● ワークショップ・アート・スクール系 ● リラクゼーション・施術系

● セッション・占い系

● 販売・その他

※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

南さいたま

おうちサロン
情報 2020.5

1. エンジェリックライト ●●
ヒプノセラピーと靈氣のサロン。前世療法が人気。
keep-moving-forward91@ezweb.ne.jp

2. ホリスティック・レゾナンス ●
脳のデトックス、アロマと潜在意識で自分大好きに！
https://yuko-chikatsune.com/

3.office AKIHO ●
風水鑑定・経営コンサル
office.akiho@gmail.com

4.YURAN・ゆらん ●●
タロット、耳つぼ、ロゴ、名刺チラシ作成デザイン
yuran.aira@gmail.com

5. Rose Berry アロマなクレイ ●
クレイパック専門店 悩みに寄り添うこだわりサロン
https://clayroseberry.wixsite.com/roseberry

6. 天然石と癒しのお店 エンジェライト
天然石の販売、レイキ、ぴ〜かんスティック療法
http://ameblo.jp/angelite-705/ 090-1735-6546

7. 紫玉書道会 書人 乙坂紫玉 ●●
書作品納品、筆文字ロゴ制作、開運文字セッション
https://shigyoku.net/

8. 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

9. 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
https://ameblo.jp/busaneko29/

10. 開運士 マザールすず ●
風水 2 種、手相、カード占い、いたします !
http://profile.ameba.jp/mn1956/ 090-4747-5601

11. カウンセリングサロン朝陽音 ●
心理カウンセリング・痛くない耳つぼジュエリー
https://asahine.amebaownd.com

12.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
http://ameblo.jp/rose-palette 090-6505-4473

13. アトリエ ホホバオイル ●
リフレクソロジーと印刷デザイン。

14. ヨサパーク 〜ライネ〜さいたま YOSA

28. 出張撮影 Luce+

冷え・デトックス・体質改善に「水素ハーブ蒸し」

ニューボーンフォト・マタニティフォト専門

http://s.ameblo.jp/yosa-reine 協会理事長

https://tsuku2.jp/luceplus 検索 : 撮影 Luce+

( ルーチェプラス )

●●

15. カイロプラクティック サザンクロス (リヒロ )

29.studio BERCEAU

骨盤と背骨の歪みを整えましょう！

プロフィール、マタニティ、ベビー、キッズ撮影

https://bit.ly/3b30e2F

info@paintberceau.com

16. スペースカフェ Be 人 Room

30.mamaLindo（ママリンド） 東川口 ●

カフェ、
料理教室、
美容サロン、
レンタルスペース、
イベント開催、

ママになっても輝けるトータルビューティサロン

space.cafe.5111@gmail.com

naris.ugajin5757@gmail.com

17.Fortune・Seeds ●●

31. 頑張る人 応援志隊

中医師で風水師、気功師の鑑定と講座で心身美健☆

頑張る人を志を持ち応援カウンセリングします。

http://fsy.jp/

bebechian@wm.pdx.ne.jp 南さいたま支部長

縷縷花子 ●

18. 音楽とアート サロンドフィール

32. ヘナアート 麗未

音楽教室、3 色パステルアート、台湾茶会

ヘナアート・ジャグア・ブルーミングアート

https://m.facebook.com/salondefeel/

circle333circle@gmail.com

19. 婚活サロン♥マリグレース

33. 耳つぼセラピー ゆーりか！ ●

婚活占い。3 分で理想のパートナー像を診断致します！

ダイエット・妊活他 身体と心の体質改善サロンです

marrigrace.com

http://ameblo.jp/eureka823/ 南さいたま副支部長

20. 親子の絆作りの応援 なちゅハピ salon ●

34. メモリーオイルサロン D

本当の心の声の通訳・生き辛さ改善・HSP 相談

貴方だけが掴む幸運を願いも叶えるメモリーオイル。

https://www.n-happy38.com/

http://ancuentmemoryoils.atoriej.com/

21. アート・メイク @time cafe

35.BLUE MOON

不動産情報、コミュニティカフェ & レンタルスペース

携帯ガラスコーティング & ブルーライトブロック

https://www.a-tomeiku490225.com/

bluemoon.mm8@gmail.com

22. ゆうなみ工房 ●

36. 足つぼとリンパトリートメント『まゆたま』

足をもむことから、ご自身の不調を探るお手伝いします

リンパトリートメントやアロマタッチでスッキリ！

3508977yumiko@gmail.com

mayuminmin0120@gmail.com 080-5098-4114

23. エトワールソレイユ

37. 巡りセラピーしゃるーる

国産に拘り金属アレルギーに対応したアクセサリー

ハンドタッチ、クレイケア、天然石とダウジング

https://peraichi.com/landing_pages/view/etoilesoleil

chaleur.meguri7@gmail.com 080-4126-3035

24. 猫のいるセラピールーム ねこいる

38. ホリスティックケア林

前世療法、催眠療法、各種セラピー、電話相談

エネルギー療法、ボディートーク、アクセスバーズ

https://ameblo.jp/yorks-blue/ 090-8443-8071

http://holisticcarehayashi.com/

25. アトリエ nico*

39. アロマサロン To me

マクラメ手作りアクセサリー・インテリアのお教室

メディカルアロマトリートメントのおうちサロン

https://nico623.jimdofree.com/

http://tome-aroma.jimdofree.com

26. スケッチ似顔絵あみち

40. シンギングボウル音 宇宙クリーニング

鉛筆とパステルの速描き似顔絵

落ち着いた音波動を聴き波動を上げて意識を高める

https://amichi-biz.com/

6868crystal-baII68@ezweb.ne.jp

27.Healing Forest 手作りコスメ & 占い ●

41. エルモッサ・ヴィダ

カード占い、アカシックリーディング、ヒーリング

美脳セラピー・小顔骨格矯正・IRON45° ヒーリング

http://ameblo.jp/naochiuna/

http://ameblo.jp/hermosa-vida/

http://ameblo.jp/hiros-jojoba/ 協会代表

FM 川口「 頑張る人応援志隊 」

毎週日曜日 13:30 ～ 14:00
85.6Mz ( 川口周辺 )
http://www.fm856.co.jp
スマホ = http://listenradio.jp/
PC = http://www.simulradio.info/#kantou

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。女性たちが安心して通える自宅サロンや自宅教室な
どを集めたエリアマップを作る活動を、全国に展開しています。
南さいたまマップは、さいたま市、川口市、蕨市、春日部市、越谷市、
草加市とその周辺エリアがほぼ掲載可能です。また、埼玉県
北部や東京方面などの方も「矢印会員」さんとして参加 協
賛
募集 企業様
いただけますので、お気軽にお問合せください。
中で
す
【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

!

申し込みフォーム
https://ssl.form-mailer.jp/fms/0763525b655866
メールでのお問い合せ
bebechian@wm.pdx.ne.jp（支部長 るる花子）
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♪

