
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R02.04.07 保保所環 第318号 ｔｙｐｅ　大宮 さいたま市大宮区桜木町2-406 ※ 株式会社ｔｙｐｅ 代表取締役 磯田　基徳 さいたま市大宮区桜木町2-406 -

R02.04.16 保保所環 第559号 ａｔｅｌｉｅｒｄｒｏｐ さいたま市桜区栄和3-21-22 Ma3 ※ 松井　淳 ※ ※

R02.04.16 保保所環 第558号 ヘアーシーク さいたま市大宮区櫛引町1-576-1 池田ハイム1F号 048-667-8404  板橋　正明 ※ ※

R02.04.16 保保所環 第468号 ＆　ａｃｃａ さいたま市浦和区岸町6-2-3 048-708-5312  岡島　潤子 ※ ※

R02.04.21 保保所環 第990号 グレース さいたま市大宮区宮町1-5-4 中西ビル3F 048-778-9803  株式会社セレンディピティ 代表取締役 高田　未波 さいたま市大宮区宮町1-5-4 中西ビル3階 048-778-9803  

R02.04.22 保保所環 第1151号 ＳｉｌＱ　ｂｙ　Ｌｕｃａ さいたま市大宮区宮町1-99-1 大宮LHビル6F 048-729-7647  株式会社Ｋ　ａｔｅｌｉｅｒ 代表取締役 加藤　紳一朗 さいたま市大宮区宮町1-99-1 048-729-7647  

R02.04.22 保保所環 第1122号 Ｋｉｙｏｒａ　Ｂｅａｕｔｙ さいたま市大宮区大門町2-86 田原ビル5F 048-729-7724  株式会社ベルスプレッド 代表取締役 鈴木　博一 東京都江東区大島8-28-5-3004号 03-5609-7335  

R02.04.22 保保所環 第1082号 ｎｏｉｎ さいたま市中央区鈴谷6-1-4 1B 048-767-6198  箱石　陽介 ※ ※

R02.04.27 保保所環 第1359号 ＬＩＰＰＳ　大宮　ａｎｎｅｘ さいたま市大宮区仲町2-28-3 ミツタカビル1F 048-729-7789  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  

R02.04.30 保保所環 第1598号 ｗａｖｅ’ｓ さいたま市大宮区桜木町2-4-10 アイダビル2F 048-649-0023  有限会社ジャスティス 代表取締役 青木　亮 さいたま市大宮区大門町2-2 048-643-6574  

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

R02.05.11 保保所環 第1879号 ｐｒｉｍｒｏｓｅ　浦和本店 さいたま市浦和区高砂2-6-17 田口屋ビル4F 048-711-4788 門脇　雪 ※ ※

R02.05.12 保保所環 第1592号 ｂｅ．ＰＯＳＨ さいたま市北区東大成町2-208 048-651-6134 柴山　竜太 ※ ※

R02.05.18 保保所環 第2169号 Ａｒｓｙａ　Ｌｉｎａ さいたま市南区南浦和2-42-5 海田ビル1階 048-762-7520 株式会社Ａｒｓｙａ　Ｌｉｎａ 代表取締役 口　賢吾 さいたま市南区南浦和2-42-5 048-762-7520

R02.05.20 保保所環 第2380号 美容室　ほそだ さいたま市南区曲本5-1-7 048-866-1354 細田　みどり ※ ※

R02.05.20 保保所環 第2371号 株式会社ＲＡＫＵｈａｉｒ さいたま市南区南浦和2-41-2 048-711-3200 株式会社ＲＡＫＵｈａｉｒ 代表取締役 町田　哲茂 さいたま市南区南浦和2-41-2 048-711-3200

R02.05.21 保保所環 第2393号 Ｄｅａｒｓ　大宮店 さいたま市大宮区東町2-88-2 橋本ビル2F 048-782-7466 山口　剛広 ※ ※

R02.05.25 保保所環 第2392号 ブームヘアー日進店 さいたま市北区日進町2-1916-8-2F 048-780-2487 田野畑　文人 ※ ※

R02.05.26 保保所環 第2602号 ｄ．ｄｉｓｔｕｒｂ さいたま市大宮区宮町1-34-3 MIビル2F ※ 安田　航 ※ ※

R02.05.27 保保所環 第2515号 ｍｅｌｌｏｗ　ｌｉｌｙ さいたま市浦和区大東3-37-5 エクセルドミール205 ※ 古川　文乃 ※ ※

R02.05.29 保保所環 第2858号 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ａｒｔ さいたま市大宮区仲町1-111-2 マルハチビル1F 048-782-6353 株式会社Ａｒｔ’ｓ 代表取締役 山田　将太 さいたま市大宮区仲町1-111-2 マルハチビル1F 048-782-6353

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

R02.06.02 保保所環 第2911号 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ さいたま市北区土呂町2-9-4 048-666-2347 有限会社ビーエスワイ 代表取締役 吉村　美知子 さいたま市北区土呂町2-9-4 048-666-2347

R02.06.03 保保所環 第3158号 アトリエ　ｎｏｎ さいたま市浦和区常盤10-9-10 048-833-6821 横山　則男 ※ ※

R02.06.03 保保所環 第3156号 プリムローズ　ケイマックス さいたま市中央区新中里1-11-18 102号室 048-832-6332 遠藤　慶太 ※ ※

R02.06.05 保保所環 第3281号 ヘアレスキューつや髪　武蔵浦和西口店 さいたま市南区四谷3-1-3 セピアハイツ小林1F 048-711-1413 株式会社Ａｓｉａ 代表取締役 川島　亨夫 さいたま市南区南浦和2-27-1-102 048-887-4121

R02.06.08 保保所環 第3327号 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ａｓｉａ さいたま市南区南浦和2-27-1 エバープラザ102 048-887-4121 株式会社Ａｓｉａ 代表取締役 川島　亨夫 さいたま市南区南浦和2-27-1-102 048-887-4121

R02.06.09 保保所環 第3340号 Ｅｌｅｎａ　Ｂｅａｕｔｙ さいたま市大宮区大門町2-25-4 飯野ビル301 048-717-1504 五嶋　直行 ※ ※

R02.06.18 保保所環 第3839号 株式会社クレス　キッズ さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F 048-845-1181 株式会社クレス 代表取締役 伊藤　路秋 東京都板橋区徳丸2-9-3 03-3932-9041

R02.06.18 保保所環 第3840号 株式会社クレス美容室　武蔵浦和店（ポルテ） さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F 048-845-1176 株式会社クレス 代表取締役 伊藤　路秋 東京都板橋区徳丸2-9-3 03-3932-9041

R02.06.18 保保所環 第3555号 株式会社クレス美容室　武蔵浦和店 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F 048-845-1177 株式会社クレス 代表取締役 伊藤　路秋 東京都板橋区徳丸2-9-3 03-3932-9041

R02.06.18 保保所環 第3558号 株式会社クレス　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　路秋 東京都板橋区徳丸2-9-3 03-3932-9041

R02.06.22 保保所環 第3953号 ビューティサロンボブ さいたま市浦和区領家6-1-15 048-833-6806 関　芳夫 ※ ※

R02.06.25 保保所環 第4133号 Ｆｒｅｅ　ｈａｉｒ さいたま市岩槻区城町2-1-78 048-795-8850 堀江　光 ※ ※

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


