
 

     

 

 

    

 １７.腸セラピーで内臓ケア クールダンジュ ●● 

腸セラピー・ピラティス・パステリア書で体質改善！ 

http://ameblo.jp/mocofuwari/ 090-4951-1375 

 ３５.リンパストレッチ 緑櫻-Ryokuha ●● 
服を着たままリンパを流しむくみ冷えコリを解消！ 

070-6633-5672 http://ameblo.jp/michihatuzuku/ 

  １８.リラク＆ダイエット ブルーロータス 
心と体の健康維持・エネルギーチャージ空間 

080-5649-1601 http://blue-lotus.jp 

 ３６.おうち片づけ プレザントライフ 
自分らしく好きなモノに囲まれて暮らせる片づけ術 

http://ameblo.jp/lidiacz/ TEL 090-7677-0565 

１.エステサロン シルフィアピーカーブー● 

「ママ、おうちサロンはじめました」著者のサロン 

http://www.s-pkb.com 046-273-2134 

 １９.幸せ家族を生み出すサロン Paeon 
薬に頼りたくないママの想いを漢方の力で叶えます 

http://ameblo.jp/koto2-storm/ koto.as@gmail.com 

 ３７.アロマリンパケアサロン オアシス 
ひとりでゆったりのんびり。貸切サロンでリンパケア 

046-281-8886 http://oasis-atsugi.jimdo.com 

２.パソコン教室＆サポート マイオフィス ● 
個人レッスンのPC教室 チラシ・web制作、コンサル 

http://myoffice-pc.com  080-2129-8594 

 ２０.癒しと美のアロマFLORA～フロラ～ 
アロマデトックスボディ・フェイシャル・リフレ 

http://flora-relax.com/ florarelax@gmail.com 

 ３８.ロミロミ＆リフレサロン Hoene 
ハワイ伝統のヒーリングとリフレで自然治癒力UP! 

http://ameblo.jp/hoene TEL 090-9246-5668 

３.ハッピー占い～Angelica～マリィ 

ヒプノセラピー、カルトッシュカード占い、直傳靈氣etc 

080-2212-2385 angelica-smiling_for-you2015@docomo.ne.jp 

 ２１.健心美栄カイロWin／美容カイロ ●● 

カイロとエステの融合♪内外面から美しく健康的に♪ 

oka2.a5.chabu.98@i.softbank.jp 090-2933-0142 

 ３９.マリア オル マリア ● 
レムリアンヒーリング® レイキ認定講座 瞑想会他 

http://mariaorumaria.qt8.biz/ 

４.天の筆 
筆ペンで自由に文字を書いて心を解放していきます 

cocolokiri@gmail.com 

 ２２.きらわく～色・光・虹～ 
サンキャッチャー・ローズウィンドウ・パワーピアス 

http://ameblo.jp/fumitanrose 

 ４０.フーレセラピー ぺんぎん 
足で施術する不思議感覚のリラクゼーション♪ 

050-3370-7249 http://foulee-pg.private.coocan.jp 

５.おうちサロン アロマリング ● 
アロマの香りに包まれてココロもカラダもリラックス 

HP：http://aromaring.jp  Tel：046-277-9171 

 ２３.腰痛肩こりカイロプラクティックわかな 
頭痛肩こり腰痛不眠倦怠感慢性疲労自律神経の乱れに 

http://chiro-wakana.com TEL 080-5656-1484 

 ４１.フーレ Re.smile ～り・すまいる～ 
癒しの足技で健康・笑顔の毎日をサポートします 

080-4448-8420 http://re-smile.jimdo.com 

６.色でHappy Life♪ 
色育(いろいく) カラーセラピー 各種養成講座等 

http://ameblo.jp/yoshie1103 

 ２４.ダイエット＆リラク Happy smile 
ダイエットとキレイが叶うリラクゼーションサロン 

090-2173-8189 http://home.catv-yokohama.ne.jp/55/happy 

 ４２.フェイシャル・ボディリンパ Sheep 
フェイシャル・ボディリンパエステサロン 

090-7296-5895 sheep2015m@yahoo.co.jp 

７.佳美コレクション ヘアメイク 着付け ●● 

輝ける日、特別な日、輝くあなたをつくります 

090-6270-4264 yo.shi.mi.chan@ezweb.ne.jp 

 ２５.Skip 
わくわくするファッションの小さなセレクトショップ 

045-442-6144 http://skip-fam.ocnk.net 

 ４３.Rosmarinus (ロスマリヌス) 
香りでISAセラピストのオールハンドトリートメント 

メール rosmarinus.ohana@gmail.com 

８.台湾式 足つぼサロン musubi ● 

心と身体を結ぶ本格的足つぼ施術。スクールあり。 

090-8641-8342 ashitubo.musubi@gmail.com 

 ２６.耳つぼダイエット DeLight 
体と心を軽くして美と健康を取りもどす 

TEL 090-6109-7293 

 ４４.里山の亀の子サロン ● 
里山にたたずむハーブやアロマのナチュラルサロン 

http://www.satokame.web.fc2.com/ 

９.ChezMOMO シェ・モモ 自然療法 ● 

ホメオパシー、木の芽療法や望診・食事相談など 

http://www.homeopathy-momo.com 

 ２７.ハラウフラカウルヴェヒオナプアウイ 
本格的なフラダンスを安心の少人数制で学べます 

http://www.kauluwehionapuaui.com 

 ４５.日本声診断協会音声心理スクール 
心を視覚化する声診断メソッドを教えるスクール 

0467-58-3931  http://isiss.jp/  info@isiss.jp 

１０.耳つぼ＆リンパケア FRIENDS ● 

耳つぼとリンパケアで日々のお疲れを癒すお手伝い 

090-8514-6687   http://ameblo.jp/ear-friend/ 

 ２８.ロミロミサロン＆スクール アロハロハ ● 
肩こり首こりが驚くほどスッキリする本格ロミロミ 

http://facebook.com/lomilomialohaloha 

 ４６.ダイエット＆美容エステ ココルージュ 
「健康」「美容」「ダイエット」お任せください♡♡ 

http://ameblo.jp/m08010599715/ 0463-73-5221 

１１.ボディアート専門サロンStarry Angel ●● 

ボディジュエリー、カバーメイク、ジュエルボードアート 

LINE＠starryangel  facebook.com/StarryAngelsalon 

 ２９.手づくり作家支援 Hide＆seek 
ハイシーはハンドメイド作家さんを支援しています 

http://hideandseek0108.jimdo.com 

 ４７.リンパケア ナチュラル＊ヒーリング ● 
訪問リンパケアと腸セラピーで健康と綺麗の毎日を 

「ナチュラルヒーリング 平塚」で検索 090-1815-2343 

１２.ヘアーサロン 亜桜 
天然100％ヘナで素髪美人になりましょう 

http://hena-asakura.com/  090-8941-5823 

 ３０.アトリエ「優花」 ● 
簡単☆楽しい☆ 心癒されるパステルアート教室 

atelier.yuuka@gmail.com 

 ４８.ヒーリングスペース イリス ～Iris ● 
リーディング・ヒーリング・タロット養成講座 

http://healing-iris.com/  info@healing-iris.com 

１３.Manoa Luce(マノアルーチェ) 
あなたに合うオーダーメイド天然石アクセサリー 

http://ameblo.jp/1033kay0/ manoaluce@gmail.com 

 ３１.犬の整体院 olaola(オラオラ) 
愛犬と愛犬家の強い味方。セルフケアーお伝えします 

TEL 080-1211-3476 http://olaola.club/ 

 ４９.笑いの力で健康・脳トレ 笑み筋体操 ● 
笑み筋体操インストラクター 養成講座も開催 

http://laugh-ono.jimdo.com 

１４.おさんぽフォト よよこ 
あなたらしいフォト 楽しくゆったりお撮りします 

http://ameblo.jp/solairocamera 

 ３２.Kazeのプライベートヨガサロン ●● 
身体が硬い、疲れた貴女をヨガ・整体で超回復 

http://ameblo.jp/kaze-no-yogasaronn1203/ 

 ５０.手芸サロン 憩いの場所 アトリエKaze 
月曜と火曜の13 時～17 時 Open♪ 

may_b_kaze@i.softbank.jp TEL 080-3425-0257 

１５.美容カイロ Clover＊クローバー ●● 
カイロ＆エステで骨格から健康的に最高の美しさへ! 

http://ameblo.jp/clover-chiroesthetic/ 070-6565-9565 

 ３３.温活サロン アンベリール 
体温を上げて健康と美を取り戻すサロンです 

murayamayuki4126@gmail.com 

 ５１.Herb salon ALICIA 
メディカルハーブ&アロマのナチュラルケア講座 

http://aliciaherb.blogspot.jp/ 

１６.美健真カイロ る・りあん ● 
美容カイロエステティックで「美骨&美肌」に！ 

TEL 090-1802-3195  klarastein999@gmail.com 

 ３４.ロミロミ ラハイナ ● 
ロミロミ&バザルトストーン・手作り石けん教室 

http://lahainalomi.com/ TEL 080-5384-1925 

 ５２.RESHIEL (フェイシャルサロン) 
メイク、カラーレッスンも気軽に受けられます 

080-3123-1888 salon.reshiel@gmail.com 

     

 

●教室 ●エステ・リフレ・ヒーリング ●その他  ※ほとんどのサロンが子連れでOK!! お子様がご一緒の時は、サロンにご相談ください。 

日本おうちサロンマップ協会事務局  

〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-9-2(株)アート・メイク内 

お問い合わせ info@outisaron.com  http://outisaron.com/ 

 

かながわ支部 

〒242-0021 大和市中央4-1-24 セントラルフォートビル4F 

エステティックサロン シルフィアピーカーブー内 

<事務局> パソコン教室＆サポート マイオフィス 

TEL 080-2129-8594 

★「日本おうちサロンマップ協会」は商標登録中です。ロゴ、イラスト等の無断転載はご遠慮ください。 

 

マップを置いてくださるお店・サロン、広告掲載・ご協賛企業を募集中！ 

事務局までお問い合わせください。 


