
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.04.03 保保所環 第14741号 Ｌｕｐｉｔｔｏ さいたま市南区南浦和3-5-9 藤ビル1F 048-799-2099  重田　亜紀子 ※ ※

H29.04.10 保保所環 第14753号 Ｃｕｔ１０００　ハレノテラス東大宮店 さいたま市見沼区島町393 C棟102 048-783-5650  株式会社センスクレア 代表取締役 小泉　稔 埼玉県北足立郡伊奈町大字大針1236-1 048-783-5650  

H29.04.11 保保所環 第479号 ヘア・アンフィル さいたま市浦和区東仲町25-28 TMビル2F 048-789-6687  合同会社アンフィル 代表社員 堀江　健二 さいたま市浦和区東仲町25-28 048-789-6687  

H29.04.13 保保所環 第520号 ＭＡＱＵＩＡ　大宮店 さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵野ビル6F 048-650-7600  株式会社ミュゼプラチナム 代表取締役 沼田　英也 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア 03-3486-2080  

H29.04.18 保保所環 第755号 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｐａｌｍ　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮5-37-4 048-796-0113  合同会社ｐａｌｍ 代表社員 村井　隆芳 さいたま市浦和区上木崎1-9-19 永楽ビル２階 048-822-0533  

H29.04.21 保保所環 第940号 ラグナヴェール　スカイテラス さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル19階 048-859-8070  株式会社エスクリ 代表取締役 渋谷　守浩 東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビルB棟 03-3539-7654  

H29.04.27 保保所環 第1244号 アンフィルティエ さいたま市大宮区宮町4-104 モルゲンロートメゾンⅢ1F 048-776-9306  合同会社アンフィル 代表社員 堀江　健二 さいたま市浦和区東仲町25-28 048-789-6687  

H29.04.27 保保所環 第1146号 ヘアカット１０００プラス さいたま市西区宝来1656-20 - 立林　文雄 ※ ※

H29.04.28 保保所環 第1519号 Ｂｅｃｋｙ　ｌａｓｈ　大宮店 さいたま市大宮区桜木町1-8-2 NM大宮ビル3F 048-771-8881  山田　実 ※ ※

施設所在地 開設者 開設者住所

［施設一覧］平成29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

確認番号



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.05.01 保保所環 第1588号 Ｂｏｎｈｅｕｒ　６０３ さいたま市大宮区上小町603-1 新横溝ビル101 048-776-9908  畠山　亜紀子 ※ ※

H29.05.01 保保所環 第1537号 Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｔｕｓａｉｓ さいたま市大宮区宮町2-17 パインズビル404 ※ 山田　里美 ※ ※

H29.05.02 保保所環 第1662号 Ｌｕｌｕ　ｍａｌｕ さいたま市北区日進町2-790-2 048-871-6771  土屋　俊明 ※ ※

H29.05.02 保保所環 第1598号 ｇｏｅｎ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ さいたま市中央区下落合1066-2 クリスタルレジデンス1F 048-755-9542  関　正和 ※ ※

H29.05.02 保保所環 第14777号 ＭＡＲＧＡＵＸ さいたま市浦和区仲町1-6-4-5F 048-789-7777  株式会社マーゴ 代表取締役 清水　秀和 さいたま市浦和区仲町1-6-4 ※

H29.05.09 保保所環 第1734号 ｎｅｉｌｉｋｋａ（ネイリッカ） さいたま市南区文蔵2-15-9 高橋マンション103号室 048-872-8880  篠塚　真紀子 ※ ※

H29.05.11 保保所環 第14778号 ＡｎｏｎＺ さいたま市岩槻区本町1-5-14-11 ※ 丸嶋　容子 ※ ※

H29.05.23 保保所環 第14785号 ＡＦＦＥＴＴＯ さいたま市南区太田窪2930-1 048-882-6488  古賀　由貴 ※ ※

H29.05.25 保保所環 第2414号 カットハウスティエム さいたま市桜区田島5-9-10 サンアーク西浦和ビル1F 048-711-3895  戸泉　竜太郎 ※ ※

H29.05.25 保保所環 第2388号 ＳＴＡＣＣＡＴＯ さいたま市見沼区島町393 C棟103-2区画 048-686-9639  株式会社希創力 代表取締役 栗原　三和子 さいたま市見沼区東大宮5-44-2 西友内 048-686-9639  

H29.05.29 保保所環 第2560号 Ｄｒ．ＣＲＥＡ さいたま市南区南浦和3-5-8 2F ※ 株式会社Ｒ－ＶＥＬ * * 東京都新宿区西新宿7-18-9 ※

H29.05.31 保保所環 第2662号 ＲＩＴＡ さいたま市大宮区大門町2-26 鍵利ビル2F 048-741-6071  リタ株式会社 代表取締役 髙橋　宙 埼玉県川口市芝5-18-2 ライフピア301 048-432-4629  

H29.05.31 保保所環 第2706号 ＴＲＵＮＫ さいたま市見沼区東大宮6-58-4 外山ビル1F 048-689-3506  外山　晃一郎 ※ ※

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所

*開設者の要望により非公開

［施設一覧］平成29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

H29.06.06 保保所環 第2889号 Ｌｕｓｃｉｏｕｓ　Ｉｗａｔｓｕｋｉ さいたま市岩槻区東岩槻1-1-14 * ラシェス株式会社 代表取締役 旭　孝祥 埼玉県上尾市大字上1404-67 *

H29.06.06 保保所環 第2888号 美容室　ＷＡＶＥ　ＣＬＵＢ さいたま市中央区八王子1-5-6 * 澤田　泰子 ※

H29.06.08 保保所環 第2913号 Ａｔｔｒａｃｔ さいたま市中央区下落合1034 倉持ビル301 070-4014-4718 加茂　エリカ ※

H29.06.12 保保所環 第3125号 美ｍａｋｉｎｇ　ＳＩＬＫ　ＲＯＡＤ　Ｏｂｊｅｔ さいたま市中央区新中里5-20-9 エーデルハイツ107 048-824-2801  有賀　勝則 ※

H29.06.14 保保所環 第3225号 ＶｉｅＡｎｇｅ浦和西口駅前店 さいたま市浦和区高砂1-7-4 1F 048-825-7000  株式会社アンジュ 代表取締役 仲本　勝三 さいたま市浦和区高砂2-9-1 048-814-0885  

H29.06.14 保保所環 第3224号 ｉｎｎｉｔ さいたま市大宮区桜木町1-353 1F 048-782-5300  羽田　順孝 ※

H29.06.14 保保所環 第3174号 アースビューティー さいたま市岩槻区城南2-7-30 * 有山　彩子 ※

H29.06.21 保保所環 第3473号 ａｍｉｅ　ｂｙ　ａｆｌｏａｔ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ さいたま市浦和区仲町1-3-2 仲壹マンション1F 048-789-6182  荒井　俊介 ※

H29.06.29 保保所環 第3879号 Ｆｒｉｅｎｄ さいたま市見沼区東大宮4-17-1 048-782-8282  服部　一弘 ※

H29.06.30 保保所環 第4025号 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ　Ｔｗｏ：Ｃ／ｃ さいたま市南区鹿手袋6-6-1 PASSAGE　A号 048-705-0061  株式会社Ｃｏｎｆｉａｎｃｅ 代表取締役 大津　将 さいたま市南区鹿手袋6-6-5 PASSAGE　N号 048-705-0061  

H29.06.30 保保所環 第3831号 Ｂｕ・Ｒｏｉ さいたま市岩槻区東岩槻5-1-13 13号 ※ 森田　有美 ※

※

※

※

※

※

※

※

※

［施設一覧］平成29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

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所

*開設者の要望により非公開


