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《ワークショップ系サロン》
2. 気軽に楽しく着物はじめ ちな着付け教室

マンツーマンで着物も普段着に！出張着付けも伺います
http://ameblo.jp/tanosimu-kimono/

4. こどもえいご教室 ラボさかたパーティ

手遊び歌・劇遊びごっこで生きた英語を育みます
https://m.facebook.com/sakataparty/

5. お花教室 floral salon la mer

お子様連れ歓迎のお花教室を開催しています
http://ameblo.jp/yukipon203

8. 手作りアクセサリー教室 真珠月（しづき）

手軽に楽しめるアクセサリー教室 & 販売
090-6340-8796 http://ameblo.jp/yukiya-ayase

11.Music Salon 音雫～おとしずく～

音楽教室、アクセサリーの販売
https://otoniwa.thebase.in

12. Lotus aromana ( アロマナ )

※お子様がご一緒の時は、 サロンにご相談ください。

49. アズール・スタイル（Azure Style ）
51. スペース Be 人 Room

54. 手作りコスメ教室 Ｂｌ
ｕｅ Ｍｏｏｎ︎

川口市にあるフラワーアレンジメント教室です
http://www.lavieen-fleurs.com/

北戸田でプライベートエステサロンをしております
http://ameblo.jp/bonheur-salon/

55. ラヴィアン・フルール

21. Balloon Pafe（バルーン パフェ )

53.Cote a cote（ことあこと）
57. アロマサロン santai

《リラクゼーション系サロン》
3. アーユルスペース ラクシュミー ●

( サンタイ )

アロマトリートメントとよもぎ蒸し、フットケア
http://www.ameblo.jp/relaxation-santai/

60. アロマロンド ●

アーユルヴェーダの隠れ家サロン。
http://ameblo.jp/laxmi-office/

6. アロマサロン * ゼラニウムガーデン * ●●

アロマトリートメントと本格バリニーズと 養成のサロン
http://ameblo.jp/yumimamdx24//

10. ぐらんま sayo の治療室

だれでも楽しめる「かっさ」のトリートメントと講座
http://icassa.jp 03-3741-8086

61. iCassa 愛かっさ

メンタルアロマ、アロマトリートメント他
http://ameblo.jp/geraniumgarden/

お子さんの「疳の虫」治療に小児はりを！
http://ameblo.jp/nadenadehari/

14. ほっこり庵

アロマの香りで心も体も癒されてみませんか
lucky.shion.1013@ezweb.ne.jp

バルーンギフトとさいたま市唯一のバルーンフラワー教室
http://sbfweb.grupo.jp/ さいたま副支部長

52. キラキラ happy サロンシュシュ

プリント測定、メディカルセッション。フスフレーゲ
http://ameblo.jp/2581y2581y

お子様連れにも優しい色育のサロンです
048-641-3377 http:// カラー色育 .com

和みのヨーガ☆マヤ暦講座☆サンキャッチャー☆
http://ameblo.jp/sawafff87394

50. マミータッチ そばな

心と体の緊張を緩め脳のストレスを解放するタッチ法
090-1115-2878

安心安全の天然成分だけで作る手作りコスメ
http://ameblo.jp/naochiuna/

黄土よもぎ蒸し オルゴナイト制作と販売
http://ameblo.jp/bokkai912

19. 和氣愛愛 ●

冷え・デトックス・体質改善に「水素ハーブ蒸し」
http://s.ameblo.jp/yosa-reine 協会理事長

レンタルスペース、カフェ、美容サロン、手作りパン、ケーキ
「スペース カフェ Be 人 Room」で、検索

サンキャッチャー WS、メディカルアロマサロン、他
080-4474-1480 http://s.ameblo.jp/mash64

13. MAMA のまなざし・いろいろ SALON

48. ヨサパーク 〜ライネ〜武蔵浦和 YOSA

きものの出張着付けとレッスンを行っています
http://www.azure-style.com/

《セッション系サロン》
1. 風と癒しの道しるべ このはなさくや ●

16.Lavandulol（ラバンジュロール）

17. 子宮と身体のココロ塾 結～ゆい～ ●
子宮デトックス、姿勢・骨盤 木槌療法
http://yui1136.com

18. ビューティポケット

お金じゃらじゃら講座 封印解除 繋ぐこころ保健室
http://heartfullangel.jimdo.com/

7. エナジーサロン 彩羽～ iroha ～ ●

陰陽六行・抗がん酵素・ボディ＆メンタルケア
080-3495-4189 kotoha.8512@gmail.com

9.Tsutae ｰ Bito 天智さき ●

心の免疫力を高める☆透視カウンセリング＆セラピー
http://ameblo.jp/smilelight

15. セラピールーム・ライトワーズ ●

本気で美肌を目指すサロンです♪
http://ameblo.jp/kuradonman

声診断セッション＆アロマセラピー＆カウンセリング
http://www.light-words.com/

エステ、ヘナ、黄土よもぎ蒸し、女神ヒーリング
echo.uzume@gmail.com

勾玉セラピーとオルゴナイト勾玉制作と販売
080-3464-767

ロミロミで、つらい肩こり・冷え・ストレス解消♪
http://ameblo.jp/mala-e-pua/

風水 2 種、手相、カード占い、いたします !
090-4747-5601 http://profile.ameba.jp/mn1956/

アットホームなかぎ針編みの教室です
http://cococafe-sato.com/

浦和のネイルサロン。カウンセリングを大切に
050-5889-7772

カラーの力で心軽やか健やかに
http://asahine.com

マクラメジュエリー・ロザフィ・耳つぼジュエリーなど
090-6505-4473 http://ameblo.jp/rose-palette

エサレンボディワーク・愉氣整体・IPM ヘナ講座
http://tennomi.Jimdo.com

大切な方のメンタルケアができる☆ 1day 講座♪
candy.1111.kirari@gmail.com

リフレクソロジーと印刷デザイン。
http://ameblo.jp/hiros-jojoba/ 協会代表

月夜の灯り。パワーストーンタロット手相占い師
http://kotodama315.jimdo.com

スウェディッシュマッサージと魔法の質問
halsaurawa@gmail.com

赤ちゃんの声の通訳、自尊心カウンセリング、講座
http://ameblo.jp/natural-happy38/

23. ママ達の帰る家 「ゆるの木」

「日本おうちサロンマップ協会」の名誉会長です
http://ameblo.jp/yururiina/

29. Lealea ウクレレ

手軽にポロン♪癒しタイムを。オールジャンル曲ＯＫ！
ukulele.wakachan@gmail.com

30. coco cafe おうち de 工房

32.Wako Jewelry ローズパレット ●
33. Office Clinic

あなた専用「仕事が進む PC 操作法」を伝授します
hgwrtm@gmail.com

34. 花育 & てしごと アトリエ 月花

天然素材にこだわるクラフトフラワーの教室
http://saitama-tsukika.jimdo.com さいたま支部長

37.CaitSith( ケット・シー）●●

耳つぼジュエリー＆ペットと使うメディカルアロマ
http://imaa.cloud.com/shop/caitsith1212

39. 五感 Space サロンドフィール

プライベート音楽スタジオ 大人の塗り絵ロータス RP
https://m.facebook.com/salondefeel/

43. アート・メイク @time cafe

不動産情報、コミュニティカフェ & レンタルスペース
https://www.a-tomeiku490225.com/

44. クレイセラピー教室 lippuru( リップル )

粘土（クレイ）を健康や美容に活かす自然療法
http://ameblo.jp/wat-t0-ear196/

20. 温活エコー

27. 癒しのハワイ空間 マーラ' エ・プア
28.Princes Lime( プリンセス ライム )

31.space 天の実～ tennomi ～ ●
35. リフレサロン ホホバオイル
36. 和らぎサロン ハルサ︎

38. Ｓａ
ｉ～フェイシャルサロン

22. 倭〜やまと〜

24. 開運士 マザールすず ●

25. 朝陽音〜あさひね〜 オーラソーマ ®︎ ●
26. カラーハウス～ Heart ●
42. Ｍ∞Ｎ－ｂｏｗ 観月

45. なちゅハピ salon ●

46. ハピネスセラピー 樹里 ●

本物の美を呼び起こす貴方だけの空間
http://www.sai.plus

アンシェントメモリーオイル ワンセルフカード各種講座
http://ameblo.jp/sanbikinokobuta-r-k-n/

あしもみで体も心もリフレッシュ！お試しあれ
http://yunamikobo.wixsite.com/yunami

催眠療法・占い・前世リーディング・ヒーリングなど
http://yorks-blue.com

40. ゆうなみ工房

41. 自然療法さろん donum ( どなむ ) ●

56. 猫のいるセラピールーム ヨークスブルー
58. 自分愛し & 癒し Flocorir*

アロマで産前産後～更年期、壮年期まで元気に！
http://www.donum-aroma.com/

数秘 & カラー・レンタルスペース & ブース
http://s.ameblo.jp/fummmi41

中医師で風水師、気功師の鑑定と講座で心身美健☆
http://fsy.jp/

ヒプノ瞑想会、癌のセッション、チャネリング講座など
http://ameblo.jp/kirarinfairy/

47.Fortune・Seeds ●●

59. ココロの隠れやサロン プアメリア

おうちサロンのオーナーさまへ

日本おうちサロンマップ協会は、
「みんなが皆で
皆を CM する」がコンセプト。地域のおうちサ
ロンを集めたマップを作り、地域コミュニティ
を広げています。さいたま市とその周辺エリアが
ほぼ掲載可能です。

協賛
募集 企業様
中で
す

！

メールでのお問い合せ

tsukika027@gmail.com（支部長 麻生 由美子）
日本おうちサロンマップ協会事務局：〒 336-0017 さいたま市 南区 南浦和 3-9-2

㈱アート・メイク 内 【お問い合わせ】info@outisaron.com 「うちさろ」で検索♪

