
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H31.01.04 保保所環 第11569号 フレイムス　大宮駅　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町2-56-2 宮崎大宮ビル1F 048-871-7187 株式会社フレイムス 代表取締役 舟津　隆一 埼玉県川口市並木3-4-4 小林ビル1F 048-256-0311

H31.01.08 保保所環 第11638号 Ｅ．Ｌ．Ｆ さいたま市大宮区大門町2-4 小倉ビル3F 048-780-2116 中村　英和 ※

H31.01.09 保保所環 第11714号 ル　パルファン　むさし浦和店 さいたま市南区別所7-2-1 ファーストタワー1F 048-844-5077 川村　大輔 ※

H31.01.18 保保所環 第11723号 ヘア・ディレクション　リラ さいたま市浦和区上木崎6-36-7 鈴木ビル1F 048-831-7149 長濵　静子 ※

H31.01.22 保保所環 第12284号 ヘアカラー専門店ｆｕｆｕ　ベルクスモール浦和南店 さいたま市南区内谷7-13-8 ベルクスモール浦和南1F 048-711-8748 株式会社Ｆａｓｔ　Ｂｅａｕｔｙ 代表取締役 髙 　賢 東京都港区芝大門1-3-11 03-4405-9222

H31.01.28 保保所環 第12597号 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｉｎａ さいたま市大宮区宮町2-24 Kビル3階 048-778-9007 株式会社Ｒｏｚｉｎａ 代表取締役 小澤　大輔 さいたま市西区三橋6-501-5 ※

H31.01.30 保保所環 第12679号 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＪＵＡ さいたま市岩槻区岩槻6783-4 048-708-4034 後藤　宏美 ※

※

※

※

※

［施設一覧］平成31年1月1日～1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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H31.02.01 保保所環 第12921号 アンビアンテ さいたま市浦和区高砂2-2-22 中野ビル2F 048-834-7677 小池　和歌 ※ ※

H31.02.01 保保所環 第12813号 ｅｎｏｗａハナレ さいたま市浦和区仲町3-2-1 浦和仲町スカイマンション102 - 株式会社ｅｎｏｗａ 代表取締役 清水　卓也 さいたま市浦和区仲町3-2-1 浦和仲町スカイマンション105 048-799-3708

H31.02.05 保保所環 第12916号 アイラッシュサロン　フェリス さいたま市大宮区宮町2-4 宮町2丁目ビル4F 048-658-3858 大槻　みお ※ ※

H31.02.05 保保所環 第12930号 アイラッシュサロン　フェリス　～ｕｒａｗａ～ さいたま市浦和区東高砂町9-20 048-762-3935 大槻　みお ※ ※

H31.02.05 保保所環 第12709号 ヘアカラー専門店ｆｕｆｕ　クイズゲート浦和店 さいたま市緑区中尾3720 048-762-8134 株式会社Ｆａｓｔ　Ｂｅａｕｔｙ 代表取締役 髙 　賢 東京都港区芝大門1-3-11 03-4405-9222

H31.02.08 保保所環 第13388号 ａｒｉｍｏ　ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ さいたま市浦和区上木崎1-2-19 1F 048-711-3329 渡辺　亮太 ※ ※

H31.02.08 保保所環 第13332号 ｆｕｎｎｕｆｕｎｎｕ さいたま市南区鹿手袋2-1-6 1F 048-789-7278 安田　兆児 ※ ※

H31.02.12 保保所環 第13466号 ｆａｉｒｙｔａｌｅ さいたま市大宮区東町2-244 メゾン・ブランシュ201 ※ 福島　美由紀 ※ ※

H31.02.12 保保所環 第13455号 ヘアーメイク　アース さいたま市浦和区高砂2-2 浦和県庁通りビル2F 048-814-1162 株式会社バグース 代表取締役 本間　義剛 東京都渋谷区渋谷2-1-1 03-5485-7331

H31.02.12 保保所環 第13458号 ヘアーメイク　アース　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和4-3-18 1F 048-823-9380 株式会社バグース 代表取締役 本間　義剛 東京都渋谷区渋谷2-1-1 03-5485-7331

H31.02.19 保保所環 第13784号 ｍａｒｒｙ大宮店 さいたま市大宮区宮町1-46 大宮蓮見ビル3F 048-788-1169 株式会社ｍａｒｒｙ 代表取締役 堀屋敷　貴之 東京都渋谷区代々木2-20-12 呉羽小野木ビル2階 03-6304-2311

H31.02.21 保保所環 第14019号 Ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ＶＡＮＩＬＬＡ さいたま市見沼区深作2-1-1 048-747-6330 金井　麻美 ※ ※

H31.02.27 保保所環 第14250号 ヘアレスキューつや髪　武蔵浦和西口店 さいたま市南区四谷3-1-3 セピアハイツ小林1階 048-711-1413 合同会社つや髪 代表社員 川島　亨夫 さいたま市南区白幡1-4-1 ※

H31.02.28 保保所環 第14353号 Ｆａｍｉｌｌｅ～ふぁみーゆ～ さいたま市見沼区東門前64-5 エムエムビル101号 048-876-8303 豊田　美咲 ※ ※

H31.02.28 保保所環 第14338号 美容室ラピス・ラズリ さいたま市北区宮原町3-279-8 048-666-3965 大渕　智江 ※ ※

H31.02.28 保保所環 第14273号 Ｏｒｃａ さいたま市西区西大宮4-18-6 080-9535-6846 大塚　幸子 ※ ※

H31.02.28 保保所環 第14248号 ｉｄｅａｌ さいたま市大宮区桜木町1-4-2 ジェルパビル4F-ｂ 048-782-4424 株式会社Ｒ．ｂｅａｕｔｅ 代表取締役 川端　愛恵 さいたま市大宮区桜木町2-7-3 048-782-4424

［施設一覧］平成31年2月1日～2月28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

H31.03.01 保保所環 第14251号 トラント　南浦和店 さいたま市南区南浦和2-44-7 BEIS南浦和ビル2階 048-887-4511 有限会社シュドゥ企画 取締役 寺内　洋子 埼玉県北本市二ツ家1-291 048-778-2022

H31.03.04 保保所環 第14440号 ｅｉｔｃＨ　南浦和 さいたま市南区大谷場2-12-1-1F 048-711-9889 橋本　晃一 ※ ※

H31.03.05 保保所環 第14473号 Ｗ　ＥＹＥ　ＢＥＡＵＴＹ さいたま市浦和区東仲町10-2 IKビル1F 048-711-8742 有限会社松栄美粧 代表取締役 松木　淳一 東京都荒川区町屋5-5-18 03-3800-6366

H31.03.06 保保所環 第14630号 ＴＲＵＴＨ宮原店 さいたま市北区宮原町3-824-1 宮原駅ビル2F 048-653-6411 株式会社トゥルース 代表取締役 天野　雅晴 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町2-14-3 トゥルースビル3階 047-441-7071

H31.03.06 保保所環 第14571号 ＬｏｕＬｏｕ　ｈａｉｒ さいたま市浦和区岸町7-2-9 クレドール岸町101 048-767-3369 Ｒｅｌａｔｏ合同会社 代表社員 上村　盛仁 東京都板橋区上板橋1-3-6 ※

H31.03.18 保保所環 第14999号 美容室　ビダン さいたま市南区四谷1-2-2 048-762-7179 有限会社緋丹 取締役 青木　理江 さいたま市南区四谷1-2-2 048-762-7179

H31.03.22 保保所環 第15307号 かがやき （営業地域）さいたま市全域 048-661-5686 石川　明美 ※ ※

H31.03.26 保保所環 第15384号 まつ毛エクステサロン　ＦＥＬＩＣＥ さいたま市浦和区仲町2-1-3-101 048-829-9308 フェリース合同会社 代表社員 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-22-18 03-5483-5310

H31.03.26 保保所環 第15358号 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｕｎ さいたま市大宮区桜木町2-400 東京殖産ビル第3　1階 - 木曽　主博 ※ ※

H31.03.28 保保所環 第15203号 ｃｉｌｃｈｅ さいたま市大宮区大門町1-63-1 栗橋ビル2Fb 048-780-2781 株式会社ｎ．ｓｏｌｅｉｌ 代表取締役 浜本　光也 さいたま市大宮区大門町1-63-1 ※

H31.03.29 保保所環 第15692号 トータルビューティー　ｓｏｎｒｉｓａｂｉｅｎ さいたま市大宮区宮町2-24 Kビル5F 048-637-8528 王　叢蓉 ※ ※

［施設一覧］平成31年3月1日～3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

ツギノテ合同会社　職務執行者　百瀬　零士


