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北海道
いんふぁんとマッサージ教室
旭川
にこにこ
ベビーマッサージ教室
インファントマッサージ教室
in 滝川

23

道下 淳子

5

佐藤 真紀子

28

三宅 由美

24

佐々木 みえ

小樽協会病院

28

成瀬 恵

＊

☆ 上野 美枝子

2
4
28
11

infant@docomo.ne.jp http://infant.nsf.jp

旭川市

090-6693-9706

恵庭市恵み野東1丁目5-18

0123-37-8680

0123-37-8680 naomaki55@ybb.ne.jp

雨竜郡雨竜町第9町内

0125-78-3889

〃

助産院 マタニティアイ

釧路郡釧路町曙1-1-14

0154-37-2110

0154-37-2114 info@ma-i946.com

http://ma-i946.com

清田ウイメンズクリニック

札幌市清田区清田1条4丁目5-30

011-886-4103

011-886-4138 kwc@womens.or.jp

http://www.womens.or.jp

札幌市厚別区厚別北2条2丁目6－26

011-894-2559

011-894-2559 baby@multicast.co.jp

http://www.multicast.co.jp/baby/

札幌市清田区清田1条4丁目5-30

011-886-4103

011-886-2379 011-886-4138

kwc@womens.or.jp

札幌市白石区平和通8丁目北3-36

011-863-1567

〃

info@otsukisama-jyosanin.com http://otsukisama-jyosanin.com/

札幌市中央区南17条西13丁目

011－563-3512

011－563-3512 yuko@cocco-salon.info

あかばね母乳・育児相談室内
インファントマッサージ教室
清田ウイメンズクリニック
佐藤（竹中）千鶴
インファントマッサージ教室
母乳育児なんでも相談室
配野 美智子
おつきさま助産院
インファントマッサージ教室
☆ 杉山 裕子
コッコサロン
赤羽 和子

infant_miyake2011@me.com http://web.me.com/ckx52040/

23

吉田 真奈美

札幌医科大学看護学第二講座 札幌市中央区南1条西17丁目

011-611-2111
内線 2853

011-612-5122 ymanami@sapmed.ac.jp

23

松実 とよみ

インファントマッサージ教室
る＊る＊る

標津郡中標津町東14条北1丁目

0153-72-3259

0153-72-3259 matsumir@khaki.plala.or.jp

28

葛西 玲子

標津郡中標津町東14南2-1-8

090-8276-6078

27

北方 美恵子

4

☆ 上杉 恵利子

中標津インファントマッサージ教室

ぽかぽかタッチ
苫小牧
インファントマッサージ教室

infant@i.softbank.jp
k41314131k@za3.so-net.ne.jp

別海町母子健康センター

0153-75-2262

28

佐瀬 睦美

別海町母子健康センター

野付郡別海町別海西本町101番地

0153-75-2262

28

佐竹 純子

別海町母子健康センター

野付郡別海町別海西本町

0153-75-2262

28

白圡 いずほ

別海町母子健康センター

野付郡別海町別海西本町101番地

0153-75-2262

28

花川 純子

別海町母子健康センター

野付郡別海町別海西本町

0153-75-2262

0153-75-0337 bosi@betsukai.er.jp

http://www.womens.or.jp

http://www.cocco-salon.info

東北
青森
4

吉崎 朋子

ysaya@actv.ne.jp

岩手
2

西里 真澄

18

☆ 山本 克子

23

澤口 恭子

BabyShower
（ベビーシャワー）
インファントマッサージクラス
ママの手、だいすき！
村井産婦人科
赤ちゃんマッサージ教室

盛岡市南仙北2丁目7-26

019-626-1181

019-626-1181 nishi-nm@dion.ne.jp

盛岡市愛宕町2-51
黒川産婦人科医院

019-651-5066

019-651-5064

盛岡市南大通2丁目4-8

019-654-0155

仙台市青葉区柏木

022-718-5027

http://www.h7.dion.ne.jp/~baby-s/index.html

宮城
仙台
インファントマッサージ教室
「ひだまり」
イランカラプテ

9

桂 早苗

9

南 理奈

33

佐藤 理恵

春ウィメンズクリニック
インファントマッサージ

名取市田高字南27-1

022-302-3188

022-302-3184

6

伊藤 きよみ

マタニティ・ケア・伊藤

北茨城市中郷町小野矢指26－6

0293-43-2012

0293-43-2032

2

☆ 大久保 貴子

amour.bebe(アムール・べべ)

つくば教室 つくば市筑穂3-2-8

029-879-0744

029-879-0745

bxr07200@mail2.accsnet.ne.jp

土浦教室

土浦市烏山2-530-289

牛久教室

牛久市栄町6-120
029-875-4509

〃

iaim-today37@kjc.biglobe.ne.jp

im-hidamari@happy.odn.ne.jp

http://www1.odn.ne.jp/im-hidamari/

footsie.anyo@h.vodafone.ne.jp

http://www.geocities.jp/irankarapute_iaim/

http://www.haru-wc.jp/

秋田
山形
福島
関東
茨城

5

☆ 五本木 享子

amour.bebe(アムール・べべ)
豊里教室

つくば市酒丸293-52

029-875-4509

イーアスつくば教室

つくば市研究学園Ｃ50街区1
イーアスつくば３Ｆ

0120-117-215

＊

永長一乃

4

石川 清美

5

☆ 荻根 文江

ベビマ研究所親子サークル内
インファントマッサージ教室
清水こどもクリニック内
インファントマッサージ教室
笠間市笠間公民館
かさまっこクラブ
インファントマッサージ教室
石川清美
インファントマッサージ教室
amour.bebe(アムール・べべ)
インファントマッサージ教室

つくば市（出張あり）

029-871-7624

〃

osanbon@yahoo.co.jp

http://www.osanbon.net/

笠間市
自宅or個別出張

029－841-6235

土浦教室
土浦コミュニティカレッジ内

土浦市中央1-12-2

029-826-6666

石下教室

結城郡石下町向石下533-2

0297-42-1735

amour.bebe(アムール・べべ)

牛久市・つくば市

むすび

つくば市並木3－21－13

029-895-3898

〃

chie@musu-bi.jp

http://www.musu-bi.jp/

つくば市上横場2233パールマンションつくば302

029-838-2229

〃

tommy_r_0126@yahoo.co.jp

http://rinco-chan.cocolog-nifty.com/

取手市藤代1076

0297-83-0321

0297-82-6216

0296-32-0838

〃

牛久教室

4

高松 弘美

22

☆ 池田 智枝

22

☆ 北 智子

25

☆ 澁川 靖子

かんの産婦人科クリニック内
インファントマッサージクラス

hoho2525@zpost.plala.or.jp

http://www.kanno-sanfujinka.com/innfannto.html

群馬
9

狩野 久美

11

岡野 洪枝

24

斎藤 八重子

2
14
18

☆ 額田 直子

チェリッシュクラブ

太田市八幡町29-5 総合太田病院
保健指導室産婦人科外来

0277-78-4163

〃

snsaitou@vi.sunfield.ne.jp

Baby Leaf

前橋市鶴が谷町33-12

027-268-5622

〃

naonaov@triton.ocn.ne.jp

http://www12.ocn.ne.jp/~babyleaf/

みどり市大間々町大間々2403-1

0277-72-0194

〃

入間郡三芳町藤久保855-154

049-259-8037

〃

hono0505@tcat.ne.jp

http://maaruix.blog56.fc2.com/

川口市安行出羽４－１０－２９

048-299-0375

〃

kondo-hn@orion.ocn.ne.jp

http://www12.ocn.ne.jp/~kondo-hn/

川口市飯塚

048-291-8123

048-291-8123 infant@vert-clair.jp

石井 由美子
☆ 佐藤 純江

みどり市笠懸町阿左美832-19
赤ちゃんマッサージ教室
「はぐくみ」

埼玉
22 ☆ 秋庭 桂子
7
15

近藤 直子
☆ 林 律子

「まあるい＊じかん」
インファントマッサージクラス
インファントマッサージ教室
こんどう助産院内
ＶＥＲＴ ＣＬＡＩＲ
(ヴェール・クレール)
インファントマッサージ教室

http://www.vert-clair.jp/

1

山田 美津枝

2

新井 香

4

石田 ひろみ

5

渡辺 美代子

13

瀬島 友美

18

☆ 小泉 恵子

24

☆ 今北 亜美

19

☆ 金子 政代

20

石田 幸子

さいたま助産院内
ベビーマッサージ教室
勤務先
東京大学医学部付属病院

カンガルー保育室
ベビーマッサージ教室

にこにこ教室
Salon Aromatica
サロンアロマティカ
金子
インファントマッサージ教室
いし
インファントマッサージ教室

さいたま市北区宮原町4-138-11

048-651-3319

048-651-3319

saitamajosanin@jcom.home.ne.jp

http://members2.jcom.home.ne.jp/saitamajosanin/index.htm

araika-dis@umin.ac.jp
さいたま市緑区三室436

048-875-7227

048-875-7227

さいたま市北区本郷町626－1

070-5571-0041

048－653-1124

さいたま市

048-831-8747

048-831-8747 doratora88@nifty

草加市花栗4-20-18-111

048-946-3088

048-946-3086 k4649@nifty.ne.jp

日高市横手２丁目

080-4190-7111

三郷市早稲田8丁目10-1グレド三郷
1203

090-6955-8848

和光市

048-202-5887

厚木市愛甲西

０８０－６６３８－００８８

office.ao.y@gmail.com

046－224-9422

yumehadekkaku-nehahukaku@s7.dion.ne.jp

http://www.salon-aromatica.com

048-959-1333

神奈川
14

☆ 青柳 ゆかり

16

石橋 理恵

＊

上市 美和

インファントマッサージ厚木教室
厚木市愛名（自宅和室にて）
てぃ～ら ぬ てぃ～

046-250-0169

4

駒井 真由美

ゆうゆう母乳育児相談室

鎌倉市腰越5-8-8

080-5581-4224

2

龍

横浜市戸塚区上品濃16

045-823-0382

4

宮前 尚子

北村医院

川崎市中原区苅宿352 044-411-3824

hospital@d06.itscom.net

http://www.kitamura-hosp.com

10

徳永（エスマィ
リィ）江美子

なざーるぼんじゅ

川崎市中原区木月祇園町2－2
川崎市国際交流センター

baby@signs.name

http://babypower8.hp.infoseek.co.jp/

10

佐藤 佐知子

ＰＩＫＯ＊infant
赤ちゃんマッサージ教室

川崎市中原区

infant04@yahoo.co.jp

http://home.a01.itscom.net/infant04/

繁子

13

☆ 諸伏ひろ美

6

稲葉 洋恵

21

村瀬 真理

24

☆ 栁辺 麗

7

☆ 清水 由紀子

マリーズインファント
マッサージ教室
インファントマッサージ教室
＊りあん
ふぁみりぃ・さぽおと かぁさでぃ
ばんびぃの 通称 ”ばんび”

川崎市高津区

044-844-9214

川崎市中原区
上丸子八幡町

090-1858-8543

〃

〃

〃

川崎市高津区久末
相模原市鹿沼台1－7－7SSビル４F

042-776-2286

〃

lion7kuon@yahoo.co.jp

http://www.geocities.jp/yugahoo/iaim/

staff@kamakura-lin.com

http://www.infantmassage.jp

shige-r@fiberbit.net

krpjt435@yahoo.co.jp

lien2417@live.jp

http://iaim87lien.web.fc2.com/

banbi@cup.ocn.ne.jp

http://www.casa-di-banbino.com

9

香取 洋子

教室名未定

相模原市相模台

042-743-7802

20

宮内 直子

厚木市立病院助産師外来
（インファントマッサージ）

厚木市水引1-16-36

046-221-1570

〃

kachori@mac.com

8

☆ 松村 美代子

こもも助産院

茅ヶ崎市

090-3043-3179

22

☆ 苅谷 久美子

湘南ママの部屋
インファントマッサージ教室

藤沢市鵠沼花沢町

0466-55-5066

0466-55-5067 shonan-lc@road.ocn.ne.jp

5

☆ 猪俣 真理子

月のこどもサロンクラス

横須賀市秋谷

046-857-8454

046-857-8454

山本助産院クラス

横浜市金沢区六浦

らくだ

横浜市神奈川区高島台6－3アメニティ
045－320-5534
高島台204

045－320-3806 rakuda@no1.gate01.com

横浜市港北区公会堂2F和室

045－542-9433

〃

横浜市港北区日吉1－29－16

045－563-6311

2

石川 彰

6

☆ 宮崎 悦子

8

☆ 佐藤 千代子

8

小野瀬 りつ子

大倉山
ベビーマッサージ教室
ベビーマッサージ教室
桜井産婦人科和室
ベビーマッサージセミナー
in HARMONIE 東京
神奈川
神奈川

世田谷区成城6-15-16-202カリス成城
０３－３４８３－８０８５ 〃
２Ｆ
横浜市西区みなとみらい2-2-1-406
045-222-5477
〃
ランドマークプラザ４Ｆ
カリス成城内アルモニー
藤沢市鵠沼海岸2-16-5-314
0466-31-1537
〃
アルモニー

大路 桂子

赤ちゃんのマッサージ教室
なでなでだっこ

横浜市青葉区あかね台

090-8495-5444

5

☆ 川村 弥生

インファントマッサージ教室
ＰeeＫaＢoo

千葉県印西市

0476-42-7655

11

☆ 西藤 尚子

ラブ・ハンド

3

敷島 裕美

13

☆ 相澤 久美

21

miyoko@ever.ocn.ne.jp
http://mama.shonanlc.com/

tsukinokodomo_salon@yahoo.co.jp http://akiyabeach.exblog.jp

mw_emiyazaki@ybb.ne.jp

http://www.geocities.jp/ookurayamababema/

onose@harmonie-jp.com

http://www.harmonie-jp.com

onose@harmonie-jp.com

http://www.harmonie-jp.com

onose@harmonie-jp.com

http://www.harmonie-jp.com

nadenade_dacco@hotmail.co.jp http://nadenade.iinaa.net/

千葉
0476-42-7655 yoyo_yayo@yahoo.co.jp

http://www.geocities.jp/yoyoiaim/index.html

http://www.love-hands.com

藤崎ぽんぽん助産院

習志野市藤崎5－9－36

047－493-0969

〃

インファントマッサージ教室
カランコエ

流山市野々下

090-9138-7020

〃

yu_siki@yahoo.co.jp
http://plaza.rakuten.co.jp/kalanchoe

東京
＊

平 慶子

19

☆ 李 玉緒

10

☆ 森 しのぶ

24

関輪 繭子

ふらっと
～Time-of-magic～
インファントマッサージ教室
Ma-Shu
funfun
インファントマッサージ教室
Mignon（ミニョン）
インファントマッサージ教室

足立区西新井本町

flat@cx.ciao.jp

http://flat.ciao.jp/

ma_shu_iaim@yahoo.co.jp

http://www014.upp.so-net.ne.jp/hand/main.html

荒川区
荒川区・お宅訪問・公民館・児童館等

https://funfun-infant.jimdo.com/

090-9971-7748

cocoon3610@ezweb.ne.jp

8
4

酒井 美保子
☆ 野溝 理恵

さかいみほこ
インファントマッサージ教室
親子のコミニケーションルーム
つぼみのお部屋
インファントマッサージ教室
もものタネ

大田区大森北
大田区男女平等センター
エセナ大町
大田区池上5－16－1－909

～アンセリウム～

江東区塩浜2丁目

090-3077-0055

090-4011-3555
090-8016－0607

15

福永 美紀子

9

☆ 大津久 綾子

18

戸谷 （杉本）
知子

親子のための
インファントマッサージ教育

江東区常盤2-9-7 504

03-6824-6731090-7731-3345

6

中林 弘依

たんぽぽ

国分寺市南町3丁目

090-3346－6003

4

柳沢 雅子

ベビールームままのて♪

品川区大井

080-5020-1810

Ｒｅｆｉｎｅ

6
6
20

☆ 吉原 かおり
始澤 千恵
☆ 松本 由美子

大田区産業プラザ（PiO） 他

なし

info@sakai-seitaichiryoin.com

http://infant-m.sakai-seitaichiryoin.com/

info@tsubomi-room.com

http://www.tsubomi-room.com

03-3744-1708 momonotane@infant.jp http://www.infant.jp/
03-5606-7298 aroma_care_life@yahoo.co.jp http://ikuji-shien.com/
tomoko_s0306@yahoo.co.jp

なし

baby@mamanote.net

http://www.mamanote.net/

杉並区

info@refine-web.com

http://www.refine-web.com

ボン★ファム

墨田区

reserve@bonnefemme.info

http://bonnefemme.info

芽ぐみ助産院
赤ちゃんマッサージ

墨田区押上2-29-10

03-3613-1470

〃

http://www.megu3.jp/

03-5454-8554 tomikarhythm@hop.ocn.ne.jp

http://www11.ocn.ne.jp/~nikori/

7

佐藤 亜紀

依頼者宅訪問

23

富田 愛

インファントマッサージ教室
にこり

世田谷区

090-5756-9614

24

関根 晶子

Betty's Class

世田谷区

080-1208-7747

10

☆ 松村 晶子

2

大野 真美

20

坂田（岩政） 幸
江

Aruru

調布市西つつじヶ丘

080-5609-4187

8

清水 久美枝

ぷ～るべべ／
ナチュラルヘルスケア研究所

中野区東中野2丁目

03-3368-3974

〃

arome@mbh.nifty.com

16

☆ 黒木 千恵美

03-6766-7790

〃

chiezo2004@nifty.com

betty@yn.her.jp

くるみ

http://kurumibaby.exblog.jp

info@baby-mamie.com

http://www.baby-mamie.com/

spika_mbb@hotmail.com

http://www.vitalnavi.com/s/441/

33

田中 彩乃

宝光保育園

西多摩郡日の出町3389-1

042-597-0876

042-597-5851

33

田中 めぐみ

宝光保育園

西多摩郡日の出町3389-1

042-597-0876

042-597-5851

22

吉田 育代

赤ちゃんマッサージ 「きずな」

練馬区田柄2－19－36

03-3930-2163

03-3930-0951 yoshidaongaku@hotmail.co.jp

インファントマッサージ教室
ＴＡＭＡ

八王子市中野上町※その他各会場あ
り

090-5207-5142

0426-26-6772 infant804@aol.com

8
10

☆ 佐川 久美子
本田 修子

親子タッチすくすく

http://betty.her.jp

090-8297－6823

http://homepage3.nifty.com/happy_smile/

12

☆ 野口 としの

町田市東玉川学園2－28－50

042－739-1951

35

石黒 咲子

マシュマロ ベイビー

町田市小川2-7-6

042-799-2370

1

関 美奈子

ここぺり

目黒区自由が丘2丁目

090-9390-2762

6

森 知江子

目黒区中根2-13-2熊谷ビル202

03－5729－1889

15

☆ 伊原 詳子

24

小泉 恵子

赤ちゃんマッサージ教室
ベベエイレーネBeBe Eirene

目黒パーシモンホール & 世田谷区

ピース・アンド・ブリス

目黒区上目黒3－17－14

http://ｗｗｗ.toshino.jp/

〃

saki3-aloha@ezweb.ne.jp
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokopeliseki/

ohadakirekire@r3.dion.ne.jp http://www.labeaute.jp

03-5721-5554

bebe_massage@yahoo.ne.jp

http://www.geocities.jp/eirene_bebe/

info@peace-and-bliss.com

http://www.peace-and-bliss.com

栃木
関東 その他
15

谷治 紀子

mickey-nonchan@ezweb.ne.jp

北陸
石川
相澤 麻里子

鈴木レディスホスピタル内
石川県金沢市寺町2－8－6
インファントマッサージ親子教室

076-242-3155

7

田中 千鶴子

ベビーマッサージ

0765-54-2211

27

紫藤 江利子

なんと母乳育児ルームひだまり 南砺市やかた283

090-7749-2075

13

西村 しのぶ

西村助産院
まなかい母乳育児相談室

福井市木田1丁目3105－B

0776－33－0246

0776-33-0246

27

道廣 喜子

atelier LAKSHMI

吉田郡永平寺町山王
（その他出張教室あり）

090-2831-7363

0776-64-3141 lakshmi_aroma@yahoo.co.jp

中村 久美子

アルテミス

甲府市

055-232-8411

〃

月見 みづほ

インファント・マッサージ教室
アロマサロン アロマティカ

燕市吉田3728―28

0120-32-4440

37

076-245-1881

www.suzukilh.com/

富山
黒部市三日市1108-1

hidamari@p2.tst.ne.jp

福井

http://homepage3.nifty.com/lakshmi/ http://lakshmi01.mloc.jp/

甲信越
山梨
8

moonlit-ikuno@herb.ocn.ne.jp

新潟
29

info@ass-aromatica.jp http://ass-aromatica.jp/

7
14

齋藤 由美子
☆ 中村 敏子

荒川レディースクリニック
インファントマッサージクラス
RokoRoko
インファントマッサージ教室
インファント・マッサージクラス
みちつき助産院

西蒲原郡巻町大字巻甲4670

0256-72-2785

0256-72-7475

新潟市五十嵐一の町6379-95

025-263-0303

025-263-0303 m-gaea@lapis.plala.or.jp
025－244-1123

1

本山 よし子

6

大塚 清美

ロイヤルハートクリニック

新潟市天神尾

025-244-1122

7

小山 テイ子

ほっとベビーサークル

新潟市東区はなみずき1－15－12

025-275-2549

15

☆ 佐藤 史子

7

増子 奈美

新津産科婦人科クリニック

新津市荻野町1－10

0250－21－3511

＊

＊

荒川レディースクリニック
インファントマッサージクラス

西蒲原郡巻町巻甲4670

0256-72-2785

http://www.arakawa-lc.com/

yoshii0413@par.odn.ne.jp

http://hotbaby2008.web.fc2.com/

弥彦村保健センター

長野
9

佐々木 美果

mika-n@bf6.so-net.ne.jp

東海
静岡
横井（栗田）
りえ子

母乳育児相談室えくぼ

掛川市城北1-7-8

0537-23-2934

ekubo02901@infoseek.jp

16

植松 ありさ

インファントマッサージ教室
SWEETNESS

裾野市佐野１４

055-919-0744

info@im-sweetness.com

http://www.im-sweetness.com/

25

龍野 洋子

7

西沢 三千代

http://www.geocities.jp/alivethere/

4

☆

浜松市中区蜆塚
おたぁたんのてって

袋井市

090-2618-8794

0538-48-6179

母子ケアサロン ラベンダー

富士市

0545-33-2631

〃

alivethere@yahoo.co.jp

〃

mamasanta1010@yahoo.co.jp

7

☆ 渡辺 節子

23

寺嶋 直子

Mother's Hand

富士市

0545-22-0336

6

湯浅 由布子

ベビーマッサージ教室
（たてレディースクリニック内）

名古屋市守山区大谷町2番51号

052－794-5151

4

新美 聡子

1

☆ 豊田 純子

愛知

岐阜

http://www.gctv.ne.jp/~tate/

ai_mage@iiwa.net
医療法人
ごきそレディースクリニック
インファントマッサージクラス

名古屋市昭和区阿由知通3-10

052-732-9733

052-732-0388 babu@gokiso.or.jp

http://www.cac-net.ne.jp/~mn13/

http://www.gokiso.or.jp

24
18

ローズベルクリニック
インファントマッサージ
赤ちゃんマッサージ教室
小関（坂本） 明子
「balloon」
堤 生子

可児市下恵上2975－1

0574-60-3355

美濃加茂市古井町634

090-2683-2374

0574-60-3356 tsutsumi@kishokai.or.jp http://www.rosebell.jp/
http://balloon-infantmassage.jimdo.com/

三重
9

☆ 西森 ひろみ

8

☆ 栗田 えり香

tohimima@ict.ne.jp n-thm-0404-1206-0710@docomo.ne.jp

「Baby Babide Boo
～べいびぃ ばびで ぶぅ～」

桑名市大貝須３８９-１

090-2686-3726

京都市伏見区向島藤ノ木町85-7

075-611-3299

0594-21-5443

http://www7b.biglobe.ne.jp/~baby-babide-boo/

近畿
京都
12
1

田井中 智枝
☆ 稲林 弘子

6

☆ 堀内 弥枝

12

伊藤 暁美

15

深野 純代

25

玉村 三保子

9

西村 日登美

インファントマッサージ教室
城南保育園
ベビーマッサージ教室
「コロコロたまご」
こどもみらい館
京都市子育て支援総合セン
ター
ひと・まち交流館 京都

075-861-7274
京都市中京区間之町通竹屋町下る楠
町６０１－１
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る
梅湊町８３－１
京都市左京区下鴨東岸本町6

inabayashi2003@yahoo.co.jp

075-254-5001
075-354-8719
075-781-0443090-8655-5394

075-701-5524 h~yae_1219.-@docomo.ne.jp

京都市上京区仁和寺街道七本松西入
る上る2－194 上京陵和園
http://www6.ocn.ne.jp/~hughug/

星の子ベビーサークル

京都市左京区岩倉大鷺町23

075-711-6374

〃

ほっぺんくらぶ
ウエスティ教室 他
京都市内にて
各曜日ごと全5教室

6

☆ 山本 紀子

南草津フェリエ

6

☆ 心山 久美子

木戸コミュニティーセンター

大津市木戸709

077-592-0800

なないろ保育園

高島市今津町福岡1926

0740-22-0314

出張
(依頼者宅訪問・公共施設等）

mihoko_2@hotmail.co.jp
hoppen25255@yahoo.co.jp

滋賀

大阪

http://babykyoto.hp.infoseek.co.jp

077-592-1363

〃

http://www.geocities.jp/westv4/

21

藤田 真由美

23

☆ 藤田 裕子

13

松田 良子

ぴよぴよマッサージ教室

大阪市

090-8523-2181

インファントマッサージ教室
「MOM」新大阪

大阪市淀川区東三国4丁目2-17-3F

06-6391-7890
080-4028-8812

06-6391-7890 PlusI-2@softbank.ne.jp

090-3355-4591

072-743-2810

tete-ochanmama@docomo.ne.jp

明石市大久保町駅前１丁目３番地の２ 078-202-3159

〃

info@heart-note.jp

川西市清和台東１-１-80

072-774-5677

072-774-5677 mail@apoco.net

http://apoco.net

神戸市長田区1番町2-4

078-576-5251 内線3050

〃

http://www.babytime.jp/

インファントマッサージ教室てて 箕面市稲５－５－９

mayu-f@hotmail.co.jp

http://piyooyako.web.fc2.com/

兵庫
18

☆ 宮井 文美

11

☆ 宇佐美 美香

1

杉浦 美由紀

9

☆ 杉尾 智香子

ママとベビーの教室
ハートノート
インファントマッサージ教室
poco a poco(ぽこ あ ぽこ)
インファントマッサージ教室
ベイビータイム
リビングアーツ神戸教室

西宮市羽衣町10-16
0798-55-5859
エクセラン夙川404号室
神戸市灘区城内通2－1－6レジオン王
子公園401 杉尾宅

コープこうべ生活文化センター
14

4

4

26

☆ 赤松 宏美

杉山 美佳

☆ 泉

ヒロ子

☆ 田村 晃子

chikakosugio@ybb.ne.jp http://livingarts.jp

078－431-5273

プライベートクラス
（依頼宅への訪問も可能）

神戸市北区筑紫が丘

078-964-5739

コープカルチャー神戸北

神戸市北区日の峰2-3-1

078-583-8140

コープカルチャー塚口
特別講座

清水産婦人科

06－6429－1510

はらっぱ保育所

0798-22-3561

西宮市甲風園1丁目8－1

0798－67－8444

西宮市塚口町1－16－1コープ塚口2Ｆ

06-6429-1510

コープカルチャー明石

明石市大明石町2-1-29

078-914-2636

一般社団法人
豊岡教育音楽学院

豊岡市若松町11-19

0796-22-8686

コープカルチャー西宮
（西宮北口)
コープカルチャー塚口
（西宮北口)

http://heart-note.jp/

〃
http://www.kobe.coop.or.jp/kouza/

0797-72-0300

hiｎoko48@yahoo.co.jp

0796-22-5155 info@tems-toyooka.com

http://www.tems-toyooka.com/

nouno.wakana@gmail.com

http://momijinotemamanote.blog51.fc2.com/

奈良
29
中国
岡山

南野 わかな

もみじのて

090-3974-0227

31

岡坂亜紀

インファントマッサージ教室
インファントマッサージ教室
アエラホーム岡山店教室

aki.px@docomo
（本人希望で迷惑メー
ル防止のため@マーク
以下省略しています）

岡山市北区大元駅（出張レッスンＯＫ）
050-3598-8555
岡山市北区富田420－3

https://sites.google.com/site/honwakababy/

広島
4

俵 佐和子

廿日市市宮内1291-7

0829-38-5039

0829-38-5039

広島市中区袋町2-6-2-801

082-246-4305

〃

広島市西区高須台

082-274－0412080-5230-7680

または出張（依頼者宅訪問、公
共施設等）
6

山岡 由依

ナチュラル・エッセンス

http://natural-essence.ftw.jp

（依頼者宅に訪問も可）
1

堀田 由紀子

hot@ccv.ne.jp

鳥取
10
8

☆ 鵜木 公子

倉吉市仲ノ町770 打吹公園クリニック 0858－22－3790

渡邊 あゆみ

ミオ・ファティリティ・クリニック
インファントマッサージクラス

福本 奈緒子

インファントマッサージ教室
10nin*10iro

米子市車尾南2-1-1

山口
15

0859-35-5211
(クリニック代表番
号)

0858－24－0895

0859-35-5213 mio@mfc.or.jp

naoko.f@piano.ocn.ne.jp

http://www.mfc.or.jp

http://www5.ocn.ne.jp/~naomama

島根
26

☆ 田中 明美

総合ケアセンター のき
インファント・マッサージクラス

安来市実松町98－1

0854-27-7000

0854-23-7760 nogi@space.ocn.ne.jp

日浅産婦人科医院
ベビーマッサージ教室

今治市立花町3丁目7-30

0898-24-1135

0898-33-4807 mail@hiasa.jp

四国
愛媛
1

日浅 美和

高知
10 ☆ 細川 真利

インファントマッサージ親子教室
高知市高須
「ママの手大好き」

090-1006-1390

sinri1121@cap.ocn.ne.jp

Mana naturalcare

090-5676-1010

092-585-0174 osikida1218@yahoo.co.jp

九州
福岡
34

坪井 真奈美

http://www.hiasa.jp

2
18

疋田 聡子
☆ 山村容子

6
22

植田 美枝
☆ 近藤 美代子

インファント（ベビー）
マッサージ教室
HAPPY BABY&MOM
赤ちゃんマッサージ教室
ともおレディースクリニック
ベビーマッサージ教室

福岡市中央区天神2丁目14－8 岩田
屋コミュニティーカレッジ内

豊前市久松8－1

0979－82－0328

マシュマロくらぶ

行橋市行事7-7-2 しんもと産婦人科

0930-22-0818

0930-26-1866

http://www1.bbiq.jp/amfk/marshmallow.html

長崎市万屋町1-13内田屋ビル3Ｆ

095-822-0117

095-822-0117 ochiai@lavender-n.com

http://www.lavender-n.com

長崎市中園町10-21

095-844-1977

095-844-1977

http://www.taguri-clinic.com

南島原市加津佐町己2344-1

0957-87-3819

0957-87-4782

092-781-1031

092-781-1504

福岡市

http://members.jcom.home.ne.jp/dol-ce/

happybabymom@mac.com

http://happybaby-mom.petit.cc/

baby-ma@amber.plala.or.jp

http://www13.plala.or.jp/baby-massage/content01.htm

長崎
3
5

落合 直子
☆ 田栗 由美子

26

中島 夕子

ホリスティックナチュラルセラ
ピー
スクール
ラベンダー
アロマセラピールーム
ベビーマッサージ講座
田栗レディースクリニック内
アロマセラピーサロン
ＤＡＫＳＨＩＮＡ ダクシナ

熊本
20

砂川 友美

29

山道 和美

いとむすび

菊池郡大津町

0jd47420326158e@ezweb.ne.jp

kazumicchy@hotmail.co.jp

宮崎
7
29

西畑 久美子
☆ 緒方 円

12

22

岩切 幸子

☆ 椎屋 美鈴

みまた助産院

pochikun@btvm.ne.jp

北諸県郡三股町樺山5036-73

090-5727-3266

西都市三宅4635-6

0983-43-5130
090-7175-4402

0983-43-5130

宮崎市新別府町江口862-1
イオン宮崎SC内2F 236

0985-60-8176

0985-60-3209

宮日文化情報センター

宮崎市高千穂通1丁目5-34

0985-27-4737

0985-27-4790

藤田助産院

宮崎市広原780-2

080-6439-6869

0985-77-1914

助産師吉田さん宅

日向市亀崎東

セラピーハウス・ルリ

日田市田島１丁目８－３０メゾネットラ
フィーネ２０４号

090-9586-7759

terapyhousue-ruri@f5.dion.ne.jp

インファントマッサージ教室
「SMILE」

鹿児島市谷山中央

090-1510-2525

kyame123@yahoo.co.jp

インファントマッサージ教室
まんまる
宮日アイカルチャーセンター
イオン宮崎

papin-mamin-shupin@kind.ocn.ne.jp http://manmarumaru.jimdo.com/

poco-a-poco3@plum.plala.or.jp http://soratane.jimdo.com

大分
5

高瀬 栄子

鹿児島
14

☆ 亀澤 泉

九州 その他

http://www.geocities.jp/kamesmile2525/

＊

松浦 淳

junjun_buchi@yahoo.co.jp

沖縄
32

中野 和加子

9

上原 京子

おひさま おつきさま
名護市大西2-2-47
090-4351-5653
wakakoaao@gmail.com
マッサージ教室
インファントマッサージ
sanba.kyoko.6.9@softbank.ne.jp
080-3987-2494
親子クラス
日本インファントマッサージ協会 (c) Japan Association of Infant Massage All Rights Reserved. 無断転載禁止

