
 
  
 
 
 
 
 
 
 
《教室・ワークショップ系サロン》 

   

《セッション系・その他サロン》 

２.パソコン教室＆サポート マイオフィス ● 
サロン開業/集客を個人レッスン。チラシ・web制作も 
https://myoffice-pc.com 080-2129-8594 

 １６.小顔矯正＆ロミロミ ラハイナ ● 
痛くない⼩顔矯正と冷え改善  温活妊活サロン 

https://www.lomilomi-kogao.com TEL0120546957 

 ３.おうち片付けアドバイザー 三枝律子 
本物のお⽚付けをご⼀緒に︕出張⽚付け＆講師 
https://daisuki-house.com 080-9680-0244 

６.Home Yoga Studio K 
伝統的なインドスタイルのヨガ教室。子連れ応相談 
homeyogastudiok@gmail.com 

 １７.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/ 

 ５.Café ピースな時間 
おいしい 楽しい 嬉しいカフェ。大和食の応援団登録店 
https://peacenajikan.owst.jp/ 

２２.Jolie de Savon 
暮らしを彩るハンドメイドソープ♪手作り石鹸教室 
jolie.de.savon@gmail.com 

 ２０. ヒプノ＆ローズ蒸し 癒しのakua 
心と身体を整える癒しのお手伝い 
https://iyashinoakua.com 050-3187-9914 

 ８. エキサイティング スマイル 

あなたの家の不⽤品、無料で引き取ります︕ 
070-4531-0157 re.excitingsmile@gmail.com 

３４.お菓子教室 K’s フレーバー 
世界にたったひとつのお菓子作りのお手伝いをします︕ 
https://k-sflavor23.wixsite.com/mysite 

 ２１.ネイルガーデン 
大人の癒し空間で、家事で剥げないジェルネイル 
http://ameblo.jp/runrunga TEL046-232-5035 

 １２.ChezMOMO シェ・モモ 自然療法 ● 
彩りホメオパシー/お台所の救急箱/望診など 
https://homeopathy-momo.com 

３５.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 
https://kauluwehionapuaui.com/ 

 ２３．アロマリンパケアサロン オアシス ● 
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 

 １４.Manoa Luce(マノアルーチェ) 
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 

４１.メディカルアロマ naturalism ● 
JMAAのメディカルアロマ★カードセッションも 
http://ameblo.jp/heartful-web LINE ＠zoe7752r 

 ２５.ハワイアンロミロミサロン hoene 
ハワイ伝統ヒーリングのロミロミサロン 
http://lomi-hoene.com/ 

 １８.結婚相談所 マリアージュ.com 
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 

４６.スクラップブッキング ハートフルラボ 
子どもの⾃⼰肯定感を育む写真整理ワークショップ 
090-7176-8388 http://rm3.jp 

 ２６.心と体のやすらぎサロン アイボリー 
アクセスバーズ® ヒーリング整体 アロマタッチ 
https://ivory-salon.storeinfo.jp/ 

 １９.おうち片づけ 【らくらし】 
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 

４８.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 

 ２７.フーレセラピー ぺんぎん 
カラダの中から変化をめざす♪漢方理論の施術です 
050-3370-7249 http://foulee-pg.private.coocan.jp 

 ２４. ZiRCooN ジルコーン 
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 

５２.ハーブとアロマ ALICIA 
暮らしに活かせる植物の⼒。出張講座可。 
http://aliciaherb.blogspot.com/ 

 ３０.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 

 ２８.たまヨガ 小田原/茅ヶ崎 
ヨガ教室、アロマタッチマッサージ、インド占星術 
tama7yoga@yahoo.ne.jp ameblo.jp/tama7yoga 

《美容・エステ・リラクゼーション系サロン》 

 ３３.フェイシャルサロン ベルーチェ 
オールハンドでデコルテまでのトリートメントが人気 
fusako.kotaro@icloud.com 

 ２９.マヤ暦ソウルナビゲーター☆MEG 
貴方の人生に愛と⾃由をもたらしたい 
090-6526-2845 aoisaru.8888@gmail.com 

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】著者⼭崎玲美のサロン
http://www.s-pkb.com 046-273-2134 

 ３６.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 
https://lomi-alohaloha.com/ 

 ３１.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 

４.アロマサロン 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 

 ３８.リラクゼーション ふくろう 
オイルトリートメント＆カイロで心も身体も健康に 
http://b.hpr.jp/kr/sd/H000207563/ 046-204-9555 

 ３２.花セラピストカウンセリング 心のしずく 
生花で心のマッサージ 心の内なる声をききませんか 
yellowtail̲ 813@yahoo.co.jp 090-4027-1860 

７.カイロ＆エステカイロ 和 (なごみ) 
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 chiro.nagomi.419@gmail.com 

 ３９.アロマリンパ＆耳つぼ VAGUES ●● 
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 

 ３７.犬の整体院 olaola 
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/ 

９.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 

 ４０.まはろ・はろ 
ロミロミでリラックス&リフレッシュ︕ 
080-5387-1767 mahalohalo204@gmail.com 

 ４２.カウンセリングサロン ビレイジュ 
幸せ案内人 潜在意識を変えて幸せになりましょう 
090-3227-1435 seino@bireijyu.com 

１０. ビューティフルドーン 

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 

 ４３.Nerolino (ネロリノ) 
オステオパシー×エステで⼥性の健康美をサポート 
http://ameblo.jp/nerolino-nana/ 

 ４７.心の癒し はねとも 
本来の魂の輝きを知り心を癒す星よみ ひばの木のお守り 
https://facebook.com/hanetomotomo 090-9851-3338 

１１.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 

 ４４.健心美栄カイロWin／美容カイロ ●● 
カイロ×エステで骨格＆肌ケア♪健康美へ誘います 

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

 ５０.笑みナビゲーター  
あなたのドラマを伝えるムービークリエーター 
https://movie.eminavi.work/ 

１３.耳つぼ＆セッション CalmPalm ●● 

耳つぼ、手相、誕生日鑑定、風水鑑定☆ 
090-8514-6687  contact@calmpalm.info 

 ４５.リンパケアサロン c-class 
美しく、健やかに年を重ねる体を作るためのサロン 
090-8049-2348 http://c-class.net 

 ５１.手芸サロン 憩いの場所 アトリエ Kaze 
手芸のワークショップやオリジナル⼩物などの販売 
kaze.kana̲may̲b@i.softbank.jp TEL080-3425-0257 

１５.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 
http://embellir-zama.com/ 

 ４９.リンパケアと腸セラピー～ラ・ローズ～ ● 
骨盤と骨格調整つきのリンパケアと腸セラピーです 
090-1815-2343 https://lymph-la-rose.com/ 

 ５３.シンクロハウス クローバー 
生まれてきた目的をマヤ暦でお伝えします 
https://u-word.com/member-store/000008765 

     

     

     

 

●教室・ワークショップ系サロン ●美容・エステ・リラクゼーション系サロン ●セッション系・その他サロン 

★「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。 

※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 


