアサロン　フジタ 中川区明徳町1-16-2 052-651-3762 藤田信行

中川区 理容オカ 中川区戸田明正3-104アーバンホームⅡ 052-431-2816 岡崎守、岡崎ゆかり

中川区 ツカサ理容 中川区戸田明正2丁目2416 080-9486-8800 奥村一樹

港区 ヘアーサロン　いとう 港区名港1-19-16 052-661-1909 法眼寿博

港区 SUNAGAWA HAIR SERVICE 港区十一屋3-32-3 052-382-7833 砂川昌司

港区 ヘアーサロン　カワムラ 港区港陽3-11-7 052-651-5903 川村守

南区 ヘアサロン　トップ 南区西又兵ヱ町3-36 052-613-4878 安藤弘國

南区 ヘアーサロン　ヘイワ 南区呼続3-12-50 052-811-8341 山本雅之

南区 ナガタ理容館 南区三吉町3-21 052-612-5595 永田吉永

南区 すみれHAIR 南区呼続1-7-10 052-821-3371 田中恒司

南区 マミチ理容店 南区桜台2-2-14 052-811-2643 馬道勇人

南区 松永理容館 南区三吉町1-48 052-612-2788 松永善美

南区 ヘアステーションLEON 南区立脇町2-5-1スターハイツ笠寺1F 052-822-6913 福本富士子

守山区 ヘアーサロン　ひらい 守山区元郷2-310 052-798-1220 平井孝司

守山区 ヘアーサロン　タカミ 守山区緑ヶ丘851 052-792-2658 高見佳生

守山区 ヘアーサロン　みのうら 守山区小幡1-1-4 052-791-7046 箕浦照幸

守山区 大森理容 守山区大森4-305 052-798-0592 伊藤崇

守山区 Lalgo ars hair by asano 守山区喜多山1-1-9 052-791-8661 高柳範由

守山区 理容クラウン 守山区更屋敷6-25 052-791-6583 安藤勝治

守山区 理容越前 守山区長栄24-26 052-792-2337 山崎寛

守山区 理容セイコー 守山区川北町159-2 052-791-0134 中村妙子

守山区 理容イソベ 守山区鳥羽見3-4-18 052-793-1443 磯部幸生

守山区 アケダマ理容 守山区瀬古東3-145 052-793-8072 中村博史

守山区 見野理容 守山区鳥神町206 052-794-4639 見野泉

緑区 カットサロン　ホッタ 緑区鳴子町4-7 052-895-3038 堀田和孝

緑区 マチス理容 緑区太子2-184 052-623-1366 小木曽猛

緑区 髪こうさく 緑区ほら貝2-245 052-876-0960 岩倉和久

緑区 ヘアサロン　髪倉 緑区神の倉3-1 052-876-3833 金田克種

緑区 カットラウンドウィズ 緑区滝ノ水2-202アーバンハイム滝ノ水1F 052-896-0258 高坂正勝

名東区 Miagio  ミアージョ 名東区高社1-253 052-771-1333 宮地昌弘

名東区 理容ラッキー 名東区本郷2-6-2 052-771-4833 渡邉守

天白区 ヘアーサロン　プリンス山内 天白区原3-508 052-801-2282 山内和久

天白区 メンズビューティ　LOOK 天白区植田1-1601 052-802-8485 岡戸大

天白区 理容アルプス 天白区久方1-138 052-801-0374 加藤健太郎


