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はじめに この冊子の使い方

福山市民病院
乳がん看護認定看護師　賀出　朱美

乳がん患者さんの抗がん剤治療による脱毛の悩みは大きく、ウィッ
グを必要とされる方がおられます。

2011年、広島周辺の乳がん治療に携わる医療従事者による乳がん
患者支援のためのサロン「まちなかリボンサロン」が始まりました。

そのサロンでは「ウィッグに関する情報が少なく、購入場所がわか
らない、価格は？特徴は？」など自分にあったウィッグを見つけるの
は難しいという声が聞かれました。

そこで、これから脱毛を伴う抗がん剤治療を行われる方が少しでも
多くの選択肢の中から自分に合ったウィッグを選ぶことができるよ
う、医療従事者とサロンのボランティアスタッフとともに「ウィッグ
マッププロジェクト」が発足し、広島市を中心とした脱毛に関する情
報誌『ひろしまウィッグマップ』が発行されました。

現在までに広島県内の拠点病院のがん相談支援センターなどを通じ
て9,000冊を配布しています。

このたび第4版では、ウィッグに関する情報や外見ケア（アピアラ
ンスケア）の内容をリニューアルしました。

多くの患者さんにご活用いただき、治療中も自分らしく過ごしてい
ただくことを願うばかりです。

この冊子の前半は、ウィッグ選びのポイントやお手入れ方法など 
ウィッグに関する情報や脱毛中の日常生活の工夫点などをまとめまし
た。また、「まちなかリボンサロン」で実際にウィッグを購入された
方へのアンケート調査も載せています。

今回の第４版では、脱毛した眉を描くポイントを盛り込み、まつ毛 
やまゆ毛のページの内容を充実させました。

冊子の後半では、アンケートの結果などをもとにウィッグの店舗や
メーカーをリストアップし、広島県内の各店舗の最新情報や商品・ 
サービス内容をまとめています。さらに、先輩利用者からのアドバイ
スやお役立ち情報やウィッグに関する医療機関の相談窓口も紹介して
います。

各店舗ページの情報については、発行後に変更になる場合もありま 
すので、詳しいお問い合わせは各店舗にご連絡ください。

今後も皆さまのお役にたてる冊子となるよう、内容を充実していき
たいと思います。

私たちプロジェクトメンバーが心を込めて作ったこの冊子を、皆さ
んのウィッグ選びの参考にしていただけたら幸いです。
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脱毛のしくみ

広島大学病院乳腺外科講師　角舎　学行

　抗がん剤の期間は人それぞれですが、治療が終了すると約2～3ヵ月で発毛

が始まります。しかし、生え始めの髪や頭皮はデリケートなので、気を付けてケ

アしてください。個人差もありますが、髪の毛が生えそろいウィッグを取るまで

には、治療終了後、約1年かかります、つまり、患者さんとウィッグとの付き合い

は約1年以上にもなります。ウィッグは長い期間一緒に過ごすパートナーなの

で、じっくり選んで大事に扱ってください。
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いつごろからどのように髪が生えてくるのでしょうか

抗がん剤治療後の毛染め

発毛時によく聞かれること

毛染め開始のめやす（全てをみたす）

□  太さが細くなった
□  くせ毛になった

□  全体的に量が減った
□  コシがなくなった

□  頭頂部が生えにくい
□  白髪が増えた

記事担当:賀出

長い髪の状態のものをカットして
納品するタイプ。パーマ・毛染め
可能な商品あり。いくつかの大き
さを用意。

自分に合うサイズが
あるかどうか

抗がん剤治療後の毛染めの時期について、推奨されている時期ははっきりと
していません。治療後は地肌がデリケートになっていることもありますので、
地肌と髪にやさしい染料を用いて、パッチテストなどで反応を確認して行うこ
とをお勧めします。

推奨される開始時期はありませんが、治療後は地肌がデリケートになってい
ることもあります。右図の項目を参考にされて行うことをお勧めします。

①過去に染毛剤によるアレルギーや皮膚トラブルがない
②頭皮に湿疹などがない
③染毛剤の使用に適した長さまで毛髪が伸びている
④地肌に薬剤がつかないように染毛する
⑤パッチテスト実施が記載されている製品は使用前にパッチテストが

陰性である

通常、抗がん剤終了後から数ヵ月で発毛が始まります。個人差があります
が、ウィッグを取るまでの平均期間は1年程度です。中には2年以上装着し
ている人もいます。生え始めは一時的に髪質が変化する方がほとんどです。
治療後は数年経っても元のように回復しないこともあります。髪のボリュー
ムを出すためにシャンプーや乾かし方を工夫したり帽子やつけ毛、部分的な
ウィッグを使われる方もいます。

治療後の発毛について ウィッグの種類・素材

最低でも5㎝以上
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両面テープを貼れたり、ず
り上がらないようストッパ
ー付きタイプもあります。

ウィッグの仕様 購入時のチェックポイント①

8 9



購入時のチェックポイント② ウィッグのお手入れ方法

抗がん剤治療中は頭皮がデリケートになりがちです。ウィッグを清潔に保ちましょう。
静電気や毛のもつれに留意しながら丁寧に取り扱うことで、美しく装うこともできま
す。専用のシャンプーやトリートメントで正しくシャンプーしてください。なお、ウィッグ
の毛質によってお手入れ方法が異なりますので、購入する際に以下のことを必ず確認
しましょう。

シャンプーの仕方（お湯の温度・洗い方・すすぎ方・水気の取り方など）
使用するシャンプー・トリートメントなど（毛質により異なります）
乾燥方法（ドライヤー使用可否、スタイルの整え方など）
シャンプーの頻度
装着していない時の保管方法

付属の「取り扱い説明書」などをよく読んで、分からないことは、購入された販売店に
お気軽に相談してください。

間違ったブラッシングはウィッグを傷める原因になります。手ぐし
程度で充分なこともありますが、毛質によっては静電気が起こり
やすいので、静電気防止スプレーをかけて、ふんわりと、ていねい
なブラッシングが必要です。またロングヘアはからみやすいの
で、気を付けましょう。

お湯で洗うと、カールが取れたり傷みの原因になることがあります。また、洗うときは、
「もみ洗い」ではなく、「軽い押し洗い」をおすすめすることがほとんどです。購入する
際に確認しましょう。
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つけ毛・帽子の利用 頭皮ケア

●頭皮の皮脂量は顔の2倍以上もあります。また毛髪が無い場合でも頭皮は汚れま
　すので、体調にもよりますが、シャンプーは毎日行い、頭皮を清潔に保ちましょう。
●治療中の頭皮マッサージや育毛剤の塗布は、頭皮への刺激や血行を促進するので
　避けましょう。治療後のマッサージは発毛に効果的ですので、適切な時期に行いましょう。
●抗がん剤治療後の地毛は、くせ毛や白髪が生えるケースもあります。しかし脱毛中
　のケアをきちんと行うことで、頭皮に弾力が戻り、これらを解消する事にもつながり
　ます。

●シャンプーの際、地毛が長いと絡まりやすくなります。脱毛が始まる頃に短くしてお
いた方が、シャンプーやブラッシング、頭皮ケアがしやすくなります。

●地毛が長いままですと、脱毛時に沢山抜けたように感じてしまいます。ただし、短くしす
ぎると抜け毛が帽子・衣類に付着し、取りにくくなりますので長さには注意しましょう。

●髪型を脱毛後も変えたくない場合は、髪を短くカットする前にウイッグを準備しましょう。

治療中～治療後の頭皮ケアについて

商品例

毛付きインナーキャップ

お好きな帽子と
組み合わせて
ご使用いただける
毛付き帽子です。

人毛30％：
自然で肌触りがよい。
人工毛70％：
型崩れしずらい

ガーゼ素材なので、
肌触りがよく、
汗を吸収し快適に
過ごせます。

突然の来客時やちょっとしたお出かけ、お家でゆっくりしたい時に、帽子感
覚ですぐに使えるインナーキャップや医療向け帽子がおすすめです。

綿100％で室内・就寝用におすすめです。化学染料を一
切使用せず、ストレッチ性にすぐれた柔らかい素材ででき
ているものがおすすめです。

脱毛時、髪の毛が室内に飛散するのを防ぐ、
使い捨ての不繊布製キャップ。帽子の下に被
ると便利です。

医療用ウィッグ初心者さんも安心！
毛つき帽子や、医療向け帽子を

場面に合わせて使い分けて、毎日をより快適に。

《治療中に適したシャンプー剤の選び方》
ベビーシャンプーは低刺激ですが､洗浄力が弱く、成人の皮脂汚れにはあまり適していませ
ん。洗顔料も保湿成分が多く含まれているので、皮脂量の多い頭皮には適していません。こ
の時期に適した頭皮専用のシャンプーもありますので、そちらを選ぶことをおすすめします。

・ 2分程度、ぬるま湯で流すだけでも70%の汚れは落ちるといわれています。
・ その上で泡立ったシャンプー剤で頭皮を優しくもむように指の腹で洗いましょう。

《シャンプーの方法》

硬くなった頭皮を揉みほぐすことで血行が良くなり、髪にも栄養が行き届きやすくなります。
※投薬終了後、頭皮が安定してから行ってください（約１～２ヵ月後が目安です）

《治療後の頭皮マッサージ》

《脱毛に備えた地毛のカット》

＊詳しくは「脱毛・外見 ケアマニュアル」を参照ください。
記事担当：スヴェンソン記事担当：スヴェンソン

室内・就寝用キャップ

ガーゼ
キャップ人毛30％

ミディアム

□スポンジやネットで「泡」をつくって洗いましょう。　
□空気中の雑菌がつかないよう良く乾かしましょう。　
□治療中のマッサージは必要以上に血行を促進してしまうので避けましょう。

□ぬるめのお湯で十分にすすぎましょう。
□脱毛期のリンスは避けましょう。

ト
ン
イ
ポ

スヴェンソン広島サロンにて無料でお配りしています。

ショート ロング
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まゆ毛・まつ毛のケア

眉毛・まつ毛の脱毛について
●抗がん剤の治療では、頭髪だけでなく眉毛やまつ毛も抜けることがあり

ます。
●まつ毛もお薬の影響を受けますが、投与後4～6か月程で回復するのが

目安で、眉毛、まつ毛の順に生えてくることが多いです。
●脱毛前にご自身の眉毛ラインの写真を撮っておくと、脱毛後の参考になり

ます。
●眉毛のあった位置に、チップやブラシを使ってパウダーをフワッと描く

と簡単です。
●めがね、サングラスをかけると、眉

毛が目立たずカバーできます。まつ
毛がないことによる、ほこりや乾燥
から目を守ることにも役立ちます。

本来の眉の位置を確認しましょう

脱毛した眉を描くポイント

脱毛すると眉の位置が分からなくなるので最初に眉頭（眉のスタート）の
位置を決めることがポイントです。
●眉頭の位置の確認方法

揃えた３本の指先を図１のＡのアイホールに軽くあてます。揃え方は図
２を参考に、人さし指、中指、薬指の３本を揃えましょう。
図１のＡの位置から上へ指先１本分あげたところＢが、だいたいの眉の
位置となります。人差し指のあたりが、眉頭の位置となります。

記事担当:ウィッグマッププロジェクト

記事担当:資生堂ジャパン株式会社 中四国支社

図１

B
A 眉頭

図2

Ａ：アイホール（眼球が入っているくぼみの部分）
　　※まっすぐ前を見た時に、黒目の真上に中指が当たるようにします。
Ｂ：指先１本分上にあげた位置

眉頭

①眉頭の位置を決め、眉尻、眉山の３点に
印をつけます。

②1～2mmの短いを軽いタッチで描きなが
ら３点をつなぎ、眉のアウトラインを描き
ます。

③アイブローブラシでぼかしてなじま
せます。

④パウダーのアイブロウで眉に太さを
つけ、形を整えます。

眉のあるなしで
印象がかわります

眉頭
眉山

眉尻

③ ①

①

②

② ③

ペンシルでごしごし描くと刺激となることが
あるので、ブラシやアイシャドウチップなど
で優しくぼかしながら描いてください。
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ウィッグに関するアンケート
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わたしのウィッグ体験談 ●価格にかかわらず良いものを選んで
私はウィッグ歴約半年の患者です。
私がウィッグを購入するにあたって重視したのは価格と品質です。病気の治療にはお金
がかかるし何よりウィッグを使うのは期間限定のことなので、それほど高いものでなく
手頃な価格のウィッグが欲しいと思いました。そこでアフターサービスの充実したおし
ゃれウィッグの店に行き2万円弱のものを購入しました。そのウィッグは手触りも良く見
た目も自然なのでとても気に入っています。高級なものはオーダーしてからの時間と
費用がかかる上、メンテナンスが大変ですが、手頃な価格のものはすぐに手に入るし、
メンテナンスも簡単で豊富なスタイルの中から好きなものを選んで手軽に複数買える
ことが魅力です。選ぶ時に実際に試着をして装着感や見た目の自然さを確認する事で
自分にあったものを見つけることができると思います。私は、外出する機会が多いので
同じものを2つ購入して交互に使うようにしています。このように価格がそれほど高く
ないものでも品質の良いものを手に入れることはできます。大事なのは価格ではなく
自分に合ったウィッグをしっかり選ぶことだと思います。ウィッグを上手に選んで使いこ
なしてこの期間を前向きに乗り越えていきましょう!!

●ウィッグに関する情報をできるだけ集めましょう
ウィッグを購入する時「いろんなお店を回るのは面倒だから、とりあえず目についたお
店にちょっと寄ってみよう」くらいの気持ちで決めてしまった私。結果的には満足して
ますが、後になってウィッグの種類、値段、アフターサービスなど、お店によっていろん
な違いがあったことを知り、「購入前にウィッグに関する情報をできるだけ集めておく
ことは必要だった」と感じました。この冊子を読んでもらえれば、ウィッグに関すること
は大体わかりますが、もう少しいろいろ聞きたい人は、まずウィッグ経験者に聞くのが
一番です。まちなかリボンサロンや病院のがん相談室、がんサロンなど、経験者のお話
を聞ける場所はありますから、使う前にウィッグのことをたくさん知って、本当に自分に
合うウィッグを選んでもらえれば良いですね。

●ウィッグの購入は早目に
ウィッグ歴約１年の患者です。
私の場合、抗がん剤を始めて14日目くらいから髪が抜け始め20日目にウィッグデビュ
ーをしました。幸い抗がん剤治療までに時間があったので早めに準備をすることができ、
時間もかけることができたので納得のいくウィッグが出来上がりました。治療前に手元
にウィッグがあったことで「いつ髪が抜けても大丈夫！」と、少し安心感をもてました。そ
れから、早めに購入したことで自分の中の不安材料が一つ軽減できよかったと思ってい
ます。今は、ウィッグを着け普通に外出しています。他人からも気付かれないので満足し
ています。

●ウィッグは複数あると便利
私はウィッグ歴8ヵ月で、幼稚園と小学生の子供がいます。
小さい子供がいると毎日の送り迎えや参観日などで人前に出る機会も多く、急な来訪も
あるためウィッグを洗い、乾かす時間もありません。しかし、ママ友や子供達の目も気に
なるので、ウィッグを複数購入してお手入れを余裕をもってできるようにしました。また、
抗がん剤治療が決まった時、今までのようなオシャレが出来なくなるのでは、と悲しい気
持ちでいっぱいになりましたが、ウィッグを複数用意することで乗り切ることもできます。
普段は脱毛前と同じような髪型のウィッグを使用していますが、気分転換したい時は、別
のウィッグを色々アレンジし楽しんでいます。

18 19



ウィッグ利用者からのアドバイス

脱毛前の体調が良い時に
ウィッグを購入しておくと、
いざという時に慌てず
前もって脱毛に対する
心構えができます。

普段用
とお出

かけ用
、

ひとつ
ずつ

用意し
ておく

と、

抗がん
剤治療

中でも

オシャ
レを楽

しむこ
とが

できま
す。

お店がデパートの喫茶コーナーの隣で人目が気になりました。店の場所も大事だと思います。

若いスタッフばかりの
店では相談しにくいので、
経験豊かなスタッフが

いる店を選ぶと
いいと思います。

便利なので、
（治療が終わった）

今でも
使用しています。

脱毛中の頭皮はベタベタするので、専用シャンプーを使ってデリケートな頭皮を洗いました。

一般の美容院で商品はあったものの、美容師さんがあまり詳しくなかったです。

周りの人に
ウィッグだ

と

気づかれな
いよう、価

格が高くて
も

見た目にこだ
わって購入

しました。

長い目でみ
ると価格は

あると思い
ます。

脱毛や頭
皮のことな

ど、

ウィッグ以
外のことも

教えてもら
える

スタッフだ
と心強い

です。
インターネットで購入したらイメージと違いました。やはり実物を見て試着した方がいいと思います。

少しの髪でも
残している方が安定します。
スキンヘッドにすると

ピンで固定できず風などで
飛びそうになります。

出張対応してもらって、
入院中に早めに
準備できました。

安いものを
2・3個持つのも

よいかもしれま
せん。

同じものを２つ
使って洗いながら
使いました。

室内では、

夏はバンダナを
巻くと涼しいです。

冬はかなり頭が寒い
ので、

暖かい素材の帽子が
おすすめです。

仕事上
、人目

が気に
なった

ので、

自然で
つけや

すいも
のを

高額で
もいい

ので選
びまし

た。

高額だ
ったの

で公的
補助が

あると
助かり

ます。
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各店舗の紹介
詳細は各店舗にお問い合わせください。

タオル帽子の作り方

頭の周りの長さ＋５ｃｍの長
さにタオルを切り、筒状にし
て端を合わせて縫う

① 裏返して、出来上がり線を縫
う（袋縫い）

②

上端5センチ位のところをな
み縫いして縮めて絞る

③ 下端はお好きな幅に折り返
して出来上がり！ステッチを
入れると可愛くなります。

④

プライベートな時間は吸湿性の良いタオル帽子がおすすめです。

準備物品　　タオル　はさみ　縫い糸

22 23



セミオーダー　（即日～７日）　　　　　　　　　　　
既製　（即日）

36,800円～54,000円

88,000円～
304,000円～　

住　　所
電　　話

営業時間
定  休  日

交通手段

駐車場情報

ホームページ

広島市中区紙屋町2-1-22　広島興銀ビル6F
082-248-0084

10：00～19：00 ／ 10：00～18：30
月・火曜日

広島電鉄「紙屋町西駅」下車、1階にみずほ
銀行があるビルの6階に店舗がございます。
あり（有料駐車場）

https://ladys.svenson.co.jp/

既製（ミックス毛）
セミオーダー
 ・ミックス毛
 ・人毛

購入者の感想（60代）
病院にあったパンフレットで知りました。スヴェンソンさん

は個室があってプライバシーが守れるので良かったです。

スタッフの方の対応も良かったです。

購入金額　20万円台

ミックス毛・人毛

自然色～特殊カラーまで幅広く取扱い

平日 土日祝

あり（訪問相談・無料）自宅・病院出張対応

購入後のシャンプー練習、着脱指導
サイズ調整無料

アフターケア

個室での試着対応
予約制

あり
あり

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

あり
あり

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

あり（人毛のみ）
あり（ウィッグ装着時自毛カット・無料）※一部有料

ウィッグケア用品の品揃え あり（ウィッグケア・頭皮ケア用品、帽子、コスメ、ネイル）

保証期間
保証期間以降のサービス

1年
一部有料(サイズ調整は無料)

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

あり（スタイルチェンジ有料）

なし
専門スタッフ あり（美容師・毛髪技能士資格保有者）
男性ウィッグ あり（セミオーダー）

この冊子持参の特典

日常生活を安心してお過ごしいただくことが最優先と考えております。
ウィッグについては、お好みに合わせ違和感なく仕上げていくことや、
細かなサイズ調整を行っていることも特徴の１つです。頭皮ケアは勿論、
帽子や付け毛、コスメについてもご相談を承っておりますので、ご遠慮
なくお問い合わせください。

高品質な人毛、ミックス毛
人工皮膚付きや白髪入りなど

今まで通りのヘアスタイル
治療中の頭皮ケアから治療後
の頭皮・育毛ケアまでトータル
サポート

※レンタルプランもございます。費用については別途お問い合わせください。

タイプ
仕上がり日数

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

※いずれも税別、医療サポート
価格20％割引適応後金額

お問い合わせ／082-248-0084

駅
前
庁
県

駅
通
本

原爆ドーム前駅

広島県庁

広島市民病院
リーガ
ロイヤル
ホテル

基町クレド
パセーラ

そごう新館

そごう

ひろしま
美術館

中央図書館

アクア広島センター街

広島市民球場
跡地

グリーンアリーナ

県民文化
センター

エディオン
原爆
ドーム

警
県
島
広り

通
城
鯉

　

アストラムライン

広電本線
スヴェンソン
広島サロン

バスセンター

紙屋町東駅紙屋町西駅

スヴェンソン 広島サロン

※月曜日が祝日の場合は営業いたします。

あり（病院でも使用されている「脱毛・外見ケアマニュ
アル」と綿100％の医療向け帽子を1枚プレゼント）

1
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フォンテーヌ／アデランス

オーダーメイドから既製品まで各種取り揃えております。実際に見て
試して納得のいく選択をしていただけるよう誠意をもってお応えし、
ご提案いたします。

電　話 ）通直（ 3151-105-280

フォンテーヌの既製品は即日お渡し可能（ご来店時間や在庫の状況により
ます）。セミオーダーは約８日、オーダーは約30日。

フォンテーヌは「ラフラ」38,000円＋税～
アデランスは「ラフラ」36,000円＋税～
医療用セミオーダーは270,000円＋税、
医療用オーダーは280,000円＋税と300,000円＋税の２種類

人毛ミックス／オリジナル人工毛髪100％／人毛100％　など
ウィッグにより異なる。既製品の「ラフラ」は各スタイル２色

タイプ
仕上がり日数
毛　　　質

価　　　格

カ　ラ　ー

全店で医療用ウィッグ「ラフラ」のお取り扱いをしています。初めてのウィッグ選びは経験
豊富な、わたしたちにお任せください。

アクア広島センター街の5階にあります。髪でお悩みの人にこそ、ウィッグ生活
を有意義に楽しんでほしいと思っています。お湯で洗ってドライヤーも使える商
品など種類もさまざまです。まずはお気軽にご試着くださいませ。

電　話 ）通直（ 0855-112-280

電　話 ）通直（ 6716-642-280

脱毛時用の帽子（税抜2,000円～）やヘアキャップ（５枚入税抜250
円）も好評です。お車でお越しの場合は広島インターから降りてすぐ

（駐車料金無料）。お気軽にお声がけください。

電　話 ）通直（ 3993-678-280

アデランス広島（予約制・男性可）

電　話 ）通直（ 3343-865-280

上質感や大人の快適さをテーマに、自分らしいおしゃれを楽しみたい
とのお客様の声にお応えできる売場を目指しています。完全個室でゆ
ったりとした空間でお待ちしております。

電　話 ）通直（ 5015-742-280

住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日

広島市中区立町2-29　朝日・日通広島ビル
0120-02-9696
　　10：00～18：30 ／ 　　 9：00～17：30
火曜日
平日 土日祝

呉駅徒歩５分の好立地にあり、アフターサービスでの自毛のカットやシャンプーが好評です。

アデランス呉（予約制・男性可）
住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日

呉市中央1-4-24　リベラビル 5F
0120-02-9696
　　10：00～18：30 ／ 　　 9：00～17：30
火曜日、水曜日
平日 土日祝

（チーフ：万谷）

（店長：松坂）

（チーフ：服部）

（チーフ：竹田）

（チーフ：荒谷）

病院内にある美容室でどなたでもご利用いただけます。治療前の自毛
カットや治療後のお手入れまでお気軽にご相談ください。

電　話 ）通直（ 8865-052-280

（店長：難波）

電　話 0823-21-3703
福屋呉店（3階）

（担当：藤岡）

抗がん剤治療中の頭皮のお悩みやウィッグ相談などお気軽にどうぞ。他
社のウィッグ調整も承ります。お電話お待ちしております。

電　話 082-511-0205 ）通直（ 

（店長：佐々木）

（店長：本田）

（店長：小林）

よろずだに

ホームページ
http://www.aderans.co.jp/medicare/

（チーフ：木下）

2

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

天満屋広島アルパーク店（1階）

アクア広島店（5階）

福屋八丁堀本店（4階）

福屋広島駅前店（4階）

三越広島店（8階）

天満屋広島緑井店（3階）

お手入れ簡単なウィッグやヘアスタイルが選べるオーダーメイド・ウィッグを取
り揃えております。個室のご用意がございますので、治療中のお客様も安心して
ご相談・ご試着していただけます。ご来店をお待ちしております。

メディケア専用のオーダーメイド「ラフラ・アイフィット」は普段のヘアースタイルのよ
うに自然な仕上がりでお手入れも簡単です。アフターサービスまで当店で承りますの
でお気軽にご相談ください。 県立広島病院店（南棟R階〈8階〉）

広島市民病院店（プロムナード2階）

明るい外光の入る個室でゆっくりお選び頂けます。メーカー問わず、お持ちのウィッ
グのお手直しもさせていただきますのでお気軽にお立ち寄りください。

女性フロアと男性フロアに分かれています。個室で対応しますのでご家族とも一
緒に安心してご来店ください。
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購入者の感想（50代）
スタッフの方の対応がとても良かったです。使用中に調

整に行く回数が少なかったのも良かったです。

購入金額　約15万円購入者の感想（50代）
ウィッグのサイズを親切、丁寧に合わせてもらいました。

また希望の髪型にカットしてもらい、購入後のケアもお

願いしています。

購入金額　約15万円のもの2個

アデランス広島とアデランス呉で対応自宅・病院出張対応

店舗により異なる
フォンテーヌは治療中サイズ調整は何度でも無料

アフターケア

個室での試着対応

予約制

店舗によって個室対応可能

店舗によって予約可能

サロン・美容室併設

ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

アデランス、県立広島病院店、広島市民病院店は
自毛やウィッグのシャンプー・セット・カットが可
能。フォンテーヌではウィッグのシャンプー・セット
はお預かり（約３週間）。なおアフターサービスに
含まれる場合は無料（店舗や購入商品により異な
る）。ウィッグのカラーリングは毛材により異なる。

ウィッグのカラーリング

自毛のシャンプー・セット・カット

ウィッグケア用品の品揃え あり

保証期間

保証期間以降のサービス

セミオーダー、オーダーメイドご購入の場合、
１年間修理無料

治療後のおしゃれウィッグへの調整

インターネット購入 http://www.aderans-shop.jp/

専門スタッフ 常駐

アデランスでセミオーダー、オーダーメイドご
購入の場合は２年目も定期点検とウィッグのお
手入れが無料（２ヶ月に１回）。フォンテーヌは
治療中のサイズ調整は何度でも無料

ほとんどの場合、特に調整の必要なく、その
まま使用可能

男性ウィッグ アデランス広島とアデランス呉で対応

この冊子持参の特典 既製品（レディメイド）ご購入
…ウィッグスタンドプレゼント

セミオーダー、オーダーメイドご購入
…脱毛時用帽子プレゼント

アデランス、県立広島病院店、広島市民病院店は理美容施設を備えていますの
で、自毛のシャンプー、カットを承ります。治療中の「ヘアサロン」としてお使いいた
だけます。

個室の様子

アクア店
（ドアを開けた状態）

アデランス広島ブースアデランス広島シャンプー台

2005年に誕生以来、患者さまの声を反映して品質
改良を重ねています。多様なニーズやご希望のスタイ
ルにお応えできるよう、既製品からオーダーメイドま

いただける工夫にあふれています。

医療用ウィッグ「ラフラ」の特徴

ラフラ全製品がJIS Q 1000に基づき「JIS S9623」への自己適合を宣言しています。
日本毛髪工業協同組合が認証するJIS製品企画適合マークです。認証番号JHA1506D002
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住　　所
電　　話

営業時間
定  休  日

交通手段
駐車場情報

ホームページ

QRコード

広島市南区段原南2-3-23
0120-976-012（予約は24時間可）

10:00～20:00 ／ 10:00～18:00
毎週月曜日、20日

大学病院行で「段原中央」下車
無料コインパーキングあり

http://www.medicalnatural.com/

市内であれば、店休日や夜間などに対応可（応相談）自宅・病院出張対応

一般の美容室の料金ですべて対応
他社のかつらの修理も可能（4万円＋税）

アフターケア

個室での試着対応

予約制

カウンセリング・試着は無料

完全予約制　0120-976-012

サロン・美容室併設

ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

一般の美容室の中にかつらのための個室2室

かつらのカット・シャンプー・セット可能

ウィッグのカラーリング

自毛のシャンプー・セット・カット

人毛のかつらのため、カラー自在

自毛のお手入れも個室で実施

ウィッグケア用品の品揃え 自毛用　かつら用各種あり

保証期間

保証期間以降のサービス

1年

有料

治療後のおしゃれウィッグへの調整

インターネット購入

人毛ヘアピースやおしゃれウィッグも多彩

http://www.natural.ne.jp/    
http://www.medicalnatural.com/

専門スタッフ 男性の専門スタッフ

男性ウィッグ 男性用　白髪入りもあり

この冊子持参の特典 （MQ600ご購入）アンダーネット・コットンキャップ・
シャンプー・トリートメント・ピン

広島市南区段原南にある総合美容室(エステ・かつら併設）です。
大通りに面していますので分かりやすいです。サロンの奥に個室
が２つございます。個室対応のナチュラルサロンです。 

　※定休日　毎週月曜日、20日
　※受付　平日10:00～20:00　土日祝10:00～18:00
　　医療用かつら携帯サイトは左記のＱＲコードよりご覧ください 

平日 土日祝

人毛100%総手植え　軽くて薄い超自然な地肌付
ご来店当日に仕上げて納品

135,000円（税抜）
15,000円（税抜）
38,000円（税抜）
89,000円（税抜）

MQ600  人毛100％総手植え
通販専用 MQ100  人工毛機械植え
通販専用 セミオーダー MQ200
通販専用 セミオーダー MQ300

購入者の感想（50代）
病院の方からパンフレットをいただき、自宅からも近い

ので行きました。店員さんの対応がとても良く、ウィッグ

が自分に合うように手伝ってくださいました。

購入金額　約14万円

人毛100％（サロン専売品MQ600 H27年フルリニューアル）

ナチュラルブラック　栗毛色　白髪入りもあり

SS・S・M・L、黒と栗毛色、長さ30センチの人毛を、お客様のお
好きなスタイルに仕上げて即日納品します。ナチュラル（株）のか
つらの一番の特徴はとても自然な地肌で、上から見られてもか
つらとはわからない作り。脱毛しても生えてきても自分で頭囲サ
イズの調整が簡単にできます。お子様用・男性用もあります。

個室入口

個室内

タイプ
仕上がり日数

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

担当：店長／権藤

※スマートフォン専用サイトがあります。

川
橋
京

ナチュラル

2

現代美術館下
山
治
比

橋
山
治
比

前
所
役
区
南

進徳女子高
広大病院

ナチュラル 広島サロン13
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アートネイチャー/ジュリア・オージェ
14 レディースアートネイチャー  広島サロン

15 アートネイチャー  呉店

16 ジュリア・オージェ ゆめタウン廿日市店

17 ジュリア・オージェ イオンモール広島府中店

セミオーダー：即日～（商品によってはお時間をいただく場合もございます。）
オーダーメイド：約６週間～

セミオーダー：35,000円＋税～
オーダーメイド：店舗に直接ご相談ください。
※どちらも医療割引として、通常販売価格より20％割引しております。

）みの品商部一はドイメーダーオ（  

セミオーダー：人毛ミックス・合繊100％  オーダーメイド：人毛ミックス

タイプ
仕上がり日数

セミオーダー：各スタイル２～４パターンご用意  
オーダーメイド：お客様のご希望に合わせてお作りします。カ 　 ラ 　 ー

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

専任スタッフがご要望を伺いながらスタイルを一緒にお選びします。個室を完備し
ておりますので安心してお越しください。また、ご自宅や病院にもお伺いします。お
気軽にご相談ください。

住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日
交  通  手  段
ホームページ

広島市中区八丁堀16-3　広島第一ビル 3F
0120-76-9012（ナロウキレイニ）
　　　　10：00～18：30 ／　  9：00～17：30
年中無休
JR線広島駅南口より市電で「八丁堀」「立町」で下車。いずれも徒歩1分。

JR線呉駅より徒歩9分。「呉市中央図書館」の角を左折し約100mの左側ビル5F。

http://www.artnature.co.jp/ladies/salon/146.html

広島県安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中2F
0120-76-9012（ナロウキレイニ）
10：00～22：00 
年中無休 ※イオンモール広島府中の休館日に準ずる

月～土・祝日 日

担当：内田

経験豊富な専任スタッフが、ウィッグの選び方やお取り扱い方法などをわかりやすくご説
明いたします。また、お部屋は完全個室になっており、プライバシーの面にも配慮しており
ます。ご家族やお友達とお気軽にご来店ください。

住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日
交  通  手  段
ホームページ

呉市中央3-11-24　オーシャン12ビル5F
0120-76-9012（ナロウキレイニ）
10：00～18：30 
火曜日

http://www.artnature.co.jp/ladies/salon/148.html

担当：宮脇

あり（出張料無料）自宅・病院出張対応

セミオーダー：無料メンテナンスサービス（１年間、月１回）※一部除外あり
オーダーメイド：無料アフターサービス（２年間）

アフターケア

個室での試着対応

予約制

全て個室で対応します（要予約）
あり　0120-76-9012（ナロウキレイニ）

サロン・美容室併設

ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

あり（ジュリア・オージェイオンモール広島府中店・
ゆめタウン廿日市店を除く）
あり

ウィッグのカラーリング

自毛のシャンプー・セット・カット

なし
あり（ジュリア・オージェイオンモール広島府中店・
ゆめタウン廿日市店を除く）

ウィッグケア用品の品揃え ウィッグ専用クリーナー、オーガニックコットン
キャップ、他各種ケア用品

保証期間
保証期間以降のサービス

オーダーメイドのみ1年間
あり（有料）

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

あり（要相談）

JOオンラインオリジナル商品（店舗販売のものとは異なります）
専門スタッフ あり
男性ウィッグ あり（要相談）　0120-37-5050

 この冊子持参の特典 粗品プレゼント

ご来店・ご予約のご相談は

ヘアスタイル・店舗情報はホームページでもご覧いただけます。
http://www.julliaolger.jp/ancs

（ナロウキレイニ）0120-76-9012

アンクス

ご希望のウィッグ選びから、お手入れやカットもお任せください。私たちがしっ
かりサポートいたします。ご家族・ご友人とお気軽にお越しください。ご自宅・
病院への訪問も可能です。

住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日
交  通  手  段
ホームページ

ホームページ

廿日市市下平良2-２-１ ゆめタウン廿日市２F
0120-76-9012（ナロウキレイニ）
９：00～21：00
年中無休 ※ゆめタウン廿日市の休館日に準ずる
広島電鉄宮島線「廿日市市役所前」より徒歩7分。
http://www.julliaolger.jp/shop/hatsukaichi.html

担当：木曽

着け心地やスタイルなどを比べていただきながら、ご希望に合わせて個室で対応い
たします。購入後のサイズ調整やお手入れなど、私達にお任せください。 担当：新見

ホームページ
http://www.julliaolger.jp/ancs

住　　　　所
電　　　　話
営  業  時  間
定 　 休 　 日

JR山陽本線天神川駅より徒歩5分
http://www.julliaolger.jp/shop/hiroshima.html

交  通  手  段
　

オーガニック
コットンキャップ
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レオンカ医療用ウイッグ「フィットミー」

お 問合せ先　フェザー株式会社

フルウイッグ（ショート・ミディアム・ロング　一部Sサイズあり）
：レディスタイプ10種・メンズタイプ2種・ジュニアタイプ2種
フィットミーピース（帽子をかぶるだけで簡単セット）：4種

タイプ

化繊ナチュラル毛

①抗菌・TioTio はフィットミーだけ
フィットミーはウイッグ本体・インナーキャップとも
抗菌・消臭・防汚などに優れた効果を発揮するTioTio
（ティオティオ）を施していますので、治療期のデリ
ケートな頭皮でもお肌に優しく快適にお使いいただけ
ます。（抗ウイルスタイプもございます。）

②インナーキャップ方式ウイッグ
治療期から脱毛～回復期へと毛量が変わってもインナー
キャップの着脱で頭サイズの変化に柔軟に対応できます。
またインナーキャップ使用時は2枚付きですので、肌着
のように取り替えることができ、いつも清潔です。

②Ｌサイズ希望のお客様には
レディスタイプ10種について、価格据え置きでオーダー作製が可能です。
※オーダー作製ですので返品は不可です。

毛　質

レディスタイプは￥35,000+税～（インナーキャップ2枚付き）価　格

フィットミーの特長

電　　　　話　06-6961-6731
商品について詳しくはカタログをご覧ください。

MW-1 MW-20 MW-602

レオンカウイッグはP35の掲載店はもちろん、全国の美容室にて販売いただ
いておりますので、お客様最寄の美容室でお問合わせください。ご紹介いた
しております。

ラランジェ本通り店 広島市中区本通り4-19 082-247-0810

ラランジェ紙屋町 広島市中区紙屋町2-3-22 082-541-1888

ラランジェ庚午 広島市西区庚午中3-8-4 082-507-5577

ラランジェ山本 広島市安佐南区山本1-15-8 082-874-4826

ラランジェ光町 広島市東区光町1-12-16広島ビル1F 082-263-0475

ラランジェ楽々園 広島市佐伯区楽々園4-1-20 082-923-0557

ラランジェ段原 広島市南区2-3-28AKビル1F 082-506-4302

ラランジェ横川 広島市西区横川町3-3-3岩崎ビル2F 082-532-5550

ラランジェ己斐 広島市西区己斐本町1-10-5 082-507-8100

サロン・ド・山口 広島市南区宇品御幸3-1-1 082-251-2648

国立美容室 呉市青山町3-1 国立病院機構 呉医療センター 0823-22-3111

ゆかり出張美容 東広島市八本松町飯田515-2 ソフィア八本松205号 090-2293-2945
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アプラン東京義髪整形 広島サロン18

購入者の感想（40代） 購入金額　29万円

カタログ
セミオーダー

50,000円～150,000円
150,000円～280,000円

）mc52長毛（ 　　）mc01長毛（　
レンタル 初期費用15,000円　1日単位250円

※最長1年間その後ウィッグプレゼント

あり（ウィッグスタンド プレゼント）

（税　別）

多くの病院でお勧めいただいているアブランの医療用ウィッグネット。人
工皮膚は他社との追随を許さない程丈夫で汗を吸収し、かゆくなりにく
い頭皮にやさしい素材を使用しています。80年余の技術をぜひ体感して
みてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当：山口

あり

15,000円
（税　別）

※国立ガンセンター中央院アピアランス

あり　ご相談室/フリーダイヤル0120-882-114
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MEZO COOL®

マリブウィッグ

かつてないフィット感     

メゾクール

ホームページ
http://www.malibuwig-web.com/

電　話

19 ゆめタウン広島店1階　化粧品売場

082-252-8000（代）
住　所 広島県広島市南区皆実町2-8-17

電　話

20 ゆめタウン祇園店3階　化粧品売場

082-874-8111（代）
住　所 広島県広島市安佐南区西原5-19-44

電　話

21 ゆめタウン東広島店1階　化粧品売場

082-423-1111（代）
住　所 広島県東広島市西条土与丸1-5-7

電　話

22 ゆめタウン呉店1階　化粧品売場

0823-23-9200（代）
住　所 広島県呉市宝町5-10

電　話

23 ゆめタウン廿日市店1階　化粧品売場

0829-34-1311（代）
住　所 広島県廿日市市下平良2-2-1

電　話

24 イオン広島祇園店1階　化粧品売場

082-846-1000（代）
住　所 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1

電　話

25 イオン広島府中店1階　化粧品売場

082-561-0946（代）
住　所 広島県広島市安芸郡府中町大須2-1-1

既製（即日から２、３日）

ファイバー100％　46,000円～
人毛MIX　38,000円～
耐熱人毛MIX　85,000円～
人毛100％　200,000円～

ファイバー100％　耐熱100％　人毛MIX　耐熱MIX　人毛100％
ナチュラルブラウンをはじめ７色

タイプ
仕上がり日数
毛　　　質

価　　　格

カ　ラ　ー

私どもマリブでは、患者様のQOLの向上のお手伝いをさせて頂く為に正しい知識
を常に学び続けています。
実際にかつらを試着していただき、特徴・種類・着け方・お手入れの仕方を、全
国約200店舗のアドバイザーが無料でアドバイス致します。また、ウイッグだけ
でなくアピアランスのご相談もさせて頂きます。

あり　病院無料、ご自宅無料自宅・病院出張対応

ネットのサイズやスタイルの調整は
何回でも無料です

アフターケア

個室での試着対応
予約制

あり
あり（予約の方優先）

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

なし
あり（ウイッグ）

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

なし
なし

ウィッグケア用品の品揃え あり

保証期間
保証期間以降のサービス

特に設けてはおりません
―

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

あり（有料）

あり
専門スタッフ あり
男性ウィッグ あり

この冊子持参の特典 ディスポキャップをプレゼント

「伸縮性の」高いナイロン素材を編地構
造としたことで、フィット感と通気性を
両立させました。

抗菌・消臭性能
蒸れを抑えるとともに、高い抗菌・防臭
効果を発揮。梅雨から夏にかけても安
心して着けられます。

クーリング効果
吸収性が高いネットに、吸熱性に優れた
「エリストール」を配合。内部をクール
ダウンします
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医療用かつらWith（ウィズ）26 医療用かつら.com
美容室アドニス

住　　所
電　　話
F  A   X

営業時間
定  休  日

交通手段
駐車場情報

ホームページ

QRコード

広島市中区舟入南4丁目15-10STビル２F
0120-969-038
092-510-7222

ウィッグについては応相談
毎週木曜（定休日でも応対可能。応相談）

江波線「舟入南電停」徒歩1分
近くの100円パーキングをご利用ください
https://www.katurawith.com/
https://www.iwig.jp/

あり（広島市近郊）自宅・病院出張対応

ご購入後の再度の調整カット無償
有償修理、カラーリング等承ります

アフターケア

個室での試着対応

予約制

あり（事前連絡必要）

事前連絡必要（プライバシー確保のため予約）

サロン・美容室併設

ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

美容室にてプライベート対応

シャンプー・セット対応可

ウィッグのカラーリング

自毛のシャンプー・セット・カット

人毛製品 品質にあわせ対応可能

あり

ウィッグケア用品の品揃え 人毛ウィッグに最適なシャンプー剤あり

保証期間

保証期間以降のサービス

あり

ご購入ユーザー向けにお得な有償保証サービス制度あり

治療後のおしゃれウィッグへの調整

インターネット購入

あり

あり　http://www.iwig.jp  http://www.katurawith.com

専門スタッフ 10年以上経験有する担当者あり

男性ウィッグ あり（即日受取り可能　事前連絡必要）
　　生え際が自然な特許製品あり

この冊子持参の特典 あり

かつらWith（ウィズ）は、2001年開業以来、たくさんのお客様に向き合っ
て参りました。お客様の要望から、製品は工夫と改良を重ね、付け心地の
快適さとスタイルの自然さを持つ製品作りを追求してきました。じっくり
カウンセリングして、スタイリッシュになるように、また希望にあうように
美容室にてカットしていきます。店長・米田はウィッグ作成経験が豊富です。

（気楽に相談できる温かな人柄です！ご安心ください！）
なお、ご来店時は、事前のご予約が必要となります。

即納ウィッグ（当日ご希望スタイルにカットしてお渡し）
オーダーメイドウィッグ（作製期間45日前後）

即納ウィッグ（当日カットしてお渡し）　　 148,000円（税抜）～
オーダーメイドウィッグ　　　　　　　　168,000円（税抜）～
毛質や毛長さ、オプション等により、１～３万円の変動があります。

購入者の感想
他のウィッグとちがい、見た目もつけ心地も本当に本物とあまり
変わらない感じがしました。今までは外出するのも帽子をかぶら
ないと心配でしたが、ウィズさんのウィッグを使用させてもらうよ
うになってから、帽子をかぶらずに外出できるようになりました。

人毛100％（通常毛のほか、上質人毛のレミーヘアあり）、人工毛ミックス

ライトブラック、ダークブラウン、ナチュラルブラウン、レッドブ
ラウン、イエローブラウン、白髪ミックス等種類多数

（オーダーメイドの場合、カラーはご要望に応じます）

軽い！フィット感が良い！（締め付けない）
医療用は即日お渡し可能（事前連絡は必要）
お客様の希望にあわせスタイルカットします。
分け目やつむじが自然！
通気性が良い構造。
一日中つけていても快適！
オーダーメイドでの作成も可能です。 個室カーテン仕切りでプライバシー保護

タイプ
仕上がり日数

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

お問い合わせ／かつらWith本部　フリーダイヤル　0120-969-038美容室アドニス
担当：米田

かつら
With（ウィズ）

川
横
至
↑

中村内科
小児科

↓
波
江
至

舟入南町

舟入保育園

エネオス

ココス
梶谷整形外科

エディオン
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海田

呉  市

広
仁方

呉港

港
賀
阿
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天応西IC
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呉線

休山

1510

23 8

東広島

東広島市

海田

西条

矢野

西条IC

志和IC

東広島IC

馬木IC

東広島呉自動車道

坂町

海田町

熊野町
山陽新幹線

375 広島国際GC

黒瀬ダム

N

22

広島・呉・東広島   ウィッグマップ

マリブウィッグ
ゆめタウン東広島店1階

22

化粧品売場

広 島

宇品 仁保JCT

温品

広島IC

吉島

広島港

天神川

横川

滝
三

賀
矢

口
矢
芸
安

園
祗
下

緑井

西広島

新井口

廿日市

坂

山陽本線

山陽新幹線

2

府中町

安佐南区

東区

南区

黄金山

中区
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り
通
島
白

本通
本通
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り
通
城
鯉

り
通
城
鯉

本通りアーケード街

紙屋町
相生通り 八丁堀八丁堀

●
旧広島
市民球場

●アンデルセン

●基町クレド

●広島県庁

東急
ハンズ
●

●広島そごう

●サンモール

 エディオン本店

広島パルコ
●

●
福屋

●
ヤマダ

電機

●
三越

紙屋町
相生通り

●
広島市民病院

竜王公園

西区役所

広島市役所

マツダ
スタジアム

広島西飛行場

原爆ドーム

N

N

N

N12

3

1 9 4
6

7

20

21

5

13

17
25

1926

2

24
16

11

14
18 ●

スヴェンソン 広島サロン
フォンテーヌ／アデランス　天満屋広島アルパーク店（1階）
フォンテーヌ／アデランス　アクア広島店（5階）
フォンテーヌ／アデランス　福屋八丁堀本店（4階）
フォンテーヌ／アデランス　福屋広島駅前店（4階）
フォンテーヌ／アデランス　三越広島店（8階）
フォンテーヌ／アデランス　天満屋広島緑井店（3階）
フォンテーヌ／アデランス　アデランス広島
フォンテーヌ／アデランス　県立広島病院店（南棟R階〈8階〉）
フォンテーヌ／アデランス　広島市民病院店（プロムナード2階）
ナチュラル 広島サロン
レディースアートネイチャー　広島サロン
ジュリア・オージェ　ゆめタウン廿日市店
ジュリア・オージェ　イオンモール広島府中店
アプラン東京義髪整形　広島サロン
マリブウィッグ　ゆめタウン広島店1階　化粧品売場
マリブウィッグ　ゆめタウン祇園店3階　化粧品売場
マリブウィッグ　イオン広島祇園店1階　化粧品売場
マリブウィッグ　ゆめタウン廿日市店１階　化粧品売場
マリブウィッグ　イオン広島府中店　化粧品売場
医療用かつらWith（ウィズ）

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

24

25

26

呉

東広島

広島

8

10

15

23

フォンテーヌ/アデランス　福屋呉店
フォンテーヌ/アデランス　アデランス呉
アートネイチャー　呉店
マリブウィッグ　ゆめタウン呉店1階
化粧品売場
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ナチュラル 福山サロン1

購入者の感想（50代）
スタッフの方が優しく丁寧で、個室もあっていろいろ相談で
き、安心してお願いできました。予想以上に自然な感じのウィ
ッグで、とても満足しています。

購入金額　約14万円

人毛100％総手植え　軽くて薄い超自然な地肌付
ご来店当日に仕上げて納品

135,000円（税抜）
  15,000円（税抜）
  38,000円（税抜）
  89,000円（税抜）

住　　所
電　　話

営業時間
定  休  日

福山市沖野上町5丁目13-3
0120-976-012（予約は24時間可）

9：30～19：00 ／ 9：00～18：00
毎週月曜日、第3日曜日

サロン仕上MQ600 人毛100％総手植え
通販専用MQ100 人工毛機械植え
通販専用セミオーダーMQ200
通販専用セミオーダーMQ300

人毛100％（サロン専売品MQ600　H27年フルリニューアル）

ナチュラルブラック　栗毛色　白髪入りもあり

平日 土日祝

福山市内であれば定休日に対応可（応相談）自宅・病院出張対応

一般の美容室の料金ですべて対応
他社のかつらの修理も可能（４万円+税）

アフターケア

個室での試着対応
予約制

カウンセリング・試着は無料
完全予約制　0120-976-012

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

2Fフロア貸切
かつらのカット・シャンプー・セット可能

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

人毛のカツラのため、カラー自在
1Fフロア間仕切りにて対応

ウィッグケア用品の品揃え 自毛用　かつら用各種あり

保証期間
保証期間以降のサービス

1年
有料

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

人毛ヘアピースやおしゃれウィッグも多彩

http://www.natural.ne.jp/　http://www.medicalnatural.com
専門スタッフ 男性の専門スタッフ
男性ウィッグ 男性用　白髪入りもあり

この冊子持参の特典 （MQ600ご購入）アンダーネット・コットンキャップ・
シャンプー・トリートメント・ピン

親切丁寧に応対いたします。何でもお気軽に御相談下さい。
〈人工乳房のお取り扱い〉リアルな人工乳房をお作りしています。
女性スタッフが個室で対応します。
　※定休日　毎週月曜日、第3日曜日 
　※受　付　平日9：30～19：00　土日祝9：00～18：00
　　　　医療用かつら携帯サイトは先のQRコードよりご覧ください

SS・S・M・L、黒と栗毛色、長さ３０センチの人毛を、お客様のお好きなスタイルに仕上げ
て即日納品します。ナチュラル(株)のかつらの一番の特徴はとても自然な地肌で、上から
見られてもかつらとはわからない作り。
脱毛しても生えてきても自分で頭囲
サイズの調整が簡単にできます。お子様
用・男性用もあります。   

タイプ
仕上がり日数

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

担当：店長／古川

福山駅前バス乗車④番乗り場より
南消防署前下車、徒歩1分
店舗裏に3台（89・90・91番）

http://www.medicalnatural.com

交通手段

駐車場情報

ホームページ

QRコード

22

22
高橋歯科
医院

高橋歯科
医院

もみじ銀行
福山南支店
もみじ銀行
福山南支店

城南中城南中
福山
工業高
福山
工業高 ザ・ダイソー

天満屋ハピータウン
みどり町店

ザ・ダイソー
天満屋ハピータウン
みどり町店

ナチュラル
福山サロン

ローズアリーナ
緑町公園

屋内競技場

ローズアリーナ
緑町公園

屋内競技場
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アデランス福山2

天満屋福山店 フォンテーヌ クチュールコーナー3

４

フォンテーヌ：既製品は即日お渡し可能（ご来店時間や在庫状況に応じて）
セミオーダーは約8日 オーダーは約30日

住　　所
電　　話
営業時間
定  休  日
駐車場情報

福山市東桜町1－1 ines FUKUYAMA 2F
0120-02-9696
　　10:00～18:30 ／　　  9：00～17：30
火曜日
指定駐車場、上限120分として店舗利用時間相当の駐車無料券を進呈 お電
話でご確認ください

フォンテーヌ「ラフラ」 38,000円＋税～
アデランス「ラフラ」 36,000円＋税～
医療用セミオーダー 270,000円＋税、
医療用オーダー　　 280,000円＋税と300,000円＋税の2種類

人毛ミックス／オリジナル人工毛髪100％／人毛100％など
ウィッグにより異なるが既製品「ラフラ」は各スタイル2色

平日 

担当：岡野（チーフ）

土日祝

アデランス福山で対応自宅・病院出張対応

アデランスとフォンテーヌで異なります。フォンテーヌ
では治療中のサイズ調整は何度でも無料

アフターケア

個室での試着対応
予約制

可能ですが、ご来店前にお電話でご確認ください

店舗によって予約可能

ウィッグのシャンプー・セット・カット対応 アデランス、フォンテーヌ共に可能。フォンテーヌではウィッグ
のシャンプー・セットは約３週間のお預かり。アフターサービ
スに含まれる場合は無料（店舗や購入商品により異なる）

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

ウィッグの毛材により異なります

アデランス福山で対応

ウィッグケア用品の品揃え あり

保証期間
保証期間以降のサービス

セミオーダー、オーダーメイドご購入の場合１年間修理無料

アデランスでセミオーダー、オーダーメイドの場合は
２年目も定期点検とウィッグのお手入れが無料（２ヶ
月に１回）フォンテーヌは治療中のサイズ調整は何度
でも無料

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

ほとんどの場合、特に調整の必要なく、そのまま使用可能

http//www.aderans-shop.jp/

専門スタッフ 常駐

男性ウィッグ アデランスで対応（フリーダイヤル 0120-02-9696）

この冊子持参の特典 既製品（レディメイド）ご購入…ウィッグスタンドプレゼント
セミオーダー、オーダーメイドご購入…脱毛時用帽子プレゼント

アデランスのアフターサービスでは、ウィッグのケアだけではなく自毛のシャンプーやカットも承
ります。治療中の「美容室」として安心してご利用いただけますので経験豊富なスタッフに何なりと
ご相談ください。     　   アデランス福山店長：新山
連絡先電話番号　0120-02-9696

住　　所
電　　話

福山市元町1-1　天満屋福山店1F
084-927-2127

福山駅から歩いて5分、天満屋の1階にございます。既製品とオーダーメイドがご
ざいます。お客様のお悩みや様々なシーンに合ったウィッグを提案させていただき
快適にウィッグライフをご提供できるよう、お手伝いさせていただきます。

担当：大田（チーフ）

住　　所
電　　話

福山市入船町3-1-25　天満屋福山ポートプラザ店1F
084-926-8755

スワニーはフォンテーヌの姉妹ブランドで既製品（レディメイド）を取り揃えていま
す。2016年にオープンしたばかりですが既に多くの患者さまにご利用いただいて
います。個室もありますので安心してお立ち寄りください。

スワニー by フォンテーヌ 天満屋福山ポートプラザ

タイプ
仕上がり日数
毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

http://www.aderans.co.jp/medicare/ 福山エリアの全店で、脱毛時用の紙キャップ
（250円＋税）や、オーガニックコットン素
材の脱毛時用帽子（2,000円＋税～）を各種
取り扱っています。
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レディースアートネイチャー福山サロン5

もみじ銀行
福山支店福山市役所

天満屋
福山店

山陽本線福山駅

レディース
アートネイチャー
福山サロン

セミオーダー：即日～（商品によってはお時間をいただく場合もご
ざいます。）
オーダーメイド：約６～８週間

住　　所
電　　話
営業時間
定  休  日
交通手段

ホームページ

福山市東桜町1-21　エストパルク 8F
0120-76-9012（ナロウキレイニ）
10:00～18:30
木曜日
JR線福山駅南口を出て直進し、
宮通り口の信号を右折。広島県民文化センターふくやまと
同じ建物「エストパルク」の8F。
http://www.artnature.co.jp/
          ladies/salon/211.html

セミオーダー：35,000円＋税～
オーダーメイド：店舗に直接ご相談ください。
※どちらも医療割引として、通常販売価格より20％割引しております。
（オーダーメイドは一部商品のみ）

セミオーダー：人毛ミックス・合繊100％
オーダーメイド：人毛ミックス

セミオーダー：各スタイル２～４パターンご用意
オーダーメイド：お客様のご希望に合わせてお作りします。

あり（出張料無料）自宅・病院出張対応

セミオーダー：無料メンテナンスサービス（１年間、月１回）※一部除外あり
オーダーメイド：無料アフターサービス（２年間）

アフターケア

個室での試着対応
予約制

全て個室で対応します（要予約）
あり　0120-76-9012（ナロウキレイニ）

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

あり
あり     

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

なし
あり

ウィッグケア用品の品揃え ウィッグ専用クリーナー、リンス、他各種ケア用品
肌にやさしいコットンキャップも販売しております

保証期間
保証期間以降のサービス

オーダーメイドのみ１年間
あり（有料）

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

あり（要相談）

JOオンラインオリジナル商品（店舗販売のものとは異なります）
専門スタッフ あり
男性ウィッグ あり（要相談）　0120-37-5050

この冊子持参の特典 粗品プレゼント

ご来店・ご予約のご相談は0120-76-9012（ナロウキレイニ）
ヘアスタイル・店舗情報はホームページでもご覧いただけます。

●簡単セミオーダー
セミオーダーのアンクスは「①スタイルを選ぶ」→「②カラーを
選ぶ」→「③仕上げのスタイリング」の3ステップ。豊富なバリ
エーションとアレンジ技術で、理想のスタイルに仕上げます。
●安心・充実のサポート
ご購入前のご相談から、ご購入後のメンテナンスサービスまで
お客様をサポートいたします。
＜主なサポート内容＞
①病院・ご自宅への訪問も可能（出張料無料）
②当日納品も可能（ウィッグの在庫状況やご予約状況により、
　お時間をいただく場合もございます。）

タイプ
仕上がり日数

毛　　　質

価　　　格

カ　ラ　ー

商品名：RAC-25
定価：112,500円＋税

90,000円＋税

商品名：HM1-1
定価：187,500円＋税

150,000円＋税

http://www.julliaolger.jp/ancs アンクス 検索

お客様に笑顔になっていただくため、スタッフ一同心より
対応いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：恵木

《セミオーダー医療用ウィッグ「アンクス」》

アートネイチャーでは医療用ウィッグを安心してお使いいただくために
「M.Wigマーク」を取得しています。

オーガニックコットンキャップ
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マリブウイッグ イオン三原 １階化粧品売場 6

マリブウイッグ ゆめタウン蔵王7

マリブウイッグ ゆめタウン福山8

私たちマリブウイッグが
テレビCMをすることなく

100万人に愛されてきたのには
理由があります

マリブ医療向け
ウイッグ
3つの安心

回復支援サービス割引有　10～20％オフ

住　　所

電　　話

営業時間

定  休  日

三原市城町2-13-1

0848-62-8888（代）

10：00～19：00 

月８回不定期

084-943-4311（代）

※アドバイザーの入店日は電話でご確認下さい

住　　所 福山市入船町３-１-60

2019年６月末　オープン予定！

あり　病院無料、ご自宅無料自宅・病院出張対応

ネットのサイズやスタイルの調整は
何回でも無料です

アフターケア

個室での試着対応
予約制

あり
あり（予約の方優先）

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

なし
あり（ウィッグ）

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

なし
なし

ウィッグケア用品の品揃え あり

保証期間
保証期間以降のサービス

特に設けてはおりません
ー

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

あり（有料）

あり
専門スタッフ あり
男性ウィッグ あり

この冊子持参の特典 ディスポキャッププレゼント

心ケア安

心価格安
安心品質

全国約200店舗のプロがアドバイス

クールネット＆手植仕上げ

品質維持してコストダウン

マリブ医療向けウィッグは、3つの安心をお届けします！

既製（即日から２、３日）

ファイバー100％　46,000円～
人毛MIX　38,000円～
耐熱人毛MIX　85,000円～
人毛100％　200,000円～

ファイバー100％　耐熱100％　人毛MIX　耐熱MIX　人毛100％
ナチュラルブラウンをはじめ７色

タイプ
仕上がり日数
毛　　　質

価　　　格

カ　ラ　ー

住　　所

電　　話

福山市南蔵王町５-９-18
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トータルビューティー　カロ9

店舗に在庫あり。
在庫切れの注文の場合は1～3日間で入荷します。

￥20,000～
￥28,000～
￥35,000～

住　　所

電　　話

営業時間

定  休  日

交通手段

駐車場情報

福山市御幸町上岩成148-13
中国中央病院レストラン棟内
084-972-8989

9：00～17：00 
土・日・祝祭日

バス「中国中央病院前」下車

病院に駐車場あり

部分ウィッグ
フルウィッグ
医療用ウィッグ

化繊ナチュラル毛・人毛ミックス

各スタイル2～7色

病院出張あり（出張料無料）※中国中央病院に限る自宅・病院出張対応

お手入れ、カットなどメンテナンスは無料 
他店でのご購入のかつらは有料（￥8,400～）  

アフターケア

個室での試着対応
予約制

カーテンにより個室化
あり

サロン・美容室併設
ウィッグのシャンプー・セット・カット対応

あり
あり

ウィッグのカラーリング
自毛のシャンプー・セット・カット

あり
あり

ウィッグケア用品の品揃え 自毛用　かつら用各種あり

保証期間
保証期間以降のサービス

なし
サロンで対応できるメンテナンスは無料

治療後のおしゃれウィッグへの調整
インターネット購入

なし

なし
専門スタッフ あり
男性ウィッグ あり

この冊子持参の特典 あり　
アルファ21（リラクゼーションカプセル）無料体験

お肌に優しく脱毛された方でも安心して使って頂けるウィッグです。
お手入れもとっても楽で、沢山のお客様に喜んで頂いています。

タイプ
仕上がり日数

毛 　 　 　 質

価 　 　 　 格

カ 　 ラ 　 ー

購入者の感想（60代）
スタッフの方に脱毛やウィッグに関して、よく相談にのっ
てもらいました。購入後のお手入れ方法やカットは何度
でも無料なので、とても安心しています。

購入金額　4万円弱

福塩線今宮神社

ユウホウ
福山工場

福山平成
大学

庵谷内科
循環器科 中国中央

病院

486

391

トータル
ビューティー
カロ

美容室令 尾道市向東町3531-13 0848-45-1720

hair ＆ body ＋ cherie 福山市駅家町江良171-7 084-976-8956

イメージサロンカッツ・vido 福山市入船町3-3-8 084-973-7877

イメージサロンカッツ・春日店 福山市春日町1-1-45-2F 084-940-0103

イメージサロンカッツ・川口店 福山市川口町1-12-40 084-959-4005

イメージサロンカッツ・神辺店 福山市神辺町新徳田33 084-960-0260

イメージサロンカッツ・駅家店 福山市駅家町江良516-3 084-960-0260

イメージサロンカッツ・東尾道店 尾道市高須町4755-2 084-856-0773

イメージサロンカッツ・笠岡店 岡山県笠岡市富岡9-444-1 0865-69-7650
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蔵王山

中国中央病院

福山東 IC福山東 IC

山陽本線福山城

福山医療
センター

福山市役所

庄
本
後
備

近畿大附
福山高

山陽新幹
線

山陽新
幹線 備後

赤坂

山陽自動車道

高増山

2

福
塩
線

浮城東通り

イオン三原店三原市市民
福祉会館

三原城跡

三原港

55

2

山陽本線

山陽新幹線
三原

1 ナチュラル　福山サロン
2 アデランス福山
3 天満屋福山店　フォンテーヌクチュールコーナー
4 スワニー by フォンテーヌ　天満屋福山ポートプラザ店
5 レディースアートネイチャー　福山サロン
6 マリブウィッグ　イオン三原店　1階化粧品売場
7 マリブウイッグ ゆめタウン蔵王
8 マリブウイッグ ゆめタウン福山
9 トータルビューティー　カロ

N

N

福山

福山・三原  ウィッグマップ

三原
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ウィッグに関する相談窓口

　広島県内にも、ウィッグに関する相談を受けている窓口がありますので、積
極的にご相談ください。
　また、県内の各がん診療連携拠点病院の「相談支援センター」では、患者さ
んやご家族からのがんの治療や療養生活全般の質問や相談に対応し、がんに
関する様々な情報提供を行っています。相談は無料で、病院で診療を受けてい
ない方でもご利用いただけます。
　病院によっては、予約が必要な場合もありますので、事前にご確認ください。

相談窓口

まちなかリボンサロン

所在地

広島市中区

対応曜日・時間

毎月1回、
第1土曜日
14:00～
16:00

問合せ先

直通：（082）544-0727

備考

乳がん診療にかかわる医療スタッフ
や、この冊子を作成したメンバーが常
時、参加しています。毎回60～100
名の乳がん患者さんも参加しておら
れますので、ウィッグに関する相談、悩
みなどがありましたら、ぜひご参加く
ださい。

がん患者フレンドコール 広島市中区 毎週水曜日、
木曜日11:00
～16:00

直通：（082）962-8505

ピンクリボン
情報ステーション

広島市中区 火曜日、水曜日
金曜日
10:00～
17:00

直通：（082）246-5839

相談支援センター名 所在地 対応時間（平日）問合せ先

広島大学病院
　患者支援センターがん治療センター
　がん医療相談

広島市南区 9：00～17：00直通：（082）257-1525

県立広島病院
　がん相談支援センター

広島市南区 9：00～17：00直通：（082）256-3561

広島市立市民病院
　がん相談支援センター

広島市中区 8：30～17：00直通：（082）211-1351

広島赤十字・原爆病院
　相談支援センター・がん相談
　支援センター

広島市中区 8：30～17：00直通：（082）241-3477
代表：（082）241-3111

相談支援センター名 所在地 対応時間（平日）問合せ先

広島市立安佐市民病院
　がん相談支援センター

広島市
安佐北区

8：30～17：00直通：（082）815-5533
代表：（082）815-5211
（内：2268）

JA広島総合病院
　がん相談支援センター

廿日市市 8：30～17：00直通：（0829）36-3270

呉医療センター
　がん相談支援センター

呉市 9：00～16：00直通：（0823）24-6358

東広島医療センター
　がん相談支援センター

東広島市 9：00～15：00代表：（082）423-2176

JA尾道総合病院
　医療福祉支援センター

尾道市 9：00～17：00代表：（0848）22-8111
（内：3108）

福山市民病院
　がん相談支援センター

福山市 8：30～17：15代表：（084）941-5151
（内：3147）

市立三次中央病院
　がん相談支援センター

三次市 8：30～17：00代表：（0824）65-0101

呉共済病院
　がん相談支援センター

呉市 10：00～16：00代表：（0823）22-2111
（内：5160）

中国労災病院
　がん相談支援センター

呉市 8：30～16：00代表：（0823）72-7171

尾道市立市民病院
　がん相談支援センター

尾道市 9：00～17：00代表：（0848）47-1155
（内：437）

福山医療センター
　がん相談支援センター

福山市 8：30～17：15代表：（084）922-0001
（内：7137）

中国中央病院
　がん相談支援センター

福山市 8：30～17：15直通：（084）970-2284

がん患者やその家族に対し、患者サ
イドに立った細やかな情報の提供
や、同じ病気を経験した仲間たちと
交流できるような患者サロンを運営
しています。
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カープピンクリボンパフォーマンス

　広島東洋カープの全面的なご協力により、バッジやボールペンなどのグッズを通
じて「ピンクリボンって何？」と関心を持っていただくため、NPO 法人ひろしまピ
ンクリボンプロジェクトが、カープの魅力を借りて製作した乳がん啓発グッズです。
　グッズの収益の一部は、助成金としてピンクリボン活動に役立てています！

HPで販売中
http://www.pinkribbon-h.com/category/item/

カープピンクリボンバッジ　各 500 円

ピンクリボン×カープ コラボ
ボールペン 500円

（レッド・ブラックの２色ボールペン）

ピンクリボン×カープ コラボ
トートバック 1,200円
（ネイビー／キャンパス生地）

1.『�知っておいてほしい乳房と乳がんのお
話し』の講座（学校出前授業）

　 　高校生、大学生を対象に、がんの基礎知識、
乳房の発達と乳がんについて学び、乳がん検
診の正しい知識を身に付ける講演会に広島乳
腺女性医師の会の先生が学校に出かけてお話
しします。

2.�ピンクリボン・アドバイザーによる講座
　『自己検診していますか？～乳がんの基礎知識と検診の実際について～』
　 　乳がんの基礎知識を身につけたピンクリボン・アドバイザーがみなさんの地域にうかがって

自己検診を中心に講座を行います。子育てサロンや PTA などの小グループでもうかがいます。
内容、費用についてはご相談ください。

乳がん体験者のお話を聞くことも可能です。
お申し込み、お問い合わせは NPO 法人 ひろしまピンクリボンプロジェクトまで。

T　E　L：082-544-0727（FAX 兼用）
E-mail：info@pinkribbon-h.com
住　所：〒730-0035　広島市中区本通４-13 ゆりいか４F

学校や地域で乳がんを知る講座を開催しませんか？

乳がん患者のみなさんの悩みに応えるために、求められる情報をまとめた冊子を発行して
います。がん拠点病院などに無償で配布し、多くの患者さんに利用されています。作成に
はメーカーや患者さんのご協力いただいています。

NPO法人ひろしまピンクリボンプロジェクト

‒抗がん剤治療による脱毛に関する情報冊子‒

第４版

〈ひろしまウィッグマップ〉
抗がん剤治療などによる脱毛に
関する情報冊子を患者さんとと
もに作成しました。すでに第４版
を発行しています。

〈おしゃれに過ごしたい〉
乳房再建の情報と補整下着の情
報を提供しています。

乳がん治療における副作用とそ
の対策について、各分野の専門
家が執筆しています。患者さんの
不安に応える内容です。

〈ひろしま乳がん副作用ガイドブック〉

乳がん関連ガイドブック



「ひろしまウィッグマップ」
－抗がん剤治療による脱毛に関する情報冊子－

第４版　2019年５月発行
発行：NPO法人ひろしまピンクリボンプロジェクト　

《ひろしまウィッグマップ制作を支援します》

※ひろしまピンクリボンプロジェクトのHPに、この冊子のPDF版を載せております。
https://pinkribbon-h.com/book/  

【パンフレットに関するお問い合わせ】
NPO法人ひろしまピンクリボンプロジェクト 事務局

〒730-0035 広島市中区本通４-13ゆりいか４階
TEL/FAX : 082-544-0727

E-mail : info@pinkribbon-h.com
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〈広　島〉	毎月第１土曜日
	 14時～16時
	 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター５F

〈東広島〉	毎月第２水曜日開催	
	 会　　場：本永病院
	 お問合せ：TEL	082-423-2666	（本永病院地域医療連携室）

※お問い合わせ：NPO法人ひろしまピンクリボンプロジェクト

乳がんの方やその家族なら
どなたでも参加できるサロンです。

2011年から１度も休まずに開催して
います。
乳がん専門医や医療スタッフも交え、
一緒におしゃべりしながら日ごろの悩
みや不安を解消していきましょう。
事前予約は不要。かかりつけの病院は
問いません。気軽にご参加ください。




