
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.10.02 保保所環 第8245号 ｌａｇｏｏｎ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ さいたま市大宮区上小町462 シティーパルサイトー1B 048-877-0624 株式会社ｌａｈａｌｏ 代表取締役 澁谷　みず樹 さいたま市大宮区上小町462 048-877-0624

H30.10.02 保保所環 第8134号 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ｃａｓａ　浦和店 さいたま市浦和区東仲町17-1 ソレイユ浦和Ⅱ2F 048-755-9299 加藤　瑛 ※ ※

H30.10.04 保保所環 第8408号 ｓｏｉ さいたま市南区南本町1-11-15 048-789-7855 合同会社キナリ 代表社員 武井　俊明 さいたま市南区南浦和2-41-1 048-816-9411

H30.10.17 保保所環 第8774号 ｃｙｅｚ さいたま市大宮区宮町2-116 Ichinomiya BLDG.201 048-645-7208 島村　順子 ※ ※

H30.10.22 保保所環 第8946号 ｈｉｍａｒｉ さいたま市浦和区東高砂町27-12 1F 048-711-3845 角田　英樹 ※ ※

H30.10.22 保保所環 第8848号 チェリーブラッサム さいたま市北区東大成町1-258 ＊ 金澤　幸男 ※ ※

H30.10.25 保保所環 第9099号 Ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　Ｒｏｌｄ さいたま市北区本郷町586 048-871-6090 ロルドコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 中西　利博 富山県富山市古沢410-2 076-471-6530

H30.10.29 保保所環 第9083号 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｎｉｃｏ さいたま市大宮区大門町3-195 2F 048-779-8547 有限会社サポートコーポレーション 代表取締役 内山　雅行 さいたま市西区プラザ63-20 048-622-5767

［施設一覧］平成30年10月1日～10月31日に確認を受けた美容所 ※個人情報に該当するため不開示

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所

＊開設者の要望により不開示



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.11.05 保保所環 第9419号 プライベートサロンＫＯｔｉ さいたま市見沼区深作1-17-5 048-687-3278 髙橋　こずえ ※ ※

H30.11.09 保保所環 第9720号 ｆａｒｂｅｌｌ さいたま市大宮区東町1-114-2 048-871-8835 鈴木　浩二 ※ ※

H30.11.13 保保所環 第9834号 Ｃｈｏｃｏｌａｔ（ショコラ） さいたま市見沼区東大宮4-64-11 ラウンドヒルズ1階D号室 048-611-8383 秋山　綾香 ※ ※

H30.11.13 保保所環 第9767号 美容室　ビダン さいたま市南区四谷1-2-2 048-762-7179 青木　理江 ※ ※

H30.11.19 保保所環 第9996号 ひぐち美容室 さいたま市緑区中尾1425 048-873-9689 樋口　茂宣 ※ ※

H30.11.20 保保所環 第10053号 Ｊｕｌｉｅｔｔａ　ｒｏｏｍ’ｓ さいたま市大宮区桜木町4-123-3 048-648-9039 株式会社ｂｌａｎｃ　ｌｏｔｕｓ 代表取締役 和田　早織 さいたま市大宮区桜木町4-182-1 048-782-8300

H30.11.21 保保所環 第10109号 まつげサロンＡｎｇｅｌｉｑｕｅ さいたま市大宮区東町1-89-9 コワーキングオフィス24-2F 080-2371-0684 株式会社ルーフィー８ 代表取締役 山内　浩美 さいたま市大宮区東町1-89-9 コワーキングオフィス24-1F 048-658-4444

H30.11.22 保保所環 第10225号 カットルームカラー与野本町店 さいたま市中央区下落合5-10-9 048-853-5651 遠藤　孝輔 ※ ※

H30.11.22 保保所環 第10172号 ｓｉｇｎｅｔ さいたま市中央区下落合1052-3 048-789-7890 佐藤　達徳 ※ ※

H30.11.22 保保所環 第10111号 Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｒａｂｂｉｔ さいたま市大宮区大門町3-191-1 今井ビル602 048-783-5282 村井　里江 ※ ※

［施設一覧］平成30年11月1日～11月30日に確認を受けた美容所 ※個人情報に該当するため不開示

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.12.03 保保所環 第10556号 ＣＨＡＮＣＥ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ さいたま市浦和区東仲町25-5 4F 048-762-7704 有限会社カロエ 代表取締役 小野寺　洋二 埼玉県鴻巣市笠原1104 048-541-8687

H30.12.04 保保所環 第10652号 Ｍｉｃｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ さいたま市北区宮原町2-16-18 川人ビル2F 048-871-9031 中村　力 ※ ※

H30.12.05 保保所環 第10723号 Ｄｅａｒｓ さいたま市南区南本町2-21-11 メゾン中尾第3 048-717-4278 穴澤　勝 ※ ※

H30.12.06 保保所環 第10721号 Ｂｅａｕｔｙ　ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　ＡＮ　ＬＡＳＨ さいたま市岩槻区西町3-6-9-2 048-758-6474 村瀬　良子 ※ ※

H30.12.07 保保所環 第10802号 ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ　ＭＡＳＳＩＶＥ　大宮 さいたま市大宮区大門町3-64 プロスパー大宮1F 048-783-3476 株式会社ＭＡＳＳＩＶＥ 代表取締役 権田　祐介 さいたま市大宮区大門町3-64 プロスパー大宮1F 048-783-3476

H30.12.19 保保所環 第11107号 ｇｏｅｎ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ さいたま市中央区下落合1066-2 クリスタルレジデンス1F 048-755-9542 株式会社ｇｏｅｎ 代表取締役 関　正和 さいたま市中央区下落合1066-2 クリスタルレジデンス1F 048-755-9542

H30.12.25 保保所環 第10767号 ホメオスタイル大宮 さいたま市大宮区高鼻町1-31-1 TOPSﾋﾞﾙ1F 048-649-6766 株式会社ナノスタイル 代表取締役 岩本　一仁 東京都港区芝大門1-10-11 03-6895-1140

H30.12.25 保保所環 第11166号 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｔｏ・ｍｅ さいたま市中央区本町東3-5-1 1F - 冨塚　かおり ※ ※

H30.12.25 保保所環 第11168号 らかんスタジオ　東大宮ハレノテラス店 さいたま市見沼区島町393 048-682-3050 株式会社らかんスタジオ 代表取締役 鈴木　観 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-4-11 0422-21-2111

H30.12.25 保保所環 第11167号 まつげエクステサロン　アビオ北浦和店 さいたま市浦和区常盤9-32-28 荘栄第一ビル3階 048-799-3969 株式会社アイエフラッシュ 代表取締役 南　まゆ子 さいたま市南区白幡4-29-5 048-789-7630

H30.12.26 保保所環 第11389号 サロン　ド　ラピス さいたま市北区宮原町3-271 フィオーレイムス205号室 ※ 渡辺　飛鳥 ※ ※

H30.12.28 保保所環 第11438号 ＥＹＥＬＡＳＨ　ＳＡＬＯＮ　Ａｍｂｅｒ さいたま市南区南浦和2-28-16 ハイグレード南浦和502 ※ 松原　亜梨沙 ※ ※

H30.12.28 保保所環 第11435号 Ｔｗｏ：Ｃ／ｃ さいたま市南区鹿手袋6-6-1 PASSAGE　A号 048-705-0061 大山　恵美子 ※ ※

［施設一覧］平成30年12月1日～12月31日に確認を受けた美容所 ※個人情報に該当するため不開示

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所


