
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R01.07.02 保保所環 第4221号 アルティス さいたま市見沼区風渡野430-5 ※ 福嶋　利雄 ※ ※

R01.07.05 保保所環 第4486号 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＢＥＬＩＮＤＡ東大宮店 さいたま市見沼区東大宮4-1-4 トライフォース2-A 048-871-8953 ＴＯＰ　ＥＭＯＴＩＯＮ株式会社 代表取締役 山下　智史 埼玉県春日部市大枝430-4 048-812-8673

R01.07.05 保保所環 第4483号 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＢＥＬＩＮＤＡ浦和店 さいたま市浦和区東仲町8-3 プレミア浦和2F 048-767-3568 ＴＯＰ　ＥＭＯＴＩＯＮ株式会社 代表取締役 山下　智史 埼玉県春日部市大枝430-4 048-812-8673

R01.07.08 保保所環 第4569号 ＮＯＶＩＣＥ　美容室 さいたま市岩槻区西町1-4-17 048-758-2500 熊谷　亮二 ※ ※

R01.07.10 保保所環 第4597号 カラー専門店　ｎａ．ｇｏ．ｍｉ さいたま市緑区東浦和7-24-28-102 048-711-9711 株式会社アート・ドリーム 代表取締役 土田　正義 さいたま市桜区田島5-13-1 048-816-8870

R01.07.11 保保所環 第4718号 Ｅｙｅ　Ｌａｓｈ　Ｌｏｕ　Ｌｏｕ さいたま市大宮区宮町1-55 ABC小島ビル6階 048-729-6051 株式会社トリプルイー 代表取締役 岸本　健太 さいたま市大宮区宮町1-55 048-729-6051

R01.07.12 保保所環 第4882号 株式会社アートネイチャー　ＭＪＯ大宮店 さいたま市大宮区宮町1-15 大宮松屋ビル6F 048-658-2925 株式会社アートネイチャー 代表取締役 五十嵐　祥剛 東京都渋谷区代々木3-40-7 03-3379-3166

R01.07.22 保保所環 第5200号 オーガニック＋アトリエ さいたま市大宮区桜木町1-268 048-783-3025 株式会社オーガニック 代表取締役 延谷　彰 埼玉県坂戸市日の出町14-3 山咲ビル204 049-280-5200

R01.07.24 保保所環 第5219号 ｃａｒｕ さいたま市浦和区常盤3-18-6 1F 048-711-6006 清水　洋介 ※ ※

R01.07.24 保保所環 第5216号 ヘアーカット専門店　ａｇａｉｎ さいたま市大宮区仲町1-95 南銀ビル1F - 山口　真吾 ※ ※

R01.07.25 保保所環 第5369号 ｐｒｏｕｄ さいたま市岩槻区本町3-20-15 亀谷大工町ビル2F 048-812-7377 株式会社Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　Ｌａｂｏ 代表取締役 日向　武尊 埼玉県春日部市中央1-47-4 第33アオイビル201 048-876-8905

R01.07.31 保保所環 第5817号 ＬＩＮＫＴＨ さいたま市大宮区桜木町2-2-10 松木ビル2F 048-783-3005 深作　悠太 ※ ※

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7月1日～7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

R01.08.01 保保所環 第5807号 ｆｏｓｓｅｔｔｅ さいたま市北区日進町3-551-1 048-708-1218 砂田　有美子 ※ ※

R01.08.05 保保所環 第5974号 Ｌ’ｕｎｉｑｕｅ さいたま市浦和区高砂2-10-1 グローバル高砂704 ※ 高橋　唯 ※ ※

R01.08.16 保保所環 第6387号 株式会社　Ａｐｒｉ　Ｌｕｓｈ さいたま市見沼区東大宮4-27-11 フラワーハイツ1F 048-778-7721 株式会社ＡｐｒｉＬｕｓｈ 代表取締役 村島　健二 さいたま市見沼区東大宮4-27-11 フラワーハイツ1階 048-778-7721

R01.08.22 保保所環 第6479号 Ｌｕａｎａ さいたま市浦和区高砂1-14-13 林材会館3階B室 048-708-4610 髙橋　稔 ※ ※

R01.08.26 保保所環 第6480号 Ｃｏｎ　ａｎｉｍａ． さいたま市大宮区宮町2-116 Ichinomiya　BLDG102 048-788-3974 寺田　悠太 ※ ※

R01.08.26 保保所環 第6506号 ダメージ・髪質改善専門店　美容室パスレーブ さいたま市南区別所5-1-11 USKビル1F 048-838-7077 中村　和之 ※ ※

R01.08.27 保保所環 第6702号 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　ＬａｕＬｅ’ａ さいたま市北区土呂町1-15-21 高畑ビル1F 048-788-2206 涌井　謙一 ※ ※

R01.08.27 保保所環 第6505号 ｔｏｃｃａ＆ＥＭＡＮＯＮ さいたま市大宮区仲町2-43-1 COMO大宮8F 048-783-3829 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

R01.08.30 保保所環 第6818号 Ｒ．Ｏ．Ｂ さいたま市北区宮原町3-360-2 宮原駅前ビル3階 048-664-9719 横井　俊 ※ ※

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8月1日～8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

R01.09.02 保保所環 第6916号 ｓｏｎ’ さいたま市見沼区東大宮4-26-12 048-729-7357 前田　旭飛 ※

R01.09.03 保保所環 第6988号 ｅｙｅｌａｓｈ　ＲＵＮＹ さいたま市南区鹿手袋3-6-27 エルム中浦和202 ※ 池口　愛美 ※

R01.09.11 保保所環 第7273号 ヘアカラー専門店　そめちゃお さいたま市南区四谷1-6-21 アビタシオン101 048-799-2007 押元　真美 ※

R01.09.11 保保所環 第7180号 ＣＯＣＯ　ＣＯＬＯＲ　イオン大宮店 さいたま市北区櫛引町2-574-1 イオン大宮店1階 048-788-3055 株式会社Ｔ’ｓ　ｇｒｏｕｐ 代表取締役 長沢　拓 東京都練馬区中村北1-1-16 ジュネス練馬2F 03-5848-4533

R01.09.13 保保所環 第7378号 まつげ家ｋｕｒｕｎ さいたま市大宮区桜木町2-4-20 首都圏第2ビル4F 048-782-7757 秋本　初恵 ※

R01.09.13 保保所環 第7338号 Ｌａ　ｌｉｂｅｒｔｅ さいたま市大宮区桜木町2-323-2 ノーブルテラス101 048-729-7323 株式会社キャンビー 代表取締役 平塚　毅 048-729-7323

R01.09.13 保保所環 第7317号 ＦＩＫＳＥＮＴ さいたま市大宮区高鼻町1-2-1 アーバンシティ高鼻1F 048-783-3234 佐藤　寛児 ※

R01.09.18 保保所環 第7509号 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｍ．Ｉ．Ｎ．Ｔ さいたま市見沼区膝子246-1 048-628-6067 藤本　卓也 ※

R01.09.25 保保所環 第7786号 ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｍｏａｎａ さいたま市浦和区東仲町6-18 KLASSE浦和402 080-8806-6433 加藤　真理子 ※

R01.09.27 保保所環 第7911号 Ｃｉｎｑ さいたま市緑区美園3-10-15 DUOCOURT浦和美園202 080-4955-0205 Ｌａ　Ｆｒａｎｃｅ合同会社 代表社員 遠藤　巧真 048-446-6312

R01.09.27 保保所環 第7787号 ＭＡＱＵＩＡ　浦和店 さいたま市浦和区東仲町8-21-204 048-762-6808 株式会社Ｍ，ｓＴＲＩＢＥ 代表取締役 阿部　亮太 03-3350-3977

※

※

※

※

※

※

※

さいたま市西区内野本郷304-1

埼玉県川口市安行出羽1-5-8

東京都新宿区西新宿7-17-3

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9月1日～9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


