
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R02.10.01 保保所環 第8197号 Ｄｅａ　Ｌａｓｈ　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町2-401 アップビル1F ＊ 宮城　舞子 ※ ※

R02.10.01 保保所環 第7858号 ａｐｐｒｉ　ｂｙ　Ｒｉｅｎ　大宮東口 さいたま市大宮区仲町2-24-3 阿部ビル2Ｆ 048-729-7942 株式会社リアン・エム 代表取締役 山﨑　俊介 さいたま市大宮区仲町2-24-3 048-729-7942

R02.10.05 保保所環 第8367号 アイラッシュサロンｃｏｃｏｒｏ さいたま市大宮区大門町1-92-7 ハイカラ堂ビル3F 048-640-4556 株式会社ｃｏｃｏｒｏ 代表取締役 蛭間　真由美 埼玉県久喜市西185-1 0480-24-5550

R02.10.07 保保所環 第7704号 Ｃｕｔ１０００　ロヂャース浦和店 さいたま市桜区山久保1-11-1 1Ｆ 080-7016-9516 株式会社チョキチョキ 代表取締役 清水　美穂 さいたま市南区辻6-2-1 048-837-9272

R02.10.12 保保所環 第8623号 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ さいたま市南区別所6-11-1 タウンハウス203 090-8048-3877 齊藤　絵梨 ※ ※

R02.10.14 保保所環 第8763号 Ｂｅｈｅａｒｔｓ さいたま市南区南浦和2-32-5 アルファ南浦和102 048-711-9592 株式会社Ｂｅ　ｈｅａｒｔｓ 代表取締役 大熊　千春 さいたま市南区南浦和2-32-5 アルファ南浦和102 048-711-9592

R02.10.14 保保所環 第8721号 Ｐａｓｓｔｉｍｅ　武蔵浦和店 さいたま市南区別所6-3-7 048-866-6602 池田　秀登 ※ ※

R02.10.21 保保所環 第9047号 Ｈｉ さいたま市浦和区常盤9-33-1 万寿長園ビル3F 090-8599-8885 株式会社３２ｐｌｕｓ　ｏｎｅ 代表取締役 北内　摩耶 さいたま市浦和区北浦和4ｰ3-11 048-832-0883

R02.10.22 保保所環 第8841号 ｃｏｌｌｅｔ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ さいたま市浦和区常盤2-8-8-101 048-829-9466 大槻　幸平 ※ ※

R02.10.26 保保所環 第9292号 プロカラーカレン　宮原東口 さいたま市北区宮原町2-88-3 ※ 株式会社Ｂａｍｂｏｏ－Ｎｅｘｔ 代表取締役 市原　真智子 埼玉県坂戸市大字堀込112-6 049-284-3835

R02.10.26 保保所環 第8908号 ＬＡＳＨ さいたま市浦和区針ヶ谷4-4-10 LOOPS502 ※ 日野　実穂 ※ ※

R02.10.27 保保所環 第9147号 Ｌｉｌｏｕ　ｂｙ　Ｆｒａｍｅｓ　東浦和店 さいたま市緑区東浦和4-1-25 Exビル3 1F 048-711-9393 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

R02.10.28 保保所環 第9387号 ＭＩＭＵＲＯ さいたま市浦和区仲町2-4-22-2F 048-827-2155 合同会社Ｗ－２３ 代表社員 大更　章文 さいたま市浦和区仲町2-4-22 048-827-2155

R02.10.28 保保所環 第9105号 アトリエチャーム　ウニクス浦和美園店 さいたま市岩槻区美園東2-17-13 ウニクス浦和美園1F 048-797-0007 株式会社Ｂ－ｍａｋｅ 代表取締役 田村　渉 埼玉県越谷市蒲生3-18-15 048-989-7333

R02.10.30 保保所環 第9388号 Ｖｉ-ｊｏｕｌｅ さいたま市見沼区東大宮5-43-1 パレスメゾンE101 048-680-6868 日髙　有里子 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和2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＊開設者の要望により非公開



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R02.11.04 保保所環 第9461号 Ｃｏｌｏｒ＆Ｈａｉｒ　ｃａｒｅ　Ｌｕｃｉｒ さいたま市北区大成町4-634-2 048-671-2825 白取　美希 ※ ※

R02.11.09 保保所環 第9640号 美容室　Ｖｅｒｔ　ヴェール さいたま市緑区宮本1-9-23 ＊ 長谷川　秀美 ※ ※

R02.11.13 保保所環 第9999号 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　ＴＨＥ　ＯＲＩＥＮＴＡＬＳ さいたま市浦和区岸町4-26-5 ライオンズマンションコスタレジデンス浦和101 048-824-0688 佐藤　歌知子 ※ ※

R02.11.13 保保所環 第9870号 Ｍｏｎｎａ さいたま市浦和区東仲町16-22 1F 048-829-7780 冨山　優一 ※ ※

R02.11.19 保保所環 第9727号 Ｒｅｌａｔｏ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＯＳＴＡ さいたま市浦和区高砂2-2-1 ほしみつビル5F 048-711-6882 ＨＭ　ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 代表取締役 杉本　智史 東京都中央区日本橋1-2-6 048-767-3369

R02.11.30 保保所環 第10520号 ＥＹＥＬＡ大宮 さいたま市大宮区宮町1-31 石丸ビル3F 048-658-1755 ＡＯＥ株式会社 代表取締役 磯部　槙 東京都千代田区神田東紺屋町30 サンハイツ神田キタムラビル1001 03-3526-5527

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和2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＊開設者の要望により非公開



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R02.12.01 保保所環 第10538号 ｍａｋｅａ　ｅｙｅｌａｓｈ＆ｂｅａｕｔｙ　南浦和店 さいたま市南区南浦和2-36-16 田中ビル3F 048-762-9732 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

R02.12.02 保保所環 第10722号 ヘア＆スタジオ　エミシア さいたま市浦和区上木崎1-4-8 048-826-6844 早川　神奈子 ※ ※

R02.12.03 保保所環 第10750号 ローズクレア さいたま市南区南浦和2-33-1 桜新ビル301 080-3560-0078 髙味　晴美 ※ ※

R02.12.04 保保所環 第10801号 Ｎｅｗ．ｍｏｏｎ さいたま市見沼区大和田町1-1462 ※ 齋藤　智恵美 ※ ※

R02.12.09 保保所環 第10913号 Ｌａｐｉｓ　大宮 さいたま市大宮区仲町2-24-3 阿部ビル1階 048-871-5050 Ｌａｐｉｓ株式会社 代表取締役 坂本　和哉 東京都渋谷区道玄坂2-6-1 岩崎ビル4F 03-6416-4528

R02.12.10 保保所環 第10946号 ｆｕｎｎｕｆｕｎｎｕ さいたま市南区鹿手袋2-1-6 048-789-7278 ラフター株式会社 代表取締役 安田　兆児 さいたま市南区鹿手袋2-1-6 048-789-7278

R02.12.15 保保所環 第11084号 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＣＨＡＩＮＯＮ さいたま市緑区東浦和7-32-14 パレマロン403 ※ 小沼　康弘 ※ ※

R02.12.17 保保所環 第11209号 カットファクトリー　クイズゲート浦和店 さいたま市緑区大字中尾3720-1 クイズゲート浦和1F 048-826-6715 株式会社アウトスタンダード 代表取締役 能勢山　毅 さいたま市緑区大字三室1405-11 048-762-8125

R02.12.17 保保所環 第11033号 Ｗｈｉｔｅ　ｄｏｏＲ さいたま市中央区上落合2-5-28 エディーヒルズ1Ｆ 048-762-8008 株式会社Ｗ‐Ｄ 代表取締役 宮本　昌哉 さいたま市中央区上落合2-5-28 048-762-8008

R02.12.22 保保所環 第11383号 再生美容室　Ｒｉｎｅ さいたま市大宮区仲町3-48-2 ONE'S仲町ビル　1F 048-783-2871 君和田　真理 ※ ※

R02.12.22 保保所環 第11208号 Ｒｉａｎ南浦和 さいたま市南区南浦和2-38-1 北原ビル3階 048-762-7711 プロパゲート株式会社 代表取締役 守田　武史 さいたま市浦和区北浦和1-1-7 北原ビル4階 048-799-2729

R02.12.24 保保所環 第11499号 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　ｅｃｌａｔ さいたま市見沼区東大宮4-9-2 石川ビル2F 048-871-9761 株式会社ＥＮＴＥＲ　ＲＡＶＥ 代表取締役 岡　卓也 さいたま市見沼区東大宮4-17-1 八木泉第二ビル3F 048-783-5222

R02.12.25 保保所環 第11549号 ＳＵＮＴＯＷＮ さいたま市浦和区仲町2-1-3 withビル1F 048-829-7045 西村　大輔 ※ ※

R02.12.25 保保所環 第11576号 ＨａｉｒＧａｒｄｅｎ　ＳｔｒａｗｂｅｒｒｙＦｉｅｌｄｓ　ＲｅｄＤｏｏｒ与野店 さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江BUILT1F 048-814-0814 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

R02.12.28 保保所環 第11534号 Ａｒｔ－ＳＹＯ さいたま市南区曲本1-10-26 ※ 鈴木　翔之 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和2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＊開設者の要望により非公開


