
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.10.01 保保所環 第7800号 美容の森　シャンテ さいたま市大宮区天沼町1-428-1 オークヒルズビル 048-647-0722 太田　登美江 ※

H29.10.01 保保所環 第7769号 美容の森　ミエ美容室 さいたま市大宮区堀の内町3-173-9 048-641-4428 太田　登美江 ※

H29.10.04 保保所環 第7859号 Ｉ’ＬＬ．．． さいたま市大宮区大成町3-351-2 渋谷ビル102 048-708-0772 角田　雄介 ※

H29.10.17 保保所環 第8288号 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ・Ｆｉｚｚ　浦和店 さいたま市浦和区高砂2-3-5 102 048-708-0806 株式会社ビューティー・カクテル 代表取締役 水谷　大輔 東京都練馬区豊玉北5-25-24 武蔵園ビル1F 03-5912-0321

H29.10.17 保保所環 第8177号 ｃｈｅｂｅｅ さいたま市緑区下野田541 048-764-9416 楊　光 ※

H29.10.18 保保所環 第8387号 Ｏａｓｉｓ　浦和店 さいたま市浦和区東高砂町2-3 プリムローズビル6F 048-711-6255 株式会社Ｎａｔｕｒａｌ 代表取締役 中羽　亮太郎 03-5939-9227

H29.10.18 保保所環 第8334号 ＣＯＶＥＲ　ＨＡＩＲ　ｂｌｉｓｓ　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町2-2-2 藤沢ビル3Ｆ 048-783-2486 有限会社エロイカ 代表取締役 藤森　英司 048-824-5591

H29.10.23 保保所環 第8490号 ｅｙｅ　ｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　ａｐｅ　ｒｅｌａｘ さいたま市大宮区桜木町4-180-1 藤和シティコープ大宮桜木町409 070-4143-0991 村田　萌美 ※

H29.10.27 保保所環 第8778号 Ｌａ　Ｂｏｎｈｅｕｒ　ｈａｉｒ　ｐａｒｆａｉｔ さいたま市大宮区桜木町1-175 KGビル4F 048-856-9877 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｇ 代表取締役 鈴木　宏幸 東京都足立区千住中居町33-1 アンビル第一ビル5階 03-5284-8825

H29.10.27 保保所環 第8760号 Ｑｕｉｌｌ さいたま市浦和区東高砂町15-9 090-8688-2002 谷口　ゆかり ※

※

開設者 開設者住所

※

さいたま市浦和区北浦和4-1-9

※

埼玉県川口市朝日2-25-14

※

※

※

確認番号

［施設一覧］平成29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

施設所在地



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.11.01 保保所環 第8924号 ｃｏｙｕｒｕ 048-708-0993  田中　幸 ※

H29.11.02 保保所環 第9064号 ヘアーギャラリーＳＡＲＡ さいたま市西区三橋6-607-13 イオン大宮西店3F 048-620-1580  株式会社ヘアーギャラリー 代表取締役 樫本　美紀 048-620-1580  

H29.11.02 保保所環 第8935号 アンジェフォトスタジオ 050-3774-8660 株式会社としま 代表取締役 都筑　偀吉 048-641-0127  

H29.11.09 保保所環 第9122号 Ｌｕｃｉａ　ｈａｉｒ 048-782-7107  各務　充 ※

H29.11.09 保保所環 第9116号 Ｃｕｔ　Ｌｉｂｅｒｔé － 川向　憲治 ※

H29.11.20 保保所環 第9526号 チョキペタ　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町11-1 B1F 048-811-1101  株式会社スタイルデザイナー 代表取締役 置塩　圭太 045-680-5321  

H29.11.20 保保所環 第9450号 アイラッシュサロンｃｏｃｏｒｏ 048-653-0556  株式会社ｃｏｃｏｒｏ 代表取締役 蛭間　真由美 0480-24-5550  

H29.11.24 保保所環 第9707号 美容室ＧＲＥＥＮ 048-729-6373  プラスプロモーション株式会社 代表取締役 西田　光吉 さいたま市大宮区宮町2-79-7 プラスビル6階 048-729-5969  

H29.11.29 保保所環 第9848号 Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ＩＮＯＵＥ 048-789-6461  井上　紀子 ※

※

※

神奈川県横浜市中区翁町1-4-1

埼玉県久喜市西185-1

さいたま市北区植竹町1-719-9-103

さいたま市見沼区大和田町1-1392-2

確認番号

［施設一覧］平成29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

施設所在地

さいたま市西区三橋6-607-13

さいたま市緑区東大門2-18-10 ※

開設者 開設者住所

さいたま市大宮区高鼻町1-87さいたま市大宮区高鼻町1-25-1-2F

さいたま市見沼区東大宮4-9-2

さいたま市西区西遊馬1272-3

さいたま市南区文蔵2-1-4

※



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.12.01 保保所環 第10032号 Ｒ－ａｒｍ’ｓ さいたま市西区宝来1536-1 相原ビル1F 080-4173-7419 五十嵐　良太 ※

H29.12.05 保保所環 第10144号 Ｒｅｌｉｓ さいたま市見沼区風渡野430-69 1階 048-797-7989 横山　翔太 ※

H29.12.05 保保所環 第10094号 アイラッシュ　バニラ さいたま市見沼区深作3-44-12 NKビル3F 048-720-8337 金井　麻美 ※

H29.12.08 保保所環 第10317号 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｌｉｌｉａｎａ さいたま市中央区大戸5-24-13 サンフラワー101 048-717-7779 星野　亜弥 ※

H29.12.08 保保所環 第10312号 ＣＡＰＳＵＬＥ　ＯＭＩＹＡ　ＢＡＳＥ さいたま市大宮区大門町2-7-2 ヒシヤストアー2F 048-788-1922 合同会社ｆｉｒｅｆｌｙ 代表社員 西村　たから 03-6907-2155

H29.12.08 保保所環 第10305号 Ｌｕｏｇｉａ さいたま市大宮区宮町5-22 ウサギビル1階 048-643-7222 株式会社ｌａｍｐ 代表取締役 吉田　昭人 03-6907-1553

H29.12.22 保保所環 第10733号 美容室シュール さいたま市北区宮原町2-125-14 048-627-3646 株式会社こっぱ舎 代表取締役 橋本　和雄 048-653-6373

H29.12.27 保保所環 第11029号 トータルビューティーアカデミー　アイマージュ さいたま市大宮区大門町2-2-2 丸藤ビル5F 048-640-2602 株式会社シムラエンタープライズ 代表取締役 志村　晃央 03-6907-4681

H29.12.28 保保所環 第10930号 喫茶と美容室　茶の間 さいたま市北区奈良町48-2 048-788-3866 リハプライム株式会社 代表取締役 小池　修 048-650-7116

※

東京都豊島区西池袋1-7-8  9階

東京都豊島区西池袋5-5-21

開設者 開設者住所

東京都豊島区西池袋1-41-6　エスペランザ池袋4階

※

確認番号

［施設一覧］平成29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

施設所在地

※

さいたま市大宮区上小町1106

さいたま市北区宮原町2-125-14

※


