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平成 26 年 6 月 30 日  

＜報道関係各位＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

株式会社アデランス（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長 根本 信男）は、東日本大

震災で被災されたがん患者様向けに、ウィッグのお手入れ等のサービスを通常価格の半額で提供

する「お手入れ支援サービス」を、2012 年 7 月から現在にわたり提供してきました。本サービス

は 2014 年 6 月末の終了を予定していましたが、継続のご要望が多く寄せられているため、今後 2

年間サービスを延長します。 

 

本サービスは、東日本大震災で被災されたがん患者様に医療向けウィッグなどのケア用品を届

ける支援団体「One World プロジェクト」＊１様に賛同したもので、同団体が提供したウィッグを

対象に、シャンプーやヘアカットなどのお手入れを通常価格の半額で行っています。CSR 活動の

一環として、当初は、病院内サロン 1 店舗を含む 16 店舗の対応でスタートしました。 

2013 年 4 月には、「福島医科大店」（アデランスが運営する病院内のサロン）のオープンに合わ

せサービス提供を開始しました。「福島医科大店」での利用は多く、毎月 10 名前後のがん患者の

方が定期的に来店し「お手入れ支援サービス」を利用しています。 

今回、新たに「アデランス横手」でのサービス提供を開始し、東北 6 県の全 18 店舗で対応する

ことになりました。 

 

 

■本サービス延長に対する、関係者の方のコメント 

 

「One World プロジェクト」代表 寺田真由美様 

長引く復興のなか、がんと闘う患者さんにとって治療による脱毛は大きな打撃です。ウィッグ

のプロであるアデランスさんが、今回、お手入れ支援サービスの２年間延長を決定してくださっ

たことは、私共にとっても、患者さんや患者さんを支える医療者の方々にとっても、とてもあり

がたく嬉しい知らせです。 

 

福島県立医科大学附属病院 がん看護専門看護師 三浦浅子様 

被災地にウィッグを届ける「One World プロジェクト」の恩恵を受け、福島県立医科大

学附属病院では 260 人の患者様にウィッグを提供しました。アデランスでシャンプーや

カットを行った患者様方から助かったというお声を聞いておりますので、これからもよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

現在も被災地で闘うがん患者様支援のため 

被災地での医療向けウィッグのお手入れ支援サービス 

強いご要望に対応し延長・拡大 
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*「One Worldプロジェクト」について HP：http://oneworldpro.jugem.jp/ 

「One World プロジェクト」とは、2011 年 3 月に発生した東日本大震災を機に、被災地でさまざまな物資を必要

とするがん患者様のために、医療関係者や NPO 法人が有志で集まり、ボランティア活動を行う被災地支援プロジ

ェクトです（協力 公益社団法人日本対がん協会、後援 J-CAN）。 

主に、医療向けウィッグやケア帽子などのケア商品の寄付を全国から募り、寄せられた支援物資を東北地方の

各病院に送り、地域の相談支援センター、患者サロンなどを通じて、患者様にご提供しています。2011 年 4 月か

ら 2014 年 4 月までに計 9 回に渡り、全国から支援を募り、ウィッグやケア帽子など約 11,000 点を被災地に贈る活

動を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アデランスの支援の経緯 

ウィッグをより快適にお使いいただくためには、さまざまなケアを必要とし、見た目の自然さ

を出すためのウィッグのヘアカットや、ウィッグのシャンプー・セットによる汚れのクリーニン

グ、ウィッグとのヘアバランスを調整するための自髪カットなど、定期的なお手入れが重要とな

ります。 

「One World プロジェクト」様の活動では、医療向けウィッグを「永久レンタル品」として患者

様に提供されていましたが、2011 年 4 月の活動開始から 1 年が経過し、ウィッグを提供した方々

から、「ウィッグの髪の長さと自髪との長さが合わないので使用していない」「ウィッグのシャン

プーをしたいがどこで対応してくれるのかわからない」などのお悩みの声が寄せられるようにな

り、当社への相談がありました。  

アデランスでは、「One World プロジェクト」様の活動に賛同、永年ウィッグを取り扱い、「医療

向けウィッグ」や「病院内理・美容室」の運営など、医療事業活動にも積極的に取り組んできた

当社のノウハウや、お客様と対応してきた理・美容師の技術を生かして、被災された方々のお役

に立ちたいとの考えに至りました。このような思いから、当社 CSR の一環として、「One World プ

ロジェクト」様と協力、連携しながら、ウィッグのお手入れサービスにより、支援を必要とされ

る方々を継続的にサポートさせていただくこととなりました。  

 

 

 

■アデランスの CSR 活動について 

アデランスグループは、創業以来、お客様の髪の悩みを解決するために、真摯に取り組み、活

動を続けてきました。常に新たな社会的価値を創造することで、毛髪・ウィッグ文化が栄え、世

の中の笑顔を広げたいと考えます。事業を行う上で、社会や時代の要請により、企業市民として、

社会的責任や環境配慮、人権配慮にも積極的に取り組んでいます。こうした活動を「事業と一体

化した戦略的 CSR」として進めています。 

 

 

被災地支援プロジェクトの“One World プロジェクト”ロゴ 
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■「お手入れ支援サービス」の概要 

 

◆対象者：「One World プロジェクト」から医療向けウィッグの提供を受け、「カツラお手入れカード」を所有し

ている方。 

◆延長期間：2014 年 7 月 1 日（火）～2016 年 6 月 30 日（木）  

※初回期間は 2012 年 7 月 1 日（日）～2014 年 6 月 30 日（月） 

◆内容：ウィッグのシャンプーやカットなどのお手入れサービスを通常価格の半額で提供。 

 

＜対象となる店舗一覧＞ 下記の東北 6 県にある、アデランス店舗と病院内美容室 

●青森県 

・アデランス青森 青森市新町 2-1-11 EST ビル 6F （TEL：017-734-9696） 

・アデランス八戸 八戸市大字三日町二番地 青銀・明治安田ビル 8F （TEL：0178-44-9696） 

・アデランス弘前 弘前市大字駅前町 8-1 大町タウンビル 4F （TEL：0172-34-9696） 

●岩手県 

・アデランス盛岡 盛岡市盛岡駅前通 15-16 SS ビル 5F （TEL：019-651-9696） 

・アデランス一関 一関市大手町 1-5 耕栄第二ビル 4F （TEL：0191-23-9696） 

●秋田県 

・アデランス秋田 秋田市中通 2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル 2F （TEL：018-832-9696） 

・アデランス横手 横手市前郷二番町 4-19 パッシーナビル 2F （TEL：0182-33-9696） 

●宮城県 

・アデランス仙台 仙台市青葉区中央 3-1-22 エキニア青葉通り 5F （TEL：022-227-7041） 

・アデランス古川 大崎市古川駅前大通 1-5-15 共栄舎ビル 3F （TEL：0229-91-9660） 

●山形県 

・アデランス山形 山形市香澄町 2-2-31 カーニープレイス山形 9F （TEL：023-622-9696） 

・アデランス酒田 酒田市幸町 1-3-1 第一庄交ビル 5F （TEL：0234-24-9696） 

・アデランス米沢 米沢市大町 4-5-30 鈴木ビル 2F （TEL：0238-23-9696） 

●福島県 

・アデランス福島 福島市栄町 6-1 エスタビル 3F （TEL：024-523-2125） 

・アデランス郡山 郡山市駅前 1-6-5 ピースビル郡山 7F （TEL：024-922-9696） 

・アデランスいわき いわき市平字三町目 24 クオリティ 21 ネモトいわき駅前ビル 7F （TEL：0246-25-9696） 

・アデランス会津若松 

会津若松市中央 3-6-32 酒井ハウジングビル 2F （TEL：0242-22-9696） 

 

●病院内美容室 

・仙台医療センター店 

仙台市宮城野区宮城野 2-8-8 仙台医療センター東西病棟地階 （TEL：022-292-2181） 

・福島医科大店 福島市光が丘一番地 福島県立医科大学付属病院 1 階 （TEL：024-547-2325） 

 

 

 

 

 

＜この件のお問い合わせ先＞ 

株式会社アデランス 広報 IR 室 

TEL：03-3350-3268 FAX：03-3352-9628 

アデランス ホームページ：http://www.aderans.jp 

フォンテーヌ ホームページ：http://www.fontaine.jp 

アデランス CSR ホームページ：http://www.aderans.com/csr/ 

 

http://www.fontaine.jp/

