●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。

２１.結婚相談所 マリアージュ.com

４３.黄土よもぎ蒸しサロン 麻の葉

本気で結婚を考えている全ての方をサポートします。
http://mariage.html.xdomain.jp

いのちを育む子宮をあたためる♡
yomogiasanoha@gmail.com

２２.おうち片づけ 【らくらし】

４４.アロマリンパ＆耳つぼ VAGUES ●

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

お薬に出来るだけ頼らず心と身体の癒しのお手伝い
http://ameblo.jp/salon-vagues 070-6466-8125

１.エステサロン シルフィアピーカーブー ●

２３.ヒプノセラピーサロン 癒しのakua

４５.ロミロミ まはろ・はろ

【ママ、おうちサロンはじめました】著者山崎玲美のサロン

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

傷ついた心を癒し解放して心をクリアにする
http://iyashinoakua.com
046-408-1981

波のリズムでゆったりポカポカリフレッシュ
080-5387-1767 http://fb.me/mahalohalo14

２.パソコン教室＆サポート マイオフィス ●

２４.ネイルガーデン

４６.耳つぼダイエット DeLight

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

ジェルネイルで大人の癒し空間
http://ameblo.jp/runrunga TEL046-232-5035

体と心を軽くして美と健康を取りもどす
080-9817-4708 http://delight.noor.jp

３.ヒーリングスペース Aoakua

２５.アロマと手作り石けん サロンドラファム

４７.リラク＆ダイエット ブルーロータス

ロミロミ・レイキ・カラーセラピースクールも有り
https://lomiaoakua.jimdo.com 090-5769-4255

アロマテラピートリートメントと手作り石けん教室
http://aromalafemme.web.fc2.com 08095436610

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

４.アロマサロン アロマリング ●

２６．アロマリンパケアサロン オアシス ●

４８.美容カイロ Clover＊クローバー ●●

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

1人で貸切！プライペートサロンで本格リンパケア
046-281-8886 http://oasis-atsugi.jimdo.com

カイロ＆エステで骨格から健康的に最高の美しさへ!

５.みんなの茶の間Café ピースな時間

２７. ZiRCooN ジルコーン

４９.美健真カイロ る・りあん ●

みんなが気軽に集えるお茶の間Caféです
http://facebook.com/peace.jikan

数秘とレイキ 自分を知りより自分らしく をご一緒に
yyubi-1224@nifty.com http://hannari-youbi.com

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

６.Home Yoga Studio K

２８.ロミロミ＆リフレサロン Hoene

５０.健心美栄カイロWin／美容カイロ ●●

ヨガのパーソナルレッスン専門スタジオ
homeyogastudiok@gmail.com

ハワイ伝統のヒーリングとリフレで自然治癒力UP!
http://lomi-hoene.com/

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

７.カイロ＆エステカイロ 和 (なごみ)

２９.マリア オル マリア ●

５１.ココハグキッチン2714

小顔美肌 体の内・外より美容カイロにお任せください
090-9648-8260 chirosumire.58@ezweb.ne.jp

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/ 090-9685-4687

幼児〜大人まで＊基礎から学ぶ料理とお菓子教室
cocohugkitchen2714@gmail.com

８.佳美コレクション ヘアメイク 着付け ●●

３０.アイシングクッキー教室 リブール

５２.デッドシーSPA＆アロマ FLORA

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

アイシング・リボン教室／資格取得・単発レッスン
http://ameblo.jp/icing-cookies-libur

死海の泥&アロマデトックスで体質改善と美へ
090-6032-6111 https://www.flora-relax.com

９. ビューティフルドーン

３１.フーレセラピー ぺんぎん

５３.重ね煮料理教室 suzuminagi ●

あなたの心を開放するエサレンマッサージ/レイキ
http://tsuku2.jp/ami-bd 080-5227-8140

もまない施術に特化した効果が続くサロンです♪
050-3370-7249 http://foulee-pg.private.coocan.jp

日々の食事で身体を整える陰陽調和の重ね煮
https://suzuminagi.com

１０.健康・ダイエットClub スリー＆アイ ●

３２.にじいろ珠ヨガ

５４.心の癒し はねとも

痩せたい方！健康になりたい方！サポートします！
threeandai@gmail.com TEL090-3805-0015

アロマヨガ、QFMメディテーション、インド占星術
tama7yoga@yahoo.ne.jp ameblo.jp/tama7yoga

本来の魂の輝きを知り心を深く癒す星よみ

１１.ヘアーサロン 亜桜

３３.ミヒカメラ ●

５５.日本声診断協会音声心理スクール

天然100％ヘナで素髪美人になりましょう
http://hena-asakura.com/ 090-8941-5823

ママとベビーのためのフォトスタジオ＆出張撮影
mihikamera@gmail.com

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

１２.ChezMOMO シェ・モモ 自然療法 ●

３４.小さな自宅サロン＊向日葵＊ ●

５６.Rosmarinus (ロスマリヌス)

ホメオパシー/木の芽療法/望診/声診断/食事相談など
http://www.homeopathy-momo.com

マイナス7歳肌で笑顔と健康になれるアロマエステ
http://www.jitakusalon-himawari.com

あなただけの香りでトリートメントを致します
メール rosmarinus.ohana@gmail.com

１３. 耳つぼ＆音声療法 CalmPalm

３５.マヤ暦ソウルナビゲーター Megu

５７.リンパケア ナチュラル＊ヒーリング ●

心と体のバランスを整えるリラクゼーションサロン
090-8514-6687
http://calmpalm.info/

マヤ暦を使って生きやすいようになるためのセッション
090-6526-2845 aoisaru.8888@gmail.com

骨盤と骨格調整つきのリンパケアと腸セラピーです。
「ナチュラルヒーリング 平塚」で検索 090-1815-2343

１４.ボディアート専門サロンStarry Angel ●●

３６.ダイエット＆リラク Happy smile

５８.きらわく～色・光・虹～

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

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

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

１５.Manoa Luce(マノアルーチェ)

３７.Skip

５９.おさんぽフォト よよこ

お名前の波動を読み解きアクセサリー製作・リーディング
090-6070-0729
manoaluce@gmail.com

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

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

１６.温活サロン アンベリール

３８.花セラピストカウンセリング 心のしずく

６０.サイファ・キネシオロジー

体温を上げて健康と美を取り戻すサロンです
http://embellir-zama.com/

生花で心のマッサージ 心の内なる声をききませんか
yellowtail_813@yahoo.co.jp 090-4027-1860

潜在意識の声を身体に聴くカウンセリングセラピー
https://cipher-kinesiology.localinfo.jp

１７.小顔矯正＆ロミロミ【ラハイナ】 ●

３９.ハラウフラカウルヴェヒオナプアウイ

６１. 笑みナビゲーター ●

痛くない長持ち小顔とロミロミで見た目年齢－7歳
https://www.lahainalomi.com TEL080-5384-1925

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

指ヨガ＆ケアストレスでセルフリラックス
http://laugh-ono.jimdo.com

１８.Kazeの整体ヨガサロン ●●

４０.ロミロミサロン＆スクール アロハロハ ●

６２.手芸サロン 憩いの場所 アトリエ Kaze

身体が硬い、疲れたあなたをヨガ・整体で超回復
http://ameblo.jp/kaze-no-yogasaronn1203/

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

手芸のワークショップやオリジナル小物などの販売
may_b_kaze@i.softbank.jp TEL 080-3425-0257

１９.Charming Do!

４１.アトリエ「優花」 ●

６３.Nature salon ALICIA

パーソナルカラーで大人女子の綺麗と素敵を更新！
http://ameblo.jp/tonto-ton

簡単☆楽しい☆ 心癒されるパステルアート教室
atelier.yuuka@gmail.com

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/

２０.リンパストレッチ 緑櫻-Ryokuha ●

４２.犬の整体院 olaola

６４.フェイシャルサロン レシエル

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/

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/

オールハンドフェイシャル、パーソナルカラーが人気
080-3123-1888 salon.reshiel@gmail.com

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。

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

https://facebook.com/hanetomotomo 090-9851-3338

