
嬉 野 市 高 齢 者 等 訪 問 理 美 容 サ ー ビ ス 

 
～  おうちで ちょきちょき しませんか？  ～ 

高齢者や障がいがあるために美容室に出向くことができない方に対して、訪問によるヘアカットサービスを提供します。 

 

≪お願い≫ 

❤ あらかじめ電話での予約（確認）をお願いします。 

❤ 盆休み、正月休みなど都合によりお受けできない場合があります。ご了承ください。 

❤ ご家族または訪問介護員の方など、立会人となる方の同席をお願いします。 

≪サービス内容・料金≫ 

❤ 美容室に直接お問い合わせください。（出張料・賠償保険加入をふまえた料金です。） 

≪協定のお店一覧≫ 

❤ 塩田地区                           平成２３年１０月３１日現在 

 
サロン名 地区名 電話番号 利用できる日 

ハート 

フル 

賠償 

保険 

Ｓ 

マーク 

１ ユリ美容室 原町 ６６－２９７６ 

ご相談に 

応じます 

 加入店 承認店 

２ みゆき美容室 塩田 ６６－２４４９  加入店 承認店 

３ ふじた美容室 塩田 ６６－４３００  加入店 承認店 

４ あたりや美容室 塩田 ６６－２０１８  加入店 承認店 

５ てる美容室 五町田第４ ６６－２０９３  加入店 承認店 

６ 栗山美容室 新村 ６６－３９３０  加入店 承認店 

７ ヒデコ美容室 北志田 ６６－４９２６  加入店 承認店 

８ あおい美容室 五町田第４ ６６－５５９５ 認定店 加入店 承認店 

９ まさこ美容室 下野辺田 ６６－２６０８  加入店 承認店 

10 ヘアースペースツインズ 宮ノ元 ６６－３４３７  加入店 承認店 

11 ひろみ美容室 真崎 ６６－２８５１  加入店 承認店 

12 ビューティハウスいけだ 美野辺田 ６６－２９６７  加入店 承認店 

13 美容室ＭＡＩＮ 五代 ６６－５７６６ 認定店 加入店 承認店 

14 美容室オレンジ 大牟田 ６６－６２５５  加入店 承認店 

15 美容室エコ 平山 ６６－４１５５ 認定店 加入店 承認店 

【協定のお店と表の説明】 

１．ハートフル美容師とは、 

高齢者や障害のあるお客様に、安心、快適、満足の美容サービスを 

提供するための知識、技術を身につけた美容師です。 

２．賠償保険とは、美容業務中における事故に対しての補償をする保険です。 

３．Ｓマークとは、安心、安全、衛生的であると厚生労働大臣認可を受けているお店です。 

❤ 嬉野地区                          平成２３年１０月３１日現在 

 
サロン名 地区名 電話番号 利用できる日 

ハート 

フル 

賠償 

保険 

Ｓ 

マーク 

１ 美容室こが 温泉３区 ４２－０２６０ 月  加入店 承認店 

２ 正司美容室 温泉１区 ４３－０６８９ 火・水・木・金・土  加入店 承認店 

３ ビューティサロンロペ 温泉４区 ４２－０７７０ いつでも可  加入店 承認店 

４ 荒川美容室 今寺 ４３－２６９４ 月  加入店 承認店 

５ みどり美容室 温泉２区 ４２－１４８７ 月  加入店 承認店 

６ バロン美容室 今寺 ４２－２２９４ 火・水・木・金 認定店 加入店 承認店 

７ 絹美容室 温泉３区 ４３－２１９７ 月  加入店 承認店 

８ 美容室やまもと 式浪 ４３－１４５３ 前日までの予約なら 

いつでも可 

 加入店 承認店 

９ しらぎく美容室 温泉４区 ４３－１７６６ 月  加入店 承認店 

10 華美容室 温泉３区 ４３－０４９０ 月 認定店 加入店 承認店 

11 櫻美容室 下岩屋３区 ４２－２０２１ 月  加入店 承認店 

12 ヘアーサロンノンノ 下岩屋１区 ４３－００６３ いつでも可  加入店 承認店 

13 すずらん美容室 下岩屋３区 ４２－２０２２ 月  加入店 承認店 

14 ビューティサロンのなか 温泉２区 ４２－１８６６ 月  加入店 承認店 

15 美容室セシール 下宿 ４２－１３８８ 月  加入店 承認店 

16 ビューティ山口 真上吉田 ４３－８２５６ いつでも可  加入店 承認店 

17 エル美容室 温泉２区 ４３－２４６０ 水・木  加入店 承認店 

18 きみこ美容室 湯野田 ４２－０９６１ 月  加入店 承認店 

19 サロンドやよい 温泉４区 ４３－５２６７ いつでも可  加入店 承認店 

20 美容室ＭＩＹＵ 下岩屋３区 ４３－１４８６ 月  加入店 承認店 

21 髪工房ＳＡＮＡ 下岩屋３区 ４２－３８３０ いつでも可  加入店 承認店 

22 サロンドナカシマ 温泉１区 ４３－２９０２ いつでも可  加入店 承認店 

23 レナヘアースタイル 下岩屋３区 ４２－１３９６ いつでも可  加入店 承認店 

24 エミ美容室 湯野田 ４３－２４６３ 月  加入店 承認店 

≪お問い合わせ≫ 

嬉野市役所 福祉課 ☎０９５４（６６）９１２１ ／ バロン美容室 ☎０９５４（４２）２２９４ 

美容室 




