
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R01.10.01 保保所環 第7792号 ＴＯＭＹ さいたま市大宮区宮町1-21 カーサ田中101号 ※ リタ株式会社 代表取締役 高橋　宙 埼玉県川口市芝5-18-2 ライフピア301 048-432-4629

R01.10.03 保保所環 第8278号 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＭＯＮＭＡ さいたま市浦和区上木崎1-10-1 グランディオ北街区102 048-708-3639 門間　尚基 ※ ※

R01.10.03 保保所環 第8184号 美容室ＬＡＬＡ さいたま市見沼区大和田町2-1307-5 048-686-8282 菅野　陽二 ※ ※

R01.10.03 保保所環 第8170号 美容室デフィー さいたま市見沼区南中丸25-6 048-686-6300 藤井　五郎 ※ ※

R01.10.07 保保所環 第8367号 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｐａｌｍ さいたま市中央区下落合1088-18 048-822-0533 合同会社ｐａｌｍ 代表社員 村井　隆芳 さいたま市浦和区上木崎1-9-19 永楽ビル2階 048-822-0533

R01.10.08 保保所環 第8444号 ＨＡＳＡＭＩ さいたま市南区文蔵2-5-22 048-711-6826 株式会社ｅｖｅｒ 代表取締役 絵鳩　一樹 さいたま市南区文蔵2-5-22 048-711-6826

R01.10.09 保保所環 第8497号 Ｒａｄｄｉｕｍ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ さいたま市浦和区常盤1-5-1 吉岡ビル1F 048-711-2139 株式会社Ｓｕｎｎｙ　ｓｐｏｔ　ｗｏｒｋｓ 代表取締役 松浦　和幸 さいたま市浦和区常盤1-5-1 吉岡ビル1F 048-711-2139

R01.10.11 保保所環 第8577号 Ｎｏａ北浦和店 さいたま市浦和区常盤9-19-9 武蔵野ビル1F 048-767-3410 株式会社Ｎｏａ 代表取締役 貝瀬　純 さいたま市大宮区仲町2-24-4 仲町F1ビル4F 048-699-0055

R01.10.16 保保所環 第8640号 美容室ＧＲＥＥＮ さいたま市西区西遊馬1272-3 048-729-6373 山田　康晴 ※ ※

R01.10.17 保保所環 第8660号 プライベートサロン　ＣｈｏｕＣｈｏｕＥｒｉ さいたま市南区別所2-6-19 小川第一ビル201 048-627-1741 伊藤　恵梨子 ※ ※

R01.10.21 保保所環 第8855号 ブランコ さいたま市浦和区常盤10-12-16-1F 048-831-3877 貝塚　知哉 ※ ※

R01.10.21 保保所環 第8839号 美容室吉村 さいたま市大宮区土手町3-247 048-644-8644 吉村　眞弓 ※ ※

R01.10.21 保保所環 第8568号 Ｇｏｏｄ‐Ｌｕｃｋ さいたま市岩槻区加倉2-2-12 048-708-3795 坂巻　裕美 ※ ※

R01.10.25 保保所環 第9067号 美容室　ミント さいたま市西区佐知川6-1 048-623-4664 久國　尚美 ※ ※

R01.10.28 保保所環 第9138号 カラーアソートセピア さいたま市浦和区東仲町11-23 ヤハタビル1F 048-884-4445 有限会社世飛亜 代表取締役 小野田　博次 さいたま市南区大字太田窪3516-9 048-883-7117

R01.10.29 保保所環 第9291号 ＥＹＥ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ　Ａｌｅ さいたま市緑区東浦和4-1-24 EXビルⅢ301号室 080-6135-0849 青山　絢香 ※ ※

［施設一覧］令和元年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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R01.11.06 保保所環 第9245号 ｅｎｃｈａｎｔｅｒ さいたま市岩槻区本町1-7-24 Cemetery　Front
Iwatsuki201号室 090-8441-9313 志賀　知美 ※ ※

R01.11.07 保保所環 第9493号 ＡＮＹ さいたま市大宮区大門町3-197 星野第2ビル1F 048-729-4688 株式会社ＡＮＹ 代表取締役 岡田　謙治 東京都渋谷区神宮前4-5-12 セピア原宿B1F 03-6804-3014

R01.11.11 保保所環 第9642号 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｏｌｉ‐ｏｌｉ　ｅｌｕａ さいたま市浦和区上木崎1-9-19 エムズアインス2F 048-767-7304 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 代表取締役 岡本　雅幸 さいたま市大宮区東町1-117 048-866-8507

R01.11.14 保保所環 第9815号 クリスタルヴィーナス さいたま市緑区東浦和2-49-8 ダイアモンドステイツ104 048-711-5393 森迫　佳子 ※ ※

R01.11.15 保保所環 第9913号 ＫＩＵ さいたま市中央区大戸6-11-15 ゼルコバ611 2F東 048-789-7819 畑　康介 ※ ※

R01.11.21 保保所環 第10076号 ＥＹＥＬＡ　大宮店 さいたま市大宮区宮町1-31 石丸ビル3F 048-658-1755 株式会社ＧＫ 代表取締役 武石　淑 さいたま市大宮区宮町1-31 石丸ビル3F ※

R01.11.22 保保所環 第10047号 俺の美容室 さいたま市南区四谷1-4-3 鈴木ビル1F 048-839-5112 渡辺　利郎 ※ ※

R01.11.27 保保所環 第10286号 ｕ さいたま市緑区大門752 1F 050-1098-1103 髙橋　愛 ※ ※

R01.11.29 保保所環 第10269号 Ｎｏａ さいたま市見沼区東大宮5-6-17 ボーラ東大宮1F 048-793-4040 永山　貴文 ※ ※

［施設一覧］令和元年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

R01.12.02 保保所環 第10288号 ＴＥＡＲＡ さいたま市見沼区風渡野650-3 大島ビル1F 048-878-8282 伊賀　達哉 ※ ※

R01.12.03 保保所環 第10649号 Ｂｅｃｋｙ　Ｌａｓｈ大宮東口店 さいたま市大宮区大門町2-2-2 丸藤ビル3F 048-782-7730 株式会社Ｂｅｃｋｙ　Ｌａｓｈ　Ｔｏｋｙｏ 代表取締役 山田　実 東京都中央区銀座2-5-5 03-6263-0879

R01.12.05 保保所環 第10776号
埼玉高難易度縮毛矯正
　　　美容専科ベルウッド大宮 さいたま市大宮区仲町3-81 カーサデルリオ401 048-663-3009 鈴木　崇史 ※ ※

R01.12.06 保保所環 第10722号 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｌｉｍｕ‘ａ さいたま市浦和区東仲町18-7 Creceto1F 048-789-6661 井口　和也 ※ ※

R01.12.12 保保所環 第10929号 ヘアーメイク　オリオリ さいたま市大宮区東町1-117 ATビル1F 048-645-8807 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 代表取締役 岡本　雅幸 さいたま市大宮区東町1-117 048-645-8807

R01.12.16 保保所環 第11062号 ポエラヴァ さいたま市北区本郷町1134-101 048-699-1609 株式会社ハッピースパイス 代表取締役 柴田　拓也 さいたま市北区本郷町1134 048-627-9792

R01.12.17 保保所環 第11127号 びようしつ　楽造 さいたま市北区奈良町14-9 048-776-9117 黒川　雅子 ※ ※

R01.12.19 保保所環 第11148号 美容室モダンタイム さいたま市桜区白鍬205-1 戸張住設ビル1階 048-855-5800 長岡　ひとみ ※ ※

R01.12.24 保保所環 第11167号 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｈｅｔａ さいたま市大宮区桜木町1-159 第1ホクシンビル3階 048-783-2277 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 ※

R01.12.25 保保所環 第11411号 Ｒａｆｔ さいたま市大宮区仲町3-76 フジックス仲町ビル1F 048-657-2877 株式会社Ｒａｆｔ 代表取締役 横尾　勇人 さいたま市大宮区仲町3-76 フジックス仲町ビル1階 048-657-2877

R01.12.26 保保所環 第11427号 ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　ＭＯＯＲ さいたま市大宮区大門町3-197 星野第2ビル404 048-871-6459 荘司　歩美 ※ ※

R01.12.26 保保所環 第11410号 ヘアガーデン　イディアル さいたま市南区辻8-16-9 ※ 木幡　文香 ※ ※

R01.12.27 保保所環 第11568号 ＲＥＤＥＡＬ さいたま市大宮区宮町2-8-1 5F ※ 中村　雄樹 ※ ※

R01.12.27 保保所環 第11567号 ＲＥＤＥＡＬ さいたま市大宮区宮町2-8-1 4F ※ 中村　雄樹 ※ ※

R01.12.27 保保所環 第11575号 ｓｏｌａ さいたま市大宮区大門町3-108-6-101 048-782-9939 金子　広行 ※ ※

［施設一覧］令和元年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


