
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R03.01.05 保保所環 第11659号

髪質改善ミルボン
Ａｕｊｕａオージュア認定サロン
ｕｌＱｕａ北浦和　北浦和西口店

さいたま市浦和区常盤9-33-5 048-799-2772 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

R03.01.14 保保所環 第12179号 Ａｍｉ さいたま市北区櫛引町2-267 ※ 朝倉　貴美江 ※ ※

R03.01.14 保保所環 第12010号 ｆｅｒｎａ さいたま市北区土呂町1-18-10 プラティコ325　1F南側 048-788-4567 織笠　孝文 ※ ※

R03.01.14 保保所環 第11847号 Ａｒｉｅｓ さいたま市桜区神田606-2 050-8881-0558 濱田　絵梨 ※ ※

R03.01.29 保保所環 第12992号 エリーゼビューティガーデン さいたま市浦和区東高砂町20-20 T-BRICK　1F 048-884-5371 シナリーエリーゼ有限会社 取締役 奥山　珠美 さいたま市浦和区東高砂町20-20 Ｔ－ＢＲＩＣＫ１Ｆ 048-884-5371

R03.01.29 保保所環 第12908号 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ｎｏｎｎａ さいたま市緑区山崎1-11-14 048-873-5530 峯岸　綾美 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和3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



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

R03.02.03 保保所環 第13191号 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　Ｌｏｋａｈｉ さいたま市南区沼影1-6-16 048-839-0270 田部井　修 ※ ※

R03.02.04 保保所環 第13308号 ＨＡＩＲ＋ＧＲＯＵＮＤ さいたま市北区東大成町2-86-3 TRAD仲仙1F 048-783-5536 野﨑　淳 ※ ※

R03.02.04 保保所環 第13233号 ｍｉｎｉｏｎ北浦和店 さいたま市浦和区北浦和1-1-7 北原ビル4F 048-816-6800 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

R03.02.05 保保所環 第13421号 美容室ガレ さいたま市見沼区東大宮4-28-1 048-662-2458 有限会社マルファ 取締役 堀　武彦 埼玉県春日部市豊町4-5-14 048-736-4452

R03.02.09 保保所環 第13426号 ｋｎｏｔ　ｂｙ　ｂｅｌｌｅ さいたま市大宮区仲町2-9 シロタビルEAST102 048-788-4814 株式会社Ｂｅｌｌｅ 代表取締役 堀之内　大介 東京都渋谷区神宮前3-5-4 03-3479-6656

R03.02.09 保保所環 第13423号 ｈａｉｒ＋ｍａｌｕｎ さいたま市北区土呂町1-25-4 NKビル101 048-788-4779 鈴木　信行 ※ ※

R03.02.17 保保所環 第13759号 Ｌａｓｈ　ａｄｄ さいたま市見沼区東大宮2-27-5 石垣ビルA号室 048-780-2035 髙橋　明日香 ※ ※

R03.02.25 保保所環 第14196号 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ａｉｍｅｒ さいたま市浦和区仲町2-10-19 麻生ビル1F 048-762-9888 株式会社Ａ． 代表取締役 宮崎　彰彦 東京都新宿区市谷台町6-1 Ｌａｖａｇｅ市谷台町1階 03-6457-7922

R03.02.26 保保所環 第14285号 Ｌａｓｈ　ｃｌｅｔｔａ さいたま市大宮区大門町3-197 星野第2ビル402 048-778-9700 髙橋　明日香 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和3年2月1日～2月28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

R03.03.04 保保所環 第14578号 Ｌａ　ｃｏｌｌｉｎａ さいたま市見沼区春岡1-26-11 048-793-4744 波多野　登希子 ※ ※

R03.03.04 保保所環 第14577号 Ｒｅｃｏｒｄ さいたま市大宮区大門町3-157-3 カンパヌール大門102 048-788-4544 小山　芳孝 ※ ※

R03.03.05 保保所環 第14654号 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｏ さいたま市南区南浦和2-36-15 サウスハセービル3F2号室 080-2264-8328 株式会社Ｒｏｚｉｎａ 代表取締役 小澤　大輔 さいたま市西区三橋6-501-5 048-708-3312

R03.03.09 保保所環 第14870号 ｓｏｍｍｅｌｉ さいたま市南区文蔵2-5-23 048-708-5529 株式会社ｅｖｅｒ 代表取締役 絵鳩　一樹 さいたま市南区文蔵2-5-22 048-711-6826

R03.03.09 保保所環 第14806号 ＩＦＬビューティーカレッジ さいたま市浦和区岸町7-7-4 048-799-3990 株式会社アイエフラッシュ 代表取締役 南　まゆ子 さいたま市南区白幡5-6-29 048-789-7630

R03.03.10 保保所環 第14564号 美容室シャワシャワ さいたま市桜区中島1-17-4 048-709-4848 甲斐　篤子 ※ ※

R03.03.11 保保所環 第14962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 ＨＫコンサルティング株式会社 代表取締役 松島　由佳 東京都江東区有明1-4-11-2816 03-4405-8583

R03.03.16 保保所環 第15021号 ｌａｓｏｌ さいたま市浦和区高砂4-6-14 048-628-7892 東　直宙 ※ ※

R03.03.16 保保所環 第14942号 ＬｉｎＱ さいたま市緑区東浦和1-17-2 ゆりビル1階A号室 048-749-1177 株式会社ＲＥＡＬＬＩＦＥ 代表取締役 河合　義人 大阪府大阪市城東区関目3-15-1 06-6930-9666

R03.03.17 保保所環 第15202号 ＬＯＯＣ／３５３ さいたま市浦和区北浦和3-6-9 キタウラワミライ3F - 秦　祐太郎 ※ ※

R03.03.18 保保所環 第15206号 ＢｅｃｋｙＬａｓｈ大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町1-8-2 NMビル3階 048-779-8881 株式会社Ｂｅｃｋｙ　Ｌａｓｈ　Ｔｏｋｙｏ 代表取締役 山田　実 東京都中央区銀座2-5-5 03-6453-6958

R03.03.19 保保所環 第15325号 美容室ＺＯＯＭ　ｄｅｕｘ さいたま市中央区本町西4-18-11 イコスピア2F 048-859-2525 有限会社佳奈枝 代表取締役 濵野　洋子 さいたま市大宮区上小町231 048-631-0632

R03.03.23 保保所環 第15500号 パティオ　ネイル＆アイラッシュ北浦和店 さいたま市浦和区北浦和4-2-4-301 048-762-8450 株式会社ガーニッシュ 代表取締役 川瀬　博文 埼玉県久喜市桜田1-3-2-404号 048-778-8174

R03.03.23 保保所環 第15463号 パティオ　アイ さいたま市浦和区北浦和4-2-4ｰ302 048-711-9190 株式会社ガーニッシュ 代表取締役 川瀬　博文 埼玉県久喜市桜田1-3-2-404号 048-778-8174

R03.03.25 保保所環 第15614号 ｒｉｔｓｕ さいたま市浦和区東岸町8-8 301 050-3697-0603 勝治　美帆 ※ ※

R03.03.31 保保所環 第15966号 Ｓｅｔｔ　Ｓｅｔｔ　大宮璃宮店 さいたま市北区植竹町1-816-7 大宮璃宮4F 048-662-5581 株式会社ベスト-アニバーサリー 代表取締役 塚田　健斗 東京都渋谷区東3-11-10 03-5467-7821

R03.03.31 保保所環 第15970号 ＩＣＨ・ＧＯ東浦和店 さいたま市緑区大間木1733 048-874-8841 青木　貴紀 ※ ※

開設者 開設者住所確認番号 施設所在地

［施設一覧］令和3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


