
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R02.01.10 保保所環 第11791号 Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｌｉｆ さいたま市中央区鈴谷3-12-15 メゾンむさしの103 ※ 佐藤　真姫 ※ ※

R02.01.22 保保所環 第12399号 ｅｙｅｌａｓｈ＆ｅｙｅｂｌｏｗ　ａｒｍｏｉｓｅ さいたま市中央区下落合2-23-14 オリーブビル301 ※ 金子　香 ※ ※

R02.01.24 保保所環 第12532号 Ａｚｕｌ　Ｌａｓｈ さいたま市浦和区常盤9-17-8 北浦和ハウス301 080-7074-0720 鈴木　夏織 ※ ※

R02.01.29 保保所環 第12846号 ＿ＷＨＩＴＥ大宮【アンダーバーホワイト】 さいたま市大宮区桜木町1-180 Coffre1F 048-778-9799 株式会社ＵＷＧ 代表取締役 中本　一龍 大阪府大阪市中央区難波1-5-23 法善寺タウンビル2階 06-6212-1800

R02.01.29 保保所環 第12603号 Ｔｒａｎｓ　Ｂｅａｕｔｙ＆Ｓｐａ さいたま市浦和区北浦和3-4-14 名古谷ビル5F 048-826-6883 根本　彰太 ※ ※

R02.01.30 保保所環 第12947号 ＣＲＥＡＭ さいたま市大宮区大門町1-92-1-9F 048-778-9227 金子　隼人 ※ ※

［施設一覧］令和2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

R02.02.04 保保所環 第13100号 Ｌｕｃｉａ　ｈａｉｒ さいたま市北区植竹町1-719-9-103 048-782-7107 Ｌｕｃｉａ株式会社 代表取締役 各務　充 さいたま市北区植竹町1-719-9 ファインスカイ大宮103 048-782-7107

R02.02.04 保保所環 第13097号 ＹＥＣＣＡ　ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ さいたま市大宮区仲町1-54-3 ビジョナリーⅢ1階 048-871-8956 濱田　友彰 ※ ※

R02.02.05 保保所環 第13312号 ＜＜マツゲエクステ・フラットラッシュ・まつげパーマ＞＞　Ｒａｄｉａ さいたま市見沼区南中丸1-8 第2ジュンハイツ202 070-1414-2814 岡本　由起 ※ ※

R02.02.05 保保所環 第13237号 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＨＡＲＵ さいたま市見沼区大和田町2-1347 048-878-9995 株式会社美乃井 代表取締役 矢作　孝 さいたま市見沼区大和田町1-1607 048-884-8840

R02.02.06 保保所環 第13238号 サンキューカット西大宮店 さいたま市西区西大宮1-7-7 マルエツ西大宮2F 048-623-7039 株式会社ココティス 代表取締役 上田　かつ子 宮崎県宮崎市神宮東3-2-39 0985-31-8535

R02.02.10 保保所環 第13576号 エスプリ さいたま市浦和区仲町1-14-1 048-825-1622 田中　英欣 ※ ※

R02.02.12 保保所環 第13436号 Ｗｍｅ さいたま市浦和区東仲町10-2 東仲町IKビル2F 048-789-7880 株式会社Ｕｌｕ 代表取締役 五十嵐　望人 東京都港区南青山2-3-3 パークコート青山ザタワー308 03-6661-2408

R02.02.27 保保所環 第13878号 サンキューカット東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野3-1-11 048-758-8839 株式会社ココティス 代表取締役 上田　かつ子 宮崎県宮崎市神宮東3-2-39 0985-31-8535

［施設一覧］令和2年2月1日～2月29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

R02.03.03 保保所環 第14513号 Ｌａｎｉｓ　ｈａｉｒ さいたま市緑区美園4ｰ14-1 ラ・ルーチェ美園A 048-767-4266 楚良　政孝 ※ ※

R02.03.06 保保所環 第14699号 ａｒｃ　ｈａｉｒ さいたま市浦和区常盤9-33-2 万寿長園ビル1F 048-822-5575 中山　英樹 ※ ※

R02.03.06 保保所環 第14740号 ＺＥＬＥ　ＡＶＥＤＡ　大宮 さいたま市大宮区桜木町1-153-1 M.Yヘリテージ2F 048-644-8866 株式会社コア 代表取締役 小川　陽介 さいたま市浦和区仲町1-10-1 048-814-1100

R02.03.12 保保所環 第15003号 Ｄｏｌｃｅ．Ｅｙｅ さいたま市大宮区宮町2-4 宮町二丁目ビル4F 048-778-7836 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ 代表取締役 岡本　香菜子 さいたま市大宮区宮町2-4 宮町二丁目ビル3階 048-778-7836

R02.03.18 保保所環 第15336号 ｐｅａｃｈ　ｍｏｏｎ．ｐｌｕｓ さいたま市大宮区仲町3-154 メゾンラフィーネ302号室 048-708-5308 川端　恵美 ※ ※

R02.03.25 保保所環 第15729号 アイリス　大宮 さいたま市大宮区大門町3-195 美幸ビル2F 048-641-1001 松山　修佑 ※ ※

R02.03.25 保保所環 第15667号 髪屋こころ さいたま市岩槻区美園東1-8-1 浦和美園ルメート104 048-797-2550 株式会社Ｈａｉｒ　Ｌｉｆｅ　Ｐｌａｎ 代表取締役 成田　順一 さいたま市岩槻区美園東1-8-1 浦和美園ルメート104 048-797-2550

R02.03.25 保保所環 第15368号 Ｃｕｒｒｅｎ さいたま市大宮区宮町1-44-3 3F 048-644-6333 ＦＡＩＴＨ株式会社 代表取締役 細谷　一樹 東京都港区南青山3-1-3 スプライン青山東急ビル6階 ※

R02.03.30 保保所環 第15882号 ａｍｅ　ＨＡＩＲ さいたま市大宮区宮町2-8-1 corte大宮3F 048-650-8989 合同会社Ｌａｆ 代表社員 渋井　友紀 さいたま市西区植田谷本137-1 加茂川団地4-208 048-625-4165

R02.03.31 保保所環 第16050号 ＆．Ｌａ　Ｂｌａｎｃｈｅ さいたま市大宮区宮町1-99 LHビル5F 048-871-8225 吉野　秀樹 ※ ※

R02.03.31 保保所環 第16006号 Ｌｏｎｄ　ｆｌｅｕｒ さいたま市大宮区宮町1-99-3 LH大宮ビル4F 048-642-1567 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

［施設一覧］令和2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


