
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.07.01 保保所環 第3439号 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＳＷＩＴＣＨ さいたま市桜区道場3-15-14 サツキハイム93 048-799-3812  髙橋　将人 ※

H29.07.04 保保所環 第4089号 Ｈａｉｒ　ＣＡＣＴＵＳ さいたま市大宮区三橋4-349-7 - 角田　孝之 ※

H29.07.06 保保所環 第4245号 ｅｍｕ　ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ さいたま市見沼区大和田町1-1543 048-685-7601  宮澤　一義 ※

H29.07.11 保保所環 第4356号 Ｈａｉｒ＆Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　　ＴＯＭＯＳ さいたま市浦和区北浦和3-7-3 石井ビル2F 048-829-9566  駒﨑　真史 ※

H29.07.11 保保所環 第4353号 美容室フレール　大宮東町店 さいたま市大宮区東町1-124 050-5243-4043 トイパーク株式会社 代表取締役 岩見　武 048-788-4088  

H29.07.12 保保所環 第4410号 ビアンカ武蔵浦和店 さいたま市南区白幡3-10-11 細淵ビル202 048-799-3842  株式会社Ｂｉａｎｃａ　ＶＥＮＵＳ 代表取締役 稲垣　恵美 048-829-9860  

H29.07.14 保保所環 第4581号 ＴＲＥＮＴＥ　北浦和店 さいたま市浦和区常盤10-9-14 斉藤ビル1F 048-814-1177  寺内　洋子 ※

H29.07.14 保保所環 第4493号 ａｔｅｌｉｅｒ　ｐｒｅｓｅｎｔ’ｓ　与野店 さいたま市中央区下落合2-22-12 明朗ビルⅡ 048-711-7455  株式会社Ｄａｓｈ 代表取締役 田向　秀行 03-5312-6955  

H29.07.14 保保所環 第4405号 スマイルカラーイオン北浦和店 さいたま市浦和区常盤10-20-29 048-711-9182  有限会社アサンブラージュ 代表取締役 小松　幸志 048-229-4238  

H29.07.19 保保所環 第4660号 ａｒｃｈ　ｈａｉｒ さいたま市南区別所2-16-2 グランドヴィラ1Ｆ 048-762-6118  内田　紀彦 ※

H29.07.19 保保所環 第4600号 Ｓｅｅｋ さいたま市見沼区東大宮4-26-18 048-788-2789  小暮　幸代 ※

H29.07.20 保保所環 第4658号 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＲｕｌｅＺ さいたま市北区宮原町3-337-1 山崎ビル1階 048-780-2890  株式会社Ｊｕｍｅａｌ 代表取締役 竹川　宏典 さいたま市北区宮原町3-337-1 山崎ビル1階 048-780-2890  

H29.07.27 保保所環 第5262号 アイラッシュ　アンジェリーク さいたま市大宮区東町1-89-9 203号室 048-778-8417  渡辺　飛鳥 ※

※

※

※

※

※

さいたま市浦和区常盤6-16-14

東京都新宿区新宿5-12-16

［施設一覧］平成29年7月1日～7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

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所

※

※

※

さいたま市北区宮原町3-219

さいたま市浦和区東仲町11-1



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H29.08.02 保保所環 第5420号 Ｌａ　Ｂｌａｎｃｈｅ さいたま市大宮区大門町1-18 キムラヤビル4F 048-871-8887 吉野　秀樹 ※ ※

H29.08.02 保保所環 第5414号 フォトスタジオ　ラピナス さいたま市浦和区仲町2-3-22 桑原ビル4階 048-762-6636 遠山　栄二 ※ ※

H29.08.22 保保所環 第6011号 ｅｃｏｌｕａ　ｈａｉｒ さいたま市南区南浦和2-42-2 南浦和ハイム102 048-826-5324 森　康仁 ※ ※

H29.08.28 保保所環 第6391号 ａｍｉｅ　ｂｙ　ａｆｌｏａｔ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ さいたま市浦和区仲町1-3-2 浦和仲壹マンション1階 048-789-6182 株式会社エイミー 代表取締役 荒井　俊介 03-6281-0169

H29.08.31 保保所環 第6575号 ヘアレスキューつや髪 さいたま市南区別所3-32-1-102 048-789-6679 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 第2ポニービル102号室 048-887-4121

開設者 開設者住所

東京都板橋区高島平1-28-10

［施設一覧］平成29年8月1日～8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

確認番号 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

H29.09.01 保保所環 第6705号 カットハウス　Ｈ＆Ｆ さいたま市桜区田島5-9-10 サンアーク西浦和ビルA店舗 - 比留間　富美 ※

H29.09.01 保保所環 第6623号 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｈｉｏｙａ さいたま市大宮区桜木町1-266-4 エスベランサ1F.2F 048-644-1588  有限会社しおや 代表取締役 塩屋　れい子 048-644-1588  

H29.09.01 保保所環 第6095号 ＣＲＡＤＬＥ さいたま市大宮区桜木町2-346 SEビル1F 048-648-3464  田島　寛子 ※

H29.09.11 保保所環 第6993号 ｅｐｉｃ さいたま市浦和区東仲町25-21 プランドールDUO　1F 048-753-9878  儀同　寛 ※

H29.09.12 保保所環 第7074号 美容室　美人館 さいたま市北区盆栽町466-33 048-666-9950  平戸　かおる ※

H29.09.13 保保所環 第7109号 ビューティーアイラッシュ大宮マルイ店 さいたま市大宮区桜木町2-3 5F 048-871-9074  有限会社サロンドエム 代表取締役 前原　享明 0276-63-4577  

H29.09.14 保保所環 第7201号 ＲＪ さいたま市浦和区木崎1-5-10 イイダコーポ206 048-755-9056  片山　律子 ※

H29.09.14 保保所環 第7119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  山田　将太 ※

H29.09.15 保保所環 第7209号 美容室シャン さいたま市緑区太田窪1-29-13 048-881-2014  菅波　靖 ※

H29.09.21 保保所環 第7391号 美容室ユウ． さいたま市中央区本町東3-14-19 ＊ 齋藤　由美子 ※

H29.09.25 保保所環 第7444号 ＬａＣＱ さいたま市大宮区桜木町1-182-1 NTビル2階 048-783-3241  𠮷田　友美 ※

H29.09.25 保保所環 第7429号 ハミングバード さいたま市中央区上落合2-10-8-201 ※ 堂園　未央 ※

H29.09.26 保保所環 第7570号 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｆｕｕ　ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ さいたま市北区東大成町2-716-5 TRSプリンセスマンション1F 048-871-5920  冨士本　円 ※

H29.09.26 保保所環 第7514号 ココル　土呂店 さいたま市北区土呂町2-10-11 エンドレス　1F-C 048-782-9520  株式会社トレッドル 代表取締役 舟津　隆一 03-6909-4344  

H29.09.27 保保所環 第7599号 ヘアカラー専門店　ｆｕｆｕ与野店 さいたま市中央区下落合1050-9 048-829-7742  株式会社Ｆａｓｔ　Ｂｅａｕｔｙ 代表取締役 髙𣘺　賢 東京都渋谷区恵比寿南2-9-2 カルム恵比寿3階 03-4405-9222  

H29.09.29 保保所環 第7659号 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　０３４５ さいたま市大宮区桜木町2-2-23 石井ビル2F 048-779-8183  ｕｌｕ　Ａｌｌｅｎ株式会社 代表取締役 辰巳　美代子 さいたま市大宮区桜木町2-2-10 松木ビル2F 048-871-8080  

確認番号

東京都板橋区大山金井町51-5

※

［施設一覧］平成29年9月1日～9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

※

※

群馬県邑楽郡大泉町大字吉田2970

さいたま市大宮区桜木町1-266-2

開設者 開設者住所施設所在地

※

※

※

※

＊開設者の要望により非公開

※

※

※

※


