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《ワークショップ系サロン》
2. 笑顔スキルアップでもっと幸せ Honesty( アネスティ）
スマイルトレーナーが貴方に幸せを呼び込む笑顔を伝授
naobe-0317@ezweb.ne.jp

6.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

11. Balloon Pafe（バルーン パフェ )
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

16. 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

17. coco cafe おうち de 工房
アットホームなかぎ針編みの教室です
http://cococafe-sato.com/

20.Wako Jewelry ローズパレット ●
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

21. 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://www.tsukika.jp/ さいたま支部長

25. アトリエ・ノワゼット
アクセサリーと編み物の教室 作りたい気持ちを応援
https://ameblo.jp/anzunoisette

27. 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/

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

※お子様がご一緒の時は、 サロンにご相談ください。

= 本部役員・支部長・副支部長

《リラクゼーション系サロン》
1. アーユルスペース ラクシュミー ●

35. アロマサロン santai

アーユルヴェーダの隠れ家サロン。

アロマトリートメントとよもぎ蒸し、フットケア

http://ameblo.jp/laxmi-office/

http://www.ameblo.jp/relaxation-santai/

( サンタイ )

3. アロマサロン * ゼラニウムガーデン * ●●

36. iCassa 愛かっさ

メンタルアロマ、アロマトリートメント他

だれでも楽しめる「かっさ」のトリートメントと講座

http://ameblo.jp/geraniumgarden/

http://icassa.jp

03-3741-8086

5. ぐらんま sayo 治療室
日本式ベビーマッサージ、指ヨガ等の教室開催！
http://ameblo.jp/nadenadehari/

《セッション系サロン》

7. ほっこり庵

4. エナジーサロン 彩羽～ iroha ～ ●

黄土よもぎ蒸し オルゴナイト制作と販売

陰陽六行・抗がん酵素・ボディ＆メンタルケア

http://ameblo.jp/bokkai912

080-3495-4189

kotoha.8512@gmail.com

9.Lavandulol（ラバンジュロール）

8. セラピールーム・ライトワーズ ●

アロマの香りで心も体も癒されてみませんか

声診断セッション＆アロマセラピー＆カウンセリング

lucky.shion.1013@ezweb.ne.jp

http://www.light-words.com/

10. ビューティポケット

12. 開運士 マザールすず ●

本気で美肌を目指すサロンです♪

風水 2 種、手相、カード占い、いたします !

http://ameblo.jp/kuradonman

090-4747-5601 http://profile.ameba.jp/mn1956/

15.Princes Lime( プリンセス ライム )

13. 朝陽音〜あさひね〜 オーラソーマ ®︎ ●

浦和のネイルサロン。カウンセリングを大切に

カラーカウンセリング・カラーセラピスト養成講座

050-5889-7772

http://asahine.com info@asahine.com

18. ヘナスペース天の実●

14. カラーハウス～ Heart ●

ヘナエステ、IPM ヘナ講座、温熱療法ヘナ美坐浴

大切な方のメンタルケアができる☆ 1day 講座♪

http://hena-tennomi.com

candy.1111.kirari@gmail.com

22. リフレサロン ホホバオイル

19. ヒーリングサロン花ひらく ●

リフレクソロジーと印刷デザイン。

人生の転換期☆輝き、開運パワースイッチ ON!

http://ameblo.jp/hiros-jojoba/ 協会代表

http://www.hana777.com/

23. Ｓａ
ｉ～フェイシャルサロン

26.M ∞ N-bow 美月

本物の美を呼び起こす貴方だけの空間

手 相、タロット、チャネリング 鑑 定。美 脳セラピ ー。

http://www.sai.plus

http://kotodama315.jimdo.com

24. ゆうなみ工房

28. なちゅハピ salon ●

あしもみで体も心もリフレッシュ！お試しあれ

潜在意識の書き換え・生き辛さ改善セラピー・講座

3508977yumiko@gmail.com

http://ameblo.jp/natural-happy38/

29. ハピネスセラピー 樹里 ●

30.Fortune・Seeds ●●
中医師で風水師、気功師の鑑定と講座で心身美健☆

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://fsy.jp/

http://ameblo.jp/sanbikinokobuta-r-k-n/

31. ヨサパーク 〜ライネ〜武蔵浦和 YOSA

34. 猫のいるセラピールーム ヨークスブルー

冷え・デトックス・体質改善に「水素ハーブ蒸し」

催眠療法・占い・前世リーディング・ヒーリングなど

http://s.ameblo.jp/yosa-reine 協会理事長

http://yorks-blue.com

32. 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

《彩玉ご縁プロジェクト》
おうちサロンマップの仲間が埼玉県内各地でイベント出展中。
気軽に体験！楽しく！癒します。遊びにきてね。
◆軒先マルシェ
毎月最終土日 開催中
JR 大宮駅西口マルイ側
連絡通路

◆栗橋マーケット
毎月第３木曜日 開催中
㈱サイカンシステム
栗橋駅前営業所

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

協賛
募集 企業様
中で
！ す

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。
さいたまマップは、さいたま市とその周辺エリ
アがほぼ掲載可能です。お気軽にお問合せくだ
さい。
【入会特典】
● 年 1 回、印刷したマップを一人 100 枚配布
● 会員参加のイベントやセミナー、交流会へのお誘い
● おうちサロンマップのバッジを配布

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♪

