
確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.01.11 保保所環 第11166号 マサトパリＥＸ大宮店 さいたま市大宮区宮町2-17 パインズビル2F 048-650-1124 株式会社ザ・サンクチュアリ・オペレーションズ 代表取締役 植村　浩 03-5467-9552  

H30.01.16 保保所環 第11441号 ＣＯＣＯ＆ さいたま市大宮区大門町3-190 豊田ビル402 - 青木　真美 ※
H30.01.17 保保所環 第11490号 タマリバ美容室　ＴｏｗａｎｏＷａ さいたま市中央区下落合7-6-5 コーポコスモス1F 048-762-6341 根本　淳 ※
H30.01.29 保保所環 第12015号 Ｚｏｗ　Ｚｏｗ さいたま市南区文蔵3-10-15 048-845-2300 江田　美加 ※
H30.01.30 保保所環 第12104号 美容室　Ｃｌｏｖｅｒ さいたま市桜区町谷2-20-10 048-840-5855 澤村　紀子 ※

東京都港区南青山5-7-17

開設者 開設者住所確認番号

［施設一覧］平成30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

※
※
※

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

H30.02.01 保保所環 第12295号 サロン・ド・コアラ さいたま市緑区大間木377-6 048-874-6706 栗原　誠 ※
H30.02.02 保保所環 第12387号 アンクス さいたま市南区南浦和2-38-7 2F 048-881-1611 渡邉　佳子 ※
H30.02.05 保保所環 第12347号 Ｒａｆｔ さいたま市大宮区仲町3-76 フジックス仲町ビル1F 048-657-2877 横尾　勇人 ※
H30.02.13 保保所環 第12709号 ＨＡＩＲ　ＣＬＵＢ さいたま市南区四谷1-7-3 プラテリア武蔵浦和1F 048-862-5188 岸　敏夫 ※
H30.02.13 保保所環 第12768号 ＡＬＵＤＥ．ＨＣ さいたま市南区沼影1-1-20 フィオレッタ武蔵野101 048-826-5833 岸　敏夫 ※
H30.02.14 保保所環 第12870号 ｔｏｃｏｔｔｏ　カット さいたま市北区本郷町690 050-3555-1421 吉田　和臣 ※
H30.02.22 保保所環 第13325号 Ｓａｌｏｎ　Ｙｏｕｒ さいたま市中央区円阿弥7-6-3 048-858-9311 水原　美千代 ※
H30.02.26 保保所環 第13212号 Ａｔｅａｓｅ さいたま市南区根岸3-1-13 クレール南浦和101 048-767-4023 小池　京子 ※
H30.02.26 保保所環 第13215号 カラー工房　染め屋さん さいたま市南区南浦和2-32-11 048-637-1035 松井　淳 ※
H30.02.27 保保所環 第13339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 ※
H30.02.28 保保所環 第13604号 ｃｙｅｚ さいたま市大宮区宮町2-116 Ichinomiya BLDG.201 048-645-7208 島村　順子 ※

※

※

※
※
※

※
※
※
※
※

※

［施設一覧］平成30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

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所



確認年月日 施設名称 施設電話番号 開設者電話番号

H30.03.01 保保所環 第13652号 Ｇａｒｄｅｎ　コクーンシティー さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーン1　1F 048-762-3383 株式会社ＡＬＰＨＡ 代表取締役 福島　佑典 080-3726-8268

H30.03.01 保保所環 第13539号 アイビューティサロン　ソシエ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和4階 048-767-4766 株式会社ソシエ・ワールド 代表取締役 村田　尋一 03-5333-1136

H30.03.01 保保所環 第13534号 ヘアーサロン　ソシエ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和4階 048-767-4136 株式会社ソシエ・ワールド 代表取締役 村田　尋一 03-5333-1136

H30.03.08 保保所環 第13975号 ビーチ宮原店 さいたま市北区宮原町3-515-1 048-652-7716 株式会社ビーチ 代表取締役 名川　智絵美 048-652-7716

H30.03.08 保保所環 第13974号 ビーチ土呂店 さいたま市北区土呂町2-23-12 048-788-2109 株式会社ビーチ 代表取締役 名川　智絵美 048-652-7716

H30.03.12 保保所環 第14073号 髪屋こころ さいたま市岩槻区美園東1-8-1 ルメート104 048-797-2550 成田　順一 ※

H30.03.13 保保所環 第14145号 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ さいたま市中央区下落合2-23-19 ガーデンハウス102 048-716-0332 島嵜　美奈子 ※

H30.03.15 保保所環 第14248号 ＬＵＣＹ さいたま市大宮区宮町1-21 カーサ田中1F 048-871-8049 リタ株式会社 代表取締役 高橋　宙 埼玉県川口市芝5-18-2 ライフピア301 048-432-4629

H30.03.15 保保所環 第14246号 美容室　森と青 さいたま市北区奈良町105-12 048-793-6045 市川　幸司 ※

H30.03.22 保保所環 第14510号 Ｈａｉｒ　Ｅａｓｔ さいたま市見沼区大和田町1-1525-1 048-637-4788 栗原　健二 ※

H30.03.26 保保所環 第14714号 Ｃａｐｒｉｓ さいたま市南区南浦和2-27-1 エバープラザ302 048-767-4988 瀬戸島　梨沙 ※

H30.03.26 保保所環 第14711号 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｈｉｄａｍａｒｉ さいたま市大宮区土手町3-162-12 048-708-0899 齋藤　和弘 ※

H30.03.27 保保所環 第14868号 アイラッシュサロン　モアナ さいたま市浦和区岸町4-21-14 201 ※ 太内田　真理子 ※

H30.03.29 保保所環 第14842号 ｅｓ　ｓａｌｏｎ さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館3F 048-796-0338 緒方　康洋 ※

［施設一覧］平成30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

確認番号 施設所在地 開設者 開設者住所

※

※

※

※

※

※

※

※

東京都北区神谷3-41-15

東京都渋谷区代々木4-33-10

東京都渋谷区代々木4-33-10

さいたま市北区宮原町3-515-1

さいたま市北区宮原町3-515-1


