
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H31.04.01 保保所環 第15552号 美容室ＴＢＫ東大宮店 さいたま市見沼区東大宮4-18-7 1階 048-871-7009 鈴木　徳 ※

H31.04.02 保保所環 第23号 ダイヤモンドアイズ さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ2F 048-611-8397 株式会社ダイヤモンドアイズ 代表取締役 黒沼　泉 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 03-6452-5888

H31.04.04 保保所環 第202号 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ さいたま市南区内谷7-3-29 西浦和ハイツ102号室 090-8048-3877 齊藤　絵梨 ※

H31.04.04 保保所環 第199号 インパクトヘアー さいたま市中央区鈴谷2-634-1-103 ※ 桐原　貴広 ※

H31.04.09 保保所環 第428号 Ｌ’ｅｍｂｅｌｌｉｅ さいたま市浦和区東高砂町26-15 1F － 宮本　明浩 ※

H31.04.10 保保所環 第344号 お家美容室 さいたま市見沼区片柳1469-30 048-687-0432 渡曾　幸美 ※

H31.04.17 保保所環 第883号 ＩＲＩＥ さいたま市大宮区桜木町2-8-7 シャトルウエスト202 048-782-6110 岡野　香織 ※

H31.04.19 保保所環 第650号 アイラッシュサロン　リリー さいたま市中央区下落合1031-1 エムティビル202 048-637-2613 ｍｉｘｅｌｌ株式会社 代表取締役 坂口　朋博 さいたま市中央区新中里4-12-9 コスモ与野中央公園304号室 048-678-3770

H31.04.23 保保所環 第930号 ｅｃｏｌｕａ　ｈａｉｒ さいたま市浦和区北浦和1-11-19 エソールビルⅡ1階 048-708-4533 森　康仁 ※

H31.04.24 保保所環 第1197号 Ｌｏｎｄ　ｐａｒｔｉｒ さいたま市大宮区桜木町1-188-1 3F － 株式会社Ｌｏｎｄ 代表取締役 斉藤　信太郎 東京都中央区銀座2-8-19 2F 03-5579-9697

H31.04.26 保保所環 第1406号 Ｍａｔｉｌｄａ さいたま市大宮区上小町202 マンショントマキ201 ※ 橋本　麻美 ※

※

※

※

※

※

※

※

※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］平成31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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R01.05.01 保保所環 第1470号 菊池美容室 さいたま市北区宮原町4-116-28 048-652-3214 有限会社菊池 代表取締役 菊池　明充 さいたま市北区奈良町110-17 048-652-2012

R01.05.08 保保所環 第1779号 ファミリーカットツインズ さいたま市中央区本町東2-12-4 048-717-7405 内田　美由紀 ※ ※

R01.05.10 保保所環 第1960号 スマイルカラー大宮西店 さいたま市西区三橋6-607-13 イオン大宮西4階 048-778-7739 株式会社錬磨 代表取締役 木村　稔 埼玉県鴻巣市上生出塚745-57 048-543-8800

R01.05.13 保保所環 第1980号 ａｔｅｌｉｅｒ　ＮＡＬＵ さいたま市見沼区東大宮4-26-3 鯨井ビル1F 048-717-3405 河村　卓 ※ ※

R01.05.14 保保所環 第2045号 メリー美容室 さいたま市大宮区桜木町4-981 048-641-3203 猪山　紀久江 ※ ※

R01.05.14 保保所環 第2005号 ヘナサロン　シェルピンクプリュス さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビル101 048-824-5142 株式会社シェルピンクプリュス 代表取締役 西原　麻衣子 さいたま市浦和区仲町2-2-7 イチカワビルⅦ203 048-834-0375

R01.05.16 保保所環 第2166号 美容室　Ａｓｈｌｅｔｔｅ さいたま市岩槻区城南4-2-23 ※ 宮城　尚子 ※ ※

R01.05.16 保保所環 第2165号 ＭＡＲＯＴ さいたま市岩槻区本町5-7-8 048-872-6355 鈴木　まなみ ※ ※

R01.05.21 保保所環 第2272号 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ　Ｓａｉ さいたま市緑区東大門3-15-2 048-878-4866 坂本　健太朗 ※ ※

R01.05.23 保保所環 第2473号 ｍｏｌｌｅ さいたま市浦和区上木崎4-9-15 ヤオコー2F 048-767-3724 金子　順子 ※ ※

R01.05.29 保保所環 第2878号 Ｅｍｅｒｇｅ大宮西口【エマージュ大宮西口】大宮駅大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町1-188-1 大宮ニチエイビル2F 048-871-9008 株式会社Ｅｍｅｒｇｅ 代表取締役 清水　大輔 東京都町田市原町田4-11-4 03-6300-9908

R01.05.29 保保所環 第2780号 美容室アトリエ・カズヒコ さいたま市大宮区大成町3-506 ※ 阪口　一彦 ※ ※

R01.05.29 保保所環 第2749号 ｅｌｕ　ｐｉｃｏｔ さいたま市緑区大間木1539-11 048-873-8383 田中　喜継 ※ ※

R01.05.29 保保所環 第2618号 ＢＥＡＵＴＹ　ＰＬＵＳ　ｂｙ　Ａｎｙ さいたま市浦和区高砂3-6-16 RK浦和ビル3F 048-826-7017 合同会社ＢＥＡＵＴＹ　ＰＬＵＳ　ｂｙ　Ａｎｙ 代表社員 山田　武志 さいたま市浦和区高砂3-6-16 RK浦和ビル3階 048-826-7017

R01.05.29 保保所環 第2615号 ＮＥＥＬ さいたま市大宮区大門町3-71 大田ビル2F 048-643-2236 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

R01.05.31 保保所環 第3024号 Ｎｅｎｎｅｎ さいたま市見沼区東大宮4-7-3 048-783-5331 川端　直樹 ※ ※

R01.05.31 保保所環 第2893号 美容室ハッピー宮原店 さいたま市北区宮原町1-371 東屋ビル102 048-782-5978 株式会社ジャンプ企画 代表取締役 𠮷岡　佳吾 千葉県流山市大字東深井236-1 04-7170-0234

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和元年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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R01.06.04 保保所環 第3212号 ヘアードゥジップ さいたま市見沼区堀崎町526 048-685-8504 永瀬　幾久二 ※ ※

R01.06.05 保保所環 第3286号 サーパス さいたま市浦和区仲町1-5-2 田尾ビル3階 048-824-6669 有限会社サーパス 取締役 宮本　勝 さいたま市浦和区仲町1-5-16 048-824-6669

R01.06.05 保保所環 第3210号 チョキペタ　ビバモールさいたま新都心 さいたま市浦和区上木崎1-13-1 ビバモールさいたま新都心3F 048-823-8077 株式会社Ｃ＆Ｐ 代表取締役 置塩　圭太 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 045-222-7227

R01.06.11 保保所環 第3453号 ＬＩＰＰＳ大宮　２ｎｄ　ｆｌｏｏｒ さいたま市大宮区大門町2-94-1 福呂屋ビル2F 048-783-3444 株式会社リップス 代表取締役 的場　隆光 東京都渋谷区神宮前1-19-11 03-5468-0189

R01.06.12 保保所環 第3443号 Ｍｉｒｒｏｒ　ｈ さいたま市大宮区三橋2-965-7 ※ 関　亜矢子 ※ ※

R01.06.18 保保所環 第3554号 クレス　Ｎａｉｌ＆Ｅｓｔｈｅ さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F 048-845-1180 株式会社クレス 代表取締役 伊藤　史歩 東京都板橋区徳丸2-9-3 03-3937-6334

R01.06.27 保保所環 第4177号 ＬｉｎＧ． さいたま市南区辻4-7-14 ※ 林　舞 ※ ※

R01.06.28 保保所環 第4215号 Ｓａｆｅ　Ｂｅａｕ さいたま市南区南浦和3-46-2 マンションパール103 050-5328-9743 渡邉　佑典 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和元年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


