
店名 ツバメ理容所 ひばり理容室 理容タカハタ

所在地
〒311-0105
那珂市菅谷4189-1

〒311-0105
那珂市菅谷661-13

〒311-0105
那珂市菅谷2967-10

電話番号
029-295-0041
0120-91-8041

029-298-0574 029-298-2376

ＦＡＸ番号 029-295-0041 029-298-0574 ―

利用可能な
地域

那珂市内 那珂市内 那珂市内

料金及び
メニュー等

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問い
合わせ下さい

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせ下さい

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせ下さい

備考

お電話1本でご予約、出張い
たします。お気軽にご相談く
ださい。
送迎いたします。（理美容室
が遠い方、交通手段のない
方）
在宅の女性利用者様には女性
スタッフが伺います。
ご家族又は介護者の方の付き
添いをお願いします。
安心と保障の充実。賠償責任
保障共済加入。

理美容全般ご相談くださ
い。
完全予約制です。
ご家族又は介護者の方の付
き添いをお願いします。
出張業務届出済み店舗で
す。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

ご予約は前日までにお願い
します。
ご要望がありましたら、お
気軽にご相談ください。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

訪　問　理　美　容
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店名 ヘアーサロンマインド ヘアーサロンみよし
メンズサロンフジタ
（ヘアーアトリエ

Fujita）

所在地
〒311-0105
那珂市菅谷869-7

〒311-0102
那珂市向山1185-23

〒311-0106
那珂市杉370-1

電話番号 029-295-3767 029-298-3830 029-295-3859

ＦＡＸ番号 029-295-5232 029-298-3830 029-295-3859

利用可能
地域

那珂市内、近隣地域 那珂市内 那珂市内

料金及び
メニュー等

カット　3,200円
出張料　500円・近隣地域700
円
その他のメニューは、お問い
合わせください

カットのみ　3,200円
出張料　1,000円～

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせください

備考

カットヘルパーは完全予約制
となっております。
体の不自由な方のために理美
容師が出張するサービスと送
迎のサービスがございますの
で、予約の際にご相談くださ
い。
在宅状況に合わせた器具・備
品などを取りそろえてお伺い
致しますので、当日の体調や
在宅されているかの確認の為
に当店から電話させていただ
きます。
体調不良などでキャンセルさ
れる場合はお早目にお電話く
ださい。キャンセル料はござ
いません。
安心と保障の充実。賠償責任
保障共済加入。

完全予約制となります
第2・第3の月曜日と火曜日
の9時～17時
水曜日から土曜日の19時30
分～21時
ご希望の曜日を事前にご連
絡下さい。
その他、ご要望がありまし
たらお気軽にご相談くださ
い。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

シャンプーはその方の状態
により応相談
BBエステティック受講修
了。
送迎サービス有り。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

訪　問　理　美　容
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店名 ヘアーサロンせき 稲川理容所 ヘアーサロン　HIRO

所在地
〒311-0108
那珂市額田北郷573

〒311-0108
那珂市額田北郷623

〒319-2103
那珂市中里760-1

電話番号 029-298-1497 029-298-1771 029-296-4315

ＦＡＸ番号 029-298-1497 029-298-1771 029-296-1994

利用可能
地域

那珂市内 那珂市内 那珂市内

料金及び
メニュー等

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問い
合わせください

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせください

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせください

備考

カットヘルパーは完全予約制
となっております。
体の不自由な方のために理容
師が出張するサービスと送迎
がございます。予約の際にご
相談ください。
利用される方に、元気になっ
ていただけるように頑張りた
いと思います。お気軽にご相
談ください。
安心と保障の充実。賠償責任
保障共済加入。

カットヘルパーは完全予約
制となっております。
体の不自由な方のために理
容師が出張するサービスと
送迎がございます。予約の
際にご相談ください。
利用される方に、元気に
なっていただけるように頑
張りたいと思います。お気
軽にご相談ください。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

カットヘルパーは、完全予
約制となっております。
利用される方に、元気に
なっていただけるように頑
張りたいと思います。お気
軽にご相談ください。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

訪　問　理　美　容
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店名 ヘアーサロンE'sカタヨセ ヘアーサロン柏崎 ヘアサロン　フクダ

所在地
〒319-2102
那珂市瓜連598-1

〒319-2105
那珂市古徳194-1

〒311-0111
那珂市後台2291-5

電話番号 029-296-0274 029-296-3939 029-298-2756

ＦＡＸ番号 029-296-0274 ― ―

利用可能
地域

那珂市内 那珂市内
那珂市内
※応相談

料金及び
メニュー等

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問い
合わせください

カット　3,200円
出張料　500円
その他のメニューは、お問
い合わせください

カット（顔そり込）
　3,000円
※交通費込の金額です。

備考

カットヘルパーは完全予約制
となっております。
体の不自由な方のために理容
師が出張するサービスと送迎
がございます。予約の際にご
相談ください。
利用される方に、元気になっ
ていただけるように頑張りた
いと思います。お気軽にご相
談ください。
安心と保障の充実。賠償責任
保障共済加入。

カットヘルパーは完全予約
制となっております。
体の不自由な方のために理
容師が出張するサービスと
送迎がございます。予約の
際にご相談ください。
利用される方に、元気に
なっていただけるように頑
張りたいと思います。お気
軽にご相談ください。
安心と保障の充実。賠償責
任保障共済加入。

ご予約は前日までにお願い
します。
体の不自由な方のために理
容師が出張するサービスと
送迎のサービスがございま
す。
利用される方に、元気に
なっていただけるように頑
張りたいと思います。お気
軽にご相談ください。

訪　問　理　美　容

- 11 -



店名
NPO法人

日本理美容福祉協会
茨城中央センター

髪屋
美容室Re　Birth glow

Hair Natural

所在地
〒311-0111
那珂市後台3372-3

〒311-0113
那珂市中台498-2

〒311-0105
那珂市菅谷2484-7　1F

電話番号 029-298-9818 029-295-5131 029-295-6442

ＦＡＸ番号 029-298-9818 ― 029-295-6442

利用可能
地域

県内全域 那珂市内 那珂市内

料金及び
メニュー等

カット　2,500円
（ベッド上での施術も同料
金）
顔そり　1,000円
シャンプー　1,000円
カラー・白髪染め
　　　　　4,500円～
パーマ　4,500円～

カットのみ　5,000円

カット　3,000円
パーマ　4,000円
シャンプー　1,000円
カラー　3,000円
出張料　1,000円
※パーマ・シャンプーにつ
いては要相談

備考

認定福祉理容師・ヘアケアマイ
スターの資格のある理容師がお
伺い致します。
ヘアケアに関する悩みにも対応
しアドバイスやご要望に応じて
ヘアケア商品も販売しておりま
す。
準備から片付け、掃除まで全て
こちらで行います。シャンプー
時のみ、お湯をご用意下さい
（バケツ1～3杯分）
介護されている方、自動車免許
の返納をされて理美容室に行く
のが困難な方も対象です。賠償
責任保険の加入をしておりま
す。
那珂市・ひたちなか市・水戸
市・東海村・城里町・常陸太田
市・常陸大宮市《出張費無料。
それ以外は1,000円》

予約制です。
平日午前中の訪問であれば
可能です。
・ご家族又は介護者の方の
付き添いをお願いします。

お電話での予約（1週間前）
をお願いします。
出張・送迎いたします。
ご家族又は介護者の方の付
き添いをお願いします。
賠償責任保障共済加入。

訪　問　理　美　容

- 12 -



店名
クリエイティブヘアー

ZIP
出張美容の

リンデンＢ・Ｉ水戸

所在地
〒311-0105
那珂市菅谷1618-2

〒310-0031
水戸市大工町3-7-1

電話番号 029-353-0007
0120-973-299
029-212-4850

ＦＡＸ番号 029-353-1386 029-306-6066

利用可能
地域

那珂市内 茨城県全域

料金及び
メニュー等

カット　3,000円
パーマ　4,000円
シャンプー　1,000円
カラー　3,000円
出張料　1,000円

※出張費込み統一料金です。
（在宅メニュー金額）
・カット　　　 　2,800円
・ベッドカット　 3,500円
（経管、酸素等も可能です）
・カラーカット　 7,000円
・パーマカット   8,500円
・マニキュア　   7,500円
・シャンプー　   1,000円
（パーマカラーには含みます）
・お顔のお手入れ 1,500円
・お髭のお手入れ 1,500円
・フットエステ   2,000円（20分～）
・ハンドエステ   2,000円（20分～）
※料金は税別です。

備考

事前のご予約で、出張いたします。お気軽
にご相談ください。
パーマ、シャンプー、カラーについては応
相談。
ご家族又は介護者の方の付き添いをお願い
します。
送迎いたします。（美容室が遠い方、交通
手段のない方）
賠償責任保障共済加入。

美容室全般ご相談ください。
電話1本で伺います。

平成9年から出張美容業務を開始しており
ます。
ご利用者様の状態に合わせて、必要な意
識・知識・技術を学ぶ財団法人の認定を受
けた専門のスタイリストが伺います。
車椅子、寝たきりの状態のままですべての
メニューが可能。
おしゃれをしたいと思う気持ちがリハビリ
につながるという理念を持ち、ご本人様ご
家族様の希望を伺い、心をこめて施術させ
て頂きます。

訪　問　理　美　容

- 13 -



店名
訪問理美容サービス

株式会社ジェイビーワン
茨城

訪問出張
カット✂サロンサチコ

所在地
〒310-0835
水戸市元台町1539

〒311-1113
水戸市平戸町430-2

電話番号 029-353-8294 090-4606-8758

ＦＡＸ番号 029-247-4439 029-267-6531

利用可能
地域

茨城県全域
那珂市、水戸市、ひたちなか市、笠間市、鉾
田市（旧旭村）、茨城町、大洗町、城里町、
東海村、その他県内応相談

料金及び
メニュー等

※出張費込みの統一料金です。
在宅の場合
・カット 3,500円
・シャンプー 1,000円
・パーマ（カット込み）
　6,500円
・カラー（ブロー込み）
　3,500円
・女性お顔剃り 500円
・男性お顔剃り 1,000円
・寝たままカット
　4,000円

その他、施設への対応も可能です。

※出張費・消費税は頂きません。
※その他サービス内容により料金に上下があ
ります。

女性
カット＋お顔剃り（エステ風）・まゆカット
含む
2,000円～2,500円
男性
カット＋まゆ・鼻毛カット・バリカンも対応
可能
1,500～2,500円

シャンプー　1,000円
カラー（薬持ち込み可）2,500円～
※料金は税込みです。
※施設・病院でのカット可能です。
※お電話一本でお伺いします。お気軽にご相
談ください。

備考

安心と元気をお届けする会社です。
私たちは理美容を通して、利用者様の笑顔
をサポートいたします。
また、ご家族の方に対しても、近隣の当グ
ループ美容室にて、割安で施術させていた
だきます。
お気軽にご連絡ください。

お体の不自由な方・お一人暮らしの方
家から理美容室が遠い方
お店に行きたくても術のない方
特別ご用意するものはありません。
ただし、イスをお借りする場合がございま
す。
お客様のご依頼日に行ける様、早急で親切な
対応をさせて頂きます。
カラーをなさるお客様の場合、愛用の薬のご
使用も可能です。
全てシートを敷いて施術しますので、家の中
に刈り毛は残さず持ち帰ります。
個人のお店だからできるサービスを提供致し
ております。

その他、お気軽に電話ください。

訪　問　理　美　容
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