介護マーク普及協力事業所（理容店）一覧

（平成26年5月1日現在）
長野県介護支援課

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

髪倶楽部こばやし

佐久市中込667-2

0267-62-3393

おしゃれ床ヤしのはら

南佐久郡佐久穂町畑3791-1

0267-88-2633

理容 コシミズ

佐久市臼田37-2

0267-82-2531

ヘアーサロンコジマ

佐久市臼田2152-5

0267-82-2847

理容 アオヤマ

佐久市岩村田628

0267-67-3622

ヘアーサロンヤング軒

南佐久郡佐久穂町大字高野町
152-1

0267-86-4552

理容 ユイ

南佐久郡川上村御所平871-1

0267-97-2630

ヘアーサロン・ホソガヤ

佐久市取出町245

0267-62-5400

理容 小池

南佐久郡小海町大字豊里2594-5

理容 コミ山

佐久市中込原3539-12

0267-62-3503

竹内理容

佐久市望月105-6

0267-53-2409

理容 ツチヤ

佐久市蓬田2-3

0267-58-2506

理容ヤナギサワ

北佐久郡立科町芦田2539-4

0267-56-1156

宮越理容院

北佐久郡立科町桐原297

0267-56-1239

佐
久 理容 オネヤマ

佐久市春日2716-9

事業所からのメッセージ

0267-92-3271

介護マーク普及にご協力お願
いします。
知人に周知し介護マークの普
0267-53-5089
及を図ります。

ヘアーサロン ラグゼ

北佐久郡立科町芦田2645-1

0267-56-3570

（資）土屋理容店

小諸市与良町2-2-6

0267-22-0891

バーバーコバヤシ

小諸市与良町1-3-16

0267-22-1625

佐藤理容店

小諸市耳取811

0267-22-6835

カットハウス．シン

小諸市赤坂2-2403-5

地域でも高齢者世帯が増え、
今後周辺者による介護が必要
0267-22-3538 となってまいりますので当店利
用者などに対して介護マークの
普及を図りたいと思います。

山本理容院

小諸市六供1-5-19

0267-22-2033

田中理容院

北佐久郡立科町芦田1033-2

0267-56-0555

モリズミ理容院

小諸市南町1-6-26

0267-22-0761

サンヘアー小林

佐久市望月106-7

0267-53-2315

理容サトウ

佐久市望月101

0267-53-4608

理容ミヤシタ

佐久市望月108

現在実母と同居し介護しなが
0267-53-3087 ら、経験を生かしながら、介護
マークの普及を図ります。

バーバーレオ

北佐久郡軽井沢町軽井沢東21-20 0267-42-3477

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

事業所からのメッセージ

鈴木理容店

北佐久郡軽井沢町軽井沢東6-14

0267-42-3096

ささざわ理容店

北佐久郡軽井沢町中軽井沢2-9

0267-45-5084

宮原理容院

北佐久郡軽井沢町中軽井沢11-1

0267-45-7976

土屋理髪店

北佐久郡軽井沢町軽井沢1-15

0267-42-4842

理容白馬

北佐久郡軽井沢町長倉4679-13

0267-46-0178

荻原理容院

北佐久郡軽井沢町大字長倉49280267-45-6018
2

ヘアーサロン丸山

佐久市八幡43-2

0267-58-2418

バーバーリーブル

北佐久郡軽井沢町長倉2874

0267-45-0038

ヘアーアマリ

小諸市与良3-2-34

0267-22-1159

カットショップ ピノキオ

小諸市耳取2280

0267-22-0119

ヘアーサロン中里

北佐久郡御代田町御代田2804-8

0267-32-6281

カットハウスＭｒ.カイト

北佐久郡御代田町馬瀬口1656-12 0267-32-8004

カットスタジオ・L・ナカジマ

上田市中央2-21-17

0268-22-1968

サロン・ドゥ・パサージュ

上田市中央3-16-6

0268-26-3815

理容 ヒラノ

上田市中央4-11-1

0268-22-6193

ヘアーサロン イシザワ

上田市中央5-2-5

0268-22-4884

ヘアーサロンイシザワで介護
マークカードの貸出しを行いま
す。

理容スギタ

上田市中央西2-10-3

0268-22-6058

介護マークの普及に協力してい
ます。

Hattori

東御市田中746-10

0268-62-0314

上
田 柳沢理髪店

東御市祢津1778-1

0268-63-6002

カットショップクリスタル

上田市中丸子1427-9

0268-42-6495

カットハウス大草

上田市上武石353

0268-85-2153

カットハウス オノザワ

上田市別所温泉1874-1

0268-38-2564

サロンドT.A.

上田市下之郷700-2

0268-38-4666

有限会社ヤマギシ

上田市中之条72番地6

0268-22-4736

髪技 ＷＯＯＤ ＢＥＬＬ

上田市福田29-1

0268-22-5156

佐
久

知人に周知し介護マークの普
及を図ります。

福祉施設等と協力して介護
マークをＰＲします。
カットスタジオ・L・ナカジマ店内
にて介護マークカードの貸出し
を行います。
介護マークの普及に協力してお
ります。

店の受付で介護マークカードの
貸出しを行います。
介護マークの普及に協力してい
ます。
介護マークの普及に協力してい
ます。
介護マークの普及に協力してま
す。
自社及び地域において介護
マークのＰＲ、普及につとめ、
ホームページ等々で普及してい
きます。
お店のHPで介護マークをＰＲし
ます。

店内外で介護マークを提示して
周知を図ります。

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

事業所からのメッセージ
地域の皆様に周知し介護マー
0266-72-0434
クの普及を図ります。
店頭にて介護マークカードの貸
0266-72-2515
出しやＰＲを行います。

カットパーマハウス白鳥

茅野市玉川5011-7

CUT.HOUSE コバヤシ

茅野市仲町8-17

斉藤理容所

下諏訪町中汐町265

0266-27-6662

ヘアーサロン スピカ

下諏訪町5466

0266-28-7456

床屋カットシティー

下諏訪町西豊6175-20

0266-28-1557

岡谷市本町1丁目5-1

0266-22-5130

理髪館 片桐

岡谷市川岸上1丁目14-1

0266-22-3677

中島理美容室

岡谷市川岸東4丁目1-5

0266-23-3694

みやざわ理美容院

岡谷市川岸東4丁目3-11

0266-22-7319

ヘアーサロン なかやま

岡谷市本町1丁目10-6

0266-22-5322

理容 すずらん

下諏訪町西鷹野町4892-2

0266-27-7536

理容 ハッピー

伊那市山寺区前橋町2001-1

0265-72-8461

理容 モード

伊那市坂下3199

0265-72-3852

理髪処キガサワ

駒ヶ根市赤穂10712-1

0265-82-2673

理容アルプス

上伊那郡宮田村6195-150

0265-85-4672

カットハウスぱる

上伊那郡宮田村1898-6

0265-85-3459

理容 さくま

駒ヶ根市中沢2487-8

0265-82-3908

ヘアーサロンＨＡＲＵ

駒ヶ根市赤穂10809-3

0265-83-7677

ヘアーサロンちよもと

上伊那郡宮田村518-7

0265-85-2229

ファミリーサロン みよし

上伊那郡宮田村6590-11

0265-85-5577

飯島町七久保4253-2

0265-86-2745

駒ヶ根市赤須町17-6

0265-83-3482

to hair 美義

飯島町飯島3396-3

0265-86-6687

カットクラブかみひこう

駒ヶ根市梨の木15623-5

0265-82-6352

ヘアーサロンフレッシュ

駒ヶ根市赤穂14-1485

0265-81-5312

富永理容店

飯島町七久保4013

0265-86-2844

理容 ナカツ

駒ヶ根市下平2934-196

0265-83-1484

ヘアーサロンヨシカワ

駒ヶ根市赤須町9-7

0265-83-4805

諏
訪 理容ハヤシ

上 大沢理容店
伊
那 ヘアーサロン ogiso

要介護者にやさしい町になるよ
う協力していきたい。

介護マークの普及に協力してい
ます。

当店は、介護マークの普及を図
ります。

CutStudioプリンス＆プリンセ
駒ヶ根市赤穂9293-6
ス

従業員に周知し介護マークの
普及を図ります。
店内・外に情報の発信をしま
0265-81-4567
す。

ヘアーサロンファイブ

駒ヶ根市飯坂1-16-29

0265-83-8405

ＢＡＲＢＥＲ ＳＴＹＬＩＳＴ 吉川

上伊那郡箕輪町大字中箕輪84270265-79-2815
2

地域

理

容

店

名

所

電話番号

ヘアーサロン シミズ

飯田市川路2726-5

0265-27-2134

理容 さとう

飯田市川路5977-6

0265-27-2743

いけだ理容室

飯田市上郷飯沼3700-5

0265-23-1974

ＢＡＲＢＥＲツジムラ

飯田市中央通り4-2

0265-22-5205

飯田市羽場赤坂2028-58

0265-23-9052

飯田市小伝馬町1-3596-4

0265-23-6459

理容 ヤマモト

下伊那郡豊丘村神稲3398-8

0265-35-2192

理容 ノムラ

下伊那郡喬木村3254

0265-33-2316

ヘアーサロン ヤマグチ

下伊那郡高森町吉田2196-3

大橋理容店

木曽郡木曽町福島5779

ヘアーサロン ヤスダ

木曽郡木曽町福島5173-2

安田理容所

木曽郡木曽町福島5354

奥谷理容院

木曽郡木曽町福島5510-1

ふきのとう理容室

木曽郡木祖村藪原1096

下
伊 ナカムラ理容室
那
ヘアーサロン 北林

木
曽 ごとう理美容店

松
本

住

事業所からのメッセージ

0265-35-8135
0264-22-2830 介護マークの普及を図ります。
介護マークの周知・普及・介護
0264-22-2338 マークカードの貸出しを行いま
す。
介護マークの周知・普及・介護
0264-22-2277 マークカードの貸出しを行いま
す。
介護マークの周知・普及・介護
0264-27-6118 マークカードの貸出しを行いま
す。
0264-36-3082

木曽郡木曽町開田高原末川26870264-42-3361
3

樋口理容所

木曽郡木曽町福島6185-1

0264-22-2424

理・美容室イワサ

木曽郡大桑村野尻1709-1

0264-55-2111 介護マークの普及を図ります。

ヘアーサロン佐幸

木曽郡木曽町福島6457-3

0264-22-3210

ねざめ理容

木曽郡上松町上松1769-22

0264-52-3002

森理容店

木曽郡王滝村2708-5

0264-48-2440

ヘアーサロン アサヒ軒

木曽郡大桑村須原907-1

0264-55-3048 介護マークの普及を図ります。

カット倶楽部 Ｆｒｏｍ－１

松本市大字島内5178-2

0263-47-9424

Ｐａｓｈ Ｈａｉｒ

松本市白板1-6-1

ヘアーサロンウチダ

松本市村井町南1-33-47

0263-58-2189

ヘアーサロン マツザワ

松本市村井町南1-35-59

0263-58-6028

理容 マツキ

松本市村井町南1-35-45

0263-58-8378

吉野家倶楽部

松本市会田1022-1

0263-64-4531

カットセレクションＢ

松本市筑摩2-19-7

0263-28-5858

とこやのＱちゃん

松本市里山辺1640-6

0263-36-9599

ポスターを掲示し、介護マーク
をＰＲします。
ポスターを掲示し、介護マーク
0263-36-7662
をＰＲします。

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

カットサロンフルハタ

東筑摩郡山形村5081-3

0263-98-2150

理容オオクボ

東筑摩郡山形村3858

0263-98-2292

バーバーショップ三木

松本市波田10137-9

0263-92-2334

理容 吉田

松本市波田1733-3

0263-92-3227

ヘアーサロン カネコ

東筑摩郡山形村2640

0263-98-2341

理容エイコー ＢＡＲ ＢＥＲ
松本市波田9970-1
ＥＩＫŌ
アーティカルヘアーニュー東
松本市深志2-5-15
京

0263-92-3271
0263-32-4890

ヘアーサロンバニー

松本市本庄1-8-14

0263-35-1157

理容 イトウ

松本市深志3丁目3-1

0263-32-8664

ヘアーサロン内山

松本市埋橋2-11-5

0263-34-2750

理容 西田

松本市深志3-10-30

0263-33-7200

（有）鈴木理容所

松本市中央1-19-17

0263-32-1791

ダンディーＳＨＯＰおおつき

松本市本庄2-6-6

0263-35-7230

理容室 アカイケ

松本市巾上1-11

0263-35-7846

松本市圧内3-2-25

0263-25-7852

松本市島内4597-41

0263-47-1963

ヘアーサロン ネモト

松本市中央4-5-36

0263-32-8014

理容 アベ

松本市寿小赤832-6

0263-58-5003

理容 ハセガワ

松本市芳川北原町420-1

0263-58-9343

理容 ライト

松本市北深志1-4-2

床屋 カワゴエ

松本市筑摩2-23-3

理容 サイト－
松
本 サロン・ド・オム

事業所からのメッセージ

当店（理容ライト）にて介護マー
0263-32-4893 クカードを介助者に対し貸出し
を行います。
床屋カワゴエでは介護マーク
0263-25-9819
カードの貸出しを行います。

髪の店ヘアーサロンマルヤマ 安曇野市明科七貴5858-2

0263-62-4165

理容 ホンダ

松本市女鳥羽1-1-8

0263-33-8249

イケダ理容室

松本市女鳥羽2-3-7

0263-35-9824

ユニサロン クボタ

松本市県1-2-11

0263-35-8760

ヘアーサロン山本

松本市会田649

0263-64-2156

理容 川窪

松本市中川1611

0263-64-2461

理容 フリハタ

松本市七嵐291

0263-64-3045

理容 鹿田

東筑摩郡麻績村明治町3895

0263-67-2068

前山理容院

東筑摩郡筑北村西条4162-6

0263-66-2440

イケダ理容室では介護マーク
カードの貸出しを行います。

地域

松
本

理

容

店

名

住

所

電話番号

理美容総合商社

東筑摩郡麻績村麻3870

0263-67-2115

理容みやした

東筑摩郡麻績村麻8299-4

0263-67-2103

鷲沢理容店

松本市島立南栗4354-4

0263-47-4138

ヘアープロデュース カミシマ 松本市新村下新3305

0263-47-1143

理容 くりはら

松本市笹賀5236

0263-27-3198

ヘアーサロン はーと

松本市笹賀2554-1

0263-57-2216

ヘアクラフト カトー

松本市大手4-3-15

0263-32-3014

理容トガシ

松本市大手4-3-8

0263-33-8612

勝野理容店

松本市笹賀1825

0263-86-1091

小原理容院

松本市島内4563-7

0263-47-1341

引場理容所

松本市大手2-5-9

0263-36-8990

ヘアーサロン フジワラ

松本市蟻ヶ崎1-1-23

0263-35-9184

ヘアーサロン センス

松本市島内4012-11

0263-47-0215

Rshair ECHO

松本市大字島内1666-1082

0263-47-0247

理容 ませ

松本市浅間温泉2-2-14

ニューアサワ理美容院

松本市出川町8-18

0263-25-5935

シンパシーＹ

松本市庄内2-7-46

0263-29-2323

バーバーハウス モモセ

松本市南松本1-11-9

0263-25-7285

矢口理容所

松本市筑摩2-7-5

0263-25-5927

Boisヘアー

松本市筑摩2-29-20

0263-25-5276

アウラヘアー

松本市並柳2-8-7

0263-26-7737

コアフィール プチ ダール

松本市里山辺1435-5

0263-33-3226

理容コバヤシ

安曇野市明科中川手3774-7

0263-62-2735

事業所からのメッセージ

介護マークカードの貸出しを行
います。

介護マークカードの貸出しを行
います。
当店で介護マークカードの貸出
0263-46-1808 しを行いますのでお申し出くだ
さい。

トータルヘアーサロンなかむ
安曇野市明科中川手6833
ら

0263-62-2443

ヘアーサロン 波場

安曇野市明科中川手3803-3

0263-62-2519

山田理容

安曇野市明科中川手3748

0263-62-4946

理容トドリキ

安曇野市明科東川手301-3

0263-62-4869

ヘアーサロン路草

安曇野市明科中川手6674-1

0263-62-6288

理容オオタ

安曇野市明科七貴9035-1

0263-62-3081

髪切り屋

生坂村上生坂5465-5

0263-69-2027

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

事業所からのメッセージ

理容ヨシザワ

生坂村3021-1

0263-69-2114

ヘアースタジオWin

塩尻市広丘高出681-4

0263-51-0388

ヘアーアート ウチヤマ

塩尻市片丘4763-5

0263-52-4135

理美容室レオ

塩尻市広丘堅石2145-313

0263-52-9621

理容室タケシタ

塩尻市広丘堅石1000

0263-52-3376

理美容室 アイキューブ

安曇野市三郷小倉2001

0263-77-2932

理容こばやし

安曇野市三郷明盛2957

ポスターの掲示、介護マークの
0263-77-4493 貸出しを行い、介護マーク普及
に協力します。

松本市梓川梓481-2

0263-78-2531

安曇野市三郷明盛4969-3

0263-76-4747

理容ツジモト

安曇野市三郷明盛1641-2

0263-77-5083

ヘアーサロン モリシマ

松本市梓川倭1961-15

0263-78-3326

小山田理容室

安曇野市三郷明盛1606-7

0263-77-5055

Hair Salon Scene

安曇野市三郷明盛1833-12

0263-88-8919

大谷理容店

安曇野市豊科南穂高1131-12

0263-72-1854

ヘアーショップ ハヤシ

安曇野市穂高柏原1040-1

0263-82-7943

理容 ホソカワ

安曇野市穂高573

0263-82-4730

松 柴田理容店
本
ヘアーサロンBuoy

大
有限会社 理容みずの
北

北安曇郡松川村7019-244

0261-62-2318

ヘアーサロン マエカワ理容
室

長野市若穂綿内8055

嘉鳥理美容院

須坂市春木町1091-5

026-245-1062

ヘアーサロン サトウ

須坂市新田町2469-9

026-246-9372

理容サカタ

長野市篠ノ井布施高田876-1

026-292-0322

理容ノムラ

長野市大豆島947

026-221-1338

カットスペースM

長野市伊勢宮2-21-10

026-225-6176

エルバヘアーサロンＪＵＮ
長
野 ヘアーサロン マルミ

長野市東和田767-13

026-241-2221

長野市七瀬町701

026-226-4022

ヘアーショップ ネオ

長野市大豆島5201-4

026-221-9877

理容かじや

長野市戸隠豊岡1359-2

026-254-2285

ファミリーサロン理容サトウ

長野市皆神台152

026-278-4527

Hair Life Partner ヤナギ

長野市川合新田428-2

026-221-8468

カットサロン・ライズ

長野市篠ノ井小森794-2

026-293-1265

カットハウス イチカワ

千曲市大字杭瀬下71-6

026-272-3540

店舗内に貸出用介護マーク
カードあります。

介護者へ介護マークカードの貸
出しを行います。

地域

理

容

店

名

住

所

電話番号

理容ター坊

中野市中央2-4-14

0269-22-2904

理容美容カツヤマ

下高井郡山ノ内町夜間瀬8954-3

0269-33-6056

ヘアーモードサロンユモト

下高井郡山ノ内町平穏3254-5

0269-33-2714

堀米理容店

中野市吉田1297-17

0269-22-5613

とこやのふじさわ

中野市大字中野1782

0269-22-6190

中野市大字中野1785-8

0269-22-3259

小野沢理容所

中野市大字中野1633-4

0269-22-3010

理容コバヤシ

中野市西2-2-35

0269-22-5649

理容室こばやし

中野市東吉田1175-3

0269-26-7113

ヘアーサロンメイプル

中野市小田中597-6

0269-22-5873

ヘアーサロン エム

中野市大字豊津2550-2

0269-38-3734

北
信 スノハラ・オブ・ヘアー

合計 ２１４事業所

事業所からのメッセージ

積極的に社会に対して働きか
け（ＰＲ）をします。

