
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.04.04 保保所環 第15142号 クイックカットBBコモディイイダ七里店 さいたま市見沼区東門前55-1 コモディイイダ七里店1階 048-872-7227 株式会社星野石油店 代表取締役 星野　学 0278-25-9377

H30.04.05 保保所環 第15151号 ｉｌ　ｒｅｇａｌｏ さいたま市浦和区仲町3-3-11 skye浦和仲町1階 048-764-9991 渡邊　典昭 ※ ※

H30.04.11 保保所環 第502号 Ｐｒｏｄｕｃｅ さいたま市見沼区深作3-44-8 048-688-2028 大森　郁子 ※ ※

H30.04.24 保保所環 第1053号 Ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　Ｌｉｃｏ さいたま市緑区中尾3128 アムールB　101号室 080-4716-0528 安藤　香澄 ※ ※

H30.04.24 保保所環 第1044号 ｍｏｉ さいたま市大宮区宮町2-115 大畑ビル2F 048-871-9573 株式会社ワンステップフューチャー 代表取締役 坂本　義信 048-871-9573

H30.04.27 保保所環 第1415号 ｖｅｎｔｉｅ さいたま市大宮区桜木町1-1-21 2F 048-783-4408 株式会社ｖｅｎｔｉｅ 代表取締役 軽部　夏美 048-783-4408

施設所在地 開設者 開設者住所

群馬県利根郡片品村大字東小川3389-1

さいたま市大宮区宮町2-115

埼玉県川越市旭町1-8-5

［施設一覧］平成30年4月1日～4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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.05.02 保保所環 第1647号 Ｐｒｏｃｈｅ さいたま市大宮区宮町2-8-2 第9松ビル4F B 048-779-8075 株式会社ＢＵＭＰ 代表取締役 江上　弘明 東京都渋谷区広尾5-25-8 501 03-6263-0408

H30.05.02 保保所環 第1468号 ＨＡＩＲ　風姿花伝 048-767-4259 青木　涼子 ※

H30.05.02 保保所環 第1646号 Ｌａｕ　Ｂｌｏｓｓｏｍ　大宮西口店 048-650-0025 株式会社ロコライフクリエーション 代表取締役 村田　健太郎 03-3968-2636

H30.05.02 保保所環 第1533号 ＬＯＯＰ　ＷＥＳＴ さいたま市大宮区桜木町2-5-4 大宮エフビル 048-658-5002 株式会社Ｌｏｏｐ 代表取締役 谷田　新一郎 048-541-2183

H30.05.07 保保所環 第1715号 ｔｏｔｏ･:･ｔｏｋｉ さいたま市大宮区吉敷町4-29-1 ロイヤルブルーム201 048-783-3910 株式会社ｔｏｃｃａｔｕｔｔｏ 代表取締役 藤本　裕之 さいたま市大宮区仲町3-48-1 小林ビル1F 048-643-8720

H30.05.09 保保所環 第1747号 ＭＯＲＩＯ　ＦＲＯＭ　ＬＯＮＤＯＮ　大宮店 048-649-8540 株式会社ジャロ 代表取締役 河元　盛雄 03-3926-2141

H30.05.10 保保所環 第1767号 ｃｏｔｏｎｏＨａ　ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ さいたま市大宮区東町2-16 クリーンビル秋谷1F 048-783-3833 株式会社コトノハ 代表取締役 佐野　俊朗 さいたま市大宮区東町2-16 クリーンビル秋谷1F 048-783-3833

H30.05.15 保保所環 第1997号 美容室フレレ　さいたま三室店 さいたま市緑区三室1522-2 グリーン宿中1F 050-5327-7861 トイパーク株式会社 代表取締役 岩見　武 048-788-4088

H30.05.15 保保所環 第1936号 ＣＡＬＭＡ さいたま市大宮区吉敷町2-108-8 香留加屋ビル2F - 秦　広樹 ※

H30.05.15 保保所環 第1937号 ＣＡＬＭＡ さいたま市大宮区吉敷町2-108-8 香留加屋ビル3F - 秦　広樹 ※

H30.05.15 保保所環 第1925号 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｎｏＬａｓ さいたま市桜区西堀6-14-24 1F 080-2595-5351 花澤　和美 ※

H30.05.16 保保所環 第2023号 ブルージュ 048-839-1993 加藤　茂子 ※

H30.05.18 保保所環 第2208号 ＣＯＣＯＲＵ ※ 清水　茜 ※

H30.05.22 保保所環 第2277号 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 048-829-9705 関　豊 ※

H30.05.23 保保所環 第2343号 Ｅｌｅａｎｏｒ　大宮 さいたま市大宮区宮町1-56 ヤマギシビル2階 048-778-9240 株式会社ｍｉｒｒｏｒ　ｂａｌｌ 代表取締役 中野　剛志 東京都品川区上大崎3-10-50 03-6459-3123

施設所在地 開設者 開設者住所

※

［施設一覧］平成30年5月1日～5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

※

さいたま市桜区上大久保636-13

さいたま市大宮区桜木町2-8-4

さいたま市大宮区大門町1-19-1

さいたま市桜区西堀1-6-1

さいたま市見沼区中川591-1

さいたま市南区文蔵2-3-3-101

※

※

※

※

東京都板橋区常盤台2-5-4

埼玉県鴻巣市加美2-7-9

東京都中野区上鷺宮2-10-28

さいたま市北区宮原町3-219

※



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.06.01 保保所環 第2612号 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＳＷＩＴＣＨ さいたま市桜区道場3-15-14 サツキハイム93 048-799-3812 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 代表取締役 髙橋　将人 さいたま市桜区道場3-15-14 102号室 048-799-3812

H30.06.04 保保所環 第2865号 Ｃｈｏｋｉ　Ｐｅｔａ　与野本町店 さいたま市中央区本町東2-3-11 048-851-1515 株式会社スタイルデザイナー 代表取締役 置塩　圭太 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 045-680-5321

H30.06.04 保保所環 第2843号 Ｍａｉｓｏｎ　ｖｉｌｌａ さいたま市浦和区常盤1-3-9 ロイヤルプラザ常盤1階 048-824-2122 髙雄　篤史 ※ ※

H30.06.08 保保所環 第3159号 プロカラーカレン　フードガーデン宮原東口店 さいたま市北区宮原町2-88-3 ※ 株式会社　バッカスター 代表取締役 星野　修一 静岡県焼津市東小川5-16-3 054-628-5100

H30.06.08 保保所環 第3126号 美容室アトリエ・カズヒコ さいたま市北区日進町1-63-11 090-8563-5511 阪口　一彦 ※ ※

H30.06.12 保保所環 第3248号 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｍｏｒｅ さいたま市浦和区東高砂町14-6 キャンティビル3F 090-1837-6508 橋本　のぞみ ※ ※

H30.06.14 保保所環 第3380号 ｌｉｌｏｕ．ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ さいたま市浦和区高砂2-3-5 L'Arte102 048-716-2018 永澤　結香 ※ ※

H30.06.14 保保所環 第3352号 ＬＵＭＩＮＡ　Ｒｅｌａｘ＆Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ さいたま市大宮区宮町1-85 オハナビル2F 048-708-1455 山田　雅子 ※ ※

H30.06.21 保保所環 第3765号 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｕｍｉｅｒｅ さいたま市北区東大成町2-639 A棟 048-779-8341 鈴木　宣子 ※ ※

H30.06.26 保保所環 第3963号 Ｄｉａ　Ｒｉｌｙ さいたま市浦和区東仲町17-2 048-813-2007 大西　達哉 ※ ※

H30.06.26 保保所環 第3900号 ＡＣＴ　ｔｈｅ　ＦｏｏＬ さいたま市大宮区宮町3-1 080-4808-0038 玉木　翔平 ※ ※

H30.06.28 保保所環 第4131号 アイズ大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町2-7-7 テテュスビル4階 048-778-9555 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

［施設一覧］平成30年6月1日～6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


