
 

 

 

 

 

４４店舗

２５店舗

（令和３年４月現在）

社会福祉法人　刈谷市社会福祉協議会

刈谷市出張理美容　実施店名簿

令和３年度

理容組合加入実施店

美容組合加入実施店



北部　　　理容店　　　（６店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

スクエアヘヤーサロン 村上富士夫 23-4554 一ツ木町８－８－１ 〇

理容室ブリーズ 杉浦靖児 28-5382 築地町５－３０－９ ×

宮田理容 宮田雅礼 36-0633 今川町４－１０８ ×

ＳＡＬＯＮ  大石 大石貴美子 36-5420 西境町後口１３６－１１ 〇

理容室　ビイアミューズ 河合由紀男 24-2997 泉田町城前１０３－１ ×

（株）こころ　リネアロッサ 加藤浩樹 36-7600 東境町間野四郎１１０－２ 〇

北部　　　美容院　　　（６店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

さろん・ど・かわむら 川村三代子 22-1093 新田町６－１７－４ 〇

美容室　Maki 坪野真紀 27-0888 一ツ木町３－１１－４ ×

ヘアーショップクルソン 清水雄一郎 36-8922 今岡町宮丘５２ 〇

ヘアーメイクやまかわ 山川孝 36-5747 東境町住吉７５－３ 〇

KAZAK 太田義勝 35-3775 井ヶ谷町沼田６０－３ 〇

美容室　yui 外山光枝 21-0959 青山町１－１６３－２０ 〇

・新規でご利用を希望される方は、新規受付の欄が「〇」の店舗よりお選びください。
・直接理美容店へ電話して日時等調整をしてください。
　（ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください）
・利用時間帯は｢平日・昼間｣とし利用の都度『助成券』に一部負担金１０００円を添えて、
　理美容店にお渡しください。

　－北部－



中部　　　理容店　　　（２２店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

BARBER ITO 伊藤嘉郎 21-0081 桜町２－１－１ ×

BLEND 尾嶋良和 22-3718 幸町２－４－３ ×

コロナ理容 近藤セツ子 22-1588 一色町１－８－９ ×

稲垣理容店 稲垣千晶 22-0601 原崎町４－２１３ ×

ITO-RIYO-HONTEN 伊藤五月男 21-1709 桜町５－１ 〇

コンドウ理容園 近藤成哉 21-4992 高倉町１－４０６ ×

メンズカットファルコン 林泰三 25-0854 恩田町３－１５９－１ ×

エムズカットスタジオ 宮野洋一 23-4037 新田町６－１７－２ ×

スズランおしゃれサロン 山本佳典 24-1122 新栄町１－１３－８ 〇

tolly 三谷一生 21-3593 新栄町５－６７ 〇

ヘアーサロンサンシャイン 古澤一男 21-7233 若松町３－３１－１ ×

ヘアーサロンセビリア 久米正雄 21-2466 広小路５－１５ ×

HAIR SALON Etoile 河津宏紀 28-5278 御幸町７－７１１ 〇

BLUOM HAIR 花井祐介 21-3484 銀座４－１２０－４ 〇

カットハウスカミヤ 神谷好範 21-3590 御幸町２－８９ ×

ヘアーサロン　サイトー 斉藤貴俊 21-6358 御幸町７－２０５ 〇

刈谷豊田総合病院理容室 高橋節子 24-6768 住吉町５－１５ ×

カットビレッジナイトウ 内藤崇 21-2028 広小路３－６０８ ×

ヘアーサロン　トシオ 神谷百合子 21-6511 司町６－１３－８ ×

ヘアーアート　クレシア 鈴木賢太郎 22-1051 中手町６－２１０ ×

いずみ理容 浜野田鶴子 21-2945 新富町４－３０１ ×

・新規でご利用を希望される方は、新規受付の欄が「〇」の店舗よりお選びください。
・直接理美容店へ電話して日時等調整をしてください。
　（ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください）
・利用時間帯は｢平日・昼間｣とし利用の都度『助成券』に一部負担金１０００円を添えて、
　理美容店にお渡しください。

―中部―



中部　　　美容院　　　（１１店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

BEATUY　AI 稲垣節子 22-1581 広小路５－１８－２ 〇

ビューティサロン さつき 清藤史枝 21-7310 野田町沖野６１－６        〇

富士美容室 杉原忠 23-2400 寺横町２－１５ ×

美容室スガタ 中島通世 21-1838 神明町１－２５ 〇

美容室ビッグウッド 田之上淑子 24-2998 原崎町７－６１０ 〇

ヘアスタジオ　アピア 杉原節子 24-5555 神明町７－２０７ 〇

ビューティサロンののやま 野々山たみよ 23-9011 富士見町５－１１６ 〇

CLIPTON　A・T 林秀和 23-2002 南桜町１－３９　全栄ビル１F 〇

マルミ美容室 宮田文子 21-0970 大正町６－４０６ 〇

カールファションニイミ 新美孝一 21-7113 大手町５－５３ 〇

ｅ－ｓｔｙｌｅ刈谷店 近藤正樹 45-6577 新富町３－３６－１ 〇

・新規でご利用を希望される方は、新規受付の欄が「〇」の店舗よりお選びください。
・直接理美容店へ電話して日時等調整をしてください。
　（ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください）
・利用時間帯は｢平日・昼間｣とし利用の都度『助成券』に一部負担金１０００円を添えて、
　理美容店にお渡しください。

―中部―



南部　　　理容店　　　（１６店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

ヘアーサロン海東軒 新美真希子 24-1358 野田町森前１－１０ ×

ヘアーサロン　うえむら 上村和子 22-7707 南沖野町２－１７－１４ ×

ヘアーサロン仁 池田仁美 22-8545 東刈谷町３－１－１２ ×

ヘアーサロンふじい 藤井喜代市 22-1681 東刈谷町３－１３－２ ×

理容イソムラ 磯村一雄 21-5231 野田町東屋敷１４５ ×

ヘアーサロン　アラキ 荒木実 23-0658 東刈谷町１－６－７ ×

スタイリングハウス　シジ 八木香苗 23-4715 松栄町２－１２－１２ ×

SUZURAN hair 平松繁宏 22-1096 南沖野町２－１７－１６ ×

理容ワタナベ 渡辺隆 22-1066 末広町１－１５－１６ 〇

カトウ理容 加藤秀樹 21-6568 小垣江町北高根７０－１２ 〇

理容　エサカ 江坂英雄 21-6717 小垣江町中３２－２ ×

ヘアーサロン　シミズ 清水幸浩 23-5240 小垣江町上半ノ木９－７ ×

理容　ウエノ 上野光照 22-7461 高須町啻山８－６ 〇

カットサロン　かなもり 金森珍圭 23-8446 半城土中町１－１９－１７ ×

山内理容館 山内美奈子 23-2238 半城土町大組１－６ ×

ヘアーサロン　イイダ 飯田孝治 21-7050 野田町西田２６－２ ×

―南部―

・新規でご利用を希望される方は、新規受付の欄が「〇」の店舗よりお選びください。
・直接理美容店へ電話して日時等調整をしてください。
　（ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください）
・利用時間帯は｢平日・昼間｣とし利用の都度『助成券』に一部負担金１０００円を添えて、
　理美容店にお渡し下さい。



南部　　　美容院　　　（８店舗）

店　　　名 氏　名 電話番号 住　　　所 新規受付

サンローゼ
ビューティルーム 渡辺洋子 23-8264 野田町沖野２３－９８ 〇

彩雲アヤ（Aja) 市川英子 22-6326 板倉町２－７－１３ 〇

チエコ美容室 佐野千恵子 23-6266 野田町段留２６－１０ 〇

愛美容室 杉浦恵里子 23-7185 野田町北屋敷１２９－１１ 〇

美容室おかむら 岡村玲子 22-9671 松栄町２－８－１５ 〇

ARURU　HAIR　fan 小出英治 24-5590 松栄町１－１４－１０ 〇

美容室　クラッテ 加藤園美 22-6331 野田町西田４８－２ メゾンドヨサミ 〇

アルル美容室 五百蔵文人 21-3610 野田町六地蔵４９－１ 〇

・新規でご利用を希望される方は、新規受付の欄が「〇」の店舗よりお選びください。
・直接理美容店へ電話して日時等調整をしてください。
　（ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください）
・利用時間帯は｢平日・昼間｣とし利用の都度『助成券』に一部負担金１０００円を添えて、
　理美容店にお渡しください。

―南部―


