
新しいセミオーダースタイルのメディカルヘアー
のこだわり

Check!

医療用ウィッグの選び方
こんなあなたに、
人毛１００%・絹スキンの人工皮膚・総手植えがおすすめ

「ウィッグの着用を知られたくない」
「ウィッグでも今までどおり
カラーやパーマなど、おしゃれを楽しみたいわ」
ヘアカラーやパーマができるのは人毛１００％だけ、
今までどおり美容室で
お好みのヘアスタイルをオーダーしてください、
自然なスタイルを再現します。
自然光の下でも不自然な光り方はしません。

「お手入れが楽なのが良い」
人毛は、静電気などによる絡みが少なく、
また専用シャンプーやスプレーなどは不要。
自毛と同じようにシャンプーをして、
ドライヤーやホットカーラーでアレンジできます。

「肌が弱く、敏感肌なのが気になる」
人工毛（化繊）の場合、
チクチクした嫌な刺激があるので注意が必要です。
メディカルヘアーは、
頭頂部裏地の人工皮膚部分は絹スキンで通気性も良く、
さらさらで低刺激です、
裏地のネットも伸縮性のある柔らかな帽子タイプなので
頭の形に優しくフィットして締めつけもありません。

「長持ちさせたいし、
季節に合わせて髪型を変えたい」
１本１本、職人が総手植えで作っています。
厳しい縫製基準をクリアした製品ですので、
ほつれにくく、抜けにくいのが特徴。
最初はストレートのセミロング、
６ヶ月後にパーマをかけたボブスタイルというように、
購入後にパーマやカラーをして
スタイルチェンジすることも可能です。

ふくりびメディカルヘアーのこだわり
６ヶ月～１年以上使用する場合も多いので
しっかり見比べて選んでください!!
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あなたの好みに合わせて
美容室でカット＆カラーリングする!!

ご試着・ご相談のみも歓迎♪
お気軽にお電話・メールでお問合せ下さい。
担当の看護師が対応させていただきます。

NPO法人全国福祉理美容師養成協会「ふくりび」

E-ma i l : i n f o@ fuku r i b i . j p

受付時間 9:00-20:00
年中無休

NPOふくりびメディカルヘアー

ふくりびメディカルヘアーは、
下記の美容室で試着や購入・購入後のメンテナンスができます。

お近くの美容室にお気軽にお問合せ下さい。

4-25-3

<愛知県>

愛知県日進市香久山 1-2809
052-801-4490

La [mju:z] hair
名古屋市緑区桶狭間神明 3713
052-625-0991

WINNER
　WINNER本店    052-935-2589
　WINNER平針店 052-803-0456

SERIO 
　SERIO 栄店　　0120-426-311
　SERIO 本山店　0120-828-491
　SERIO 一社店　0120-00-8492
　SERIO 竜美店　0120-54-8869
　SERIO 美合店　0564-52-1418
　SERIO 稲熊店　0120-27-0238
　SERIO 安城店　0120-77-6466
　SERIO 三谷店　0120-66-3425

ZAZA nature
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字高野池 6
0586-73-8322

HAIR SALON SUNNY
愛知県一宮市萩原町富田方茶原 65
0586-69-2551

naTURA
愛知県豊田市小坂町
0120-32-8570

<静岡県>
UNDERGROUND-NICO
静岡県浜松市中区板屋町 104-1
053-450-8430 

hair＆make coron
静岡県三島市芝本町 5-27
杉山ビル 1F 2F
055-976-6852

<三重県>
hair!hair!hair!! wap
三重県四日市市山城町 1438-33
059-336-2191

訪問美容 髪んぐ
三重県松阪市嬉野中川新町2-1
0598-31-1533

own hair design
三重県伊勢市御薗町王中島 785
0596-36-5565

<和歌山県>
DIVA hair
和歌山県田辺市宝来町 24-7
0739-26-8835

<オフィシャルサイト>
iryou-wig.com
http://www.iryou-wig.com/

本体価格
　一律6万円
スーパー

ロングは

一律9万
円

ご購
入＆
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は

ご試着・ご相談のみも歓迎。
まずはお気軽に電話でお問合せ下さい。
担当の看護師が対応させていただきます。

yahoo! ショッピングでもお買い求めいただけます!!
ふくりびウィッグヤフーショップ

※Yahoo! ショップでは、あらかじめ
スタイリングしたウィッグをお取り扱
いしています。

NPO 法人全国福祉理美容師養成協会「ふくりび」

受付時間 9:00-20:00 年中無休
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