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店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地
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あん整骨院

産後のゆがみを取り健康な身体を作ります。むくみ取り、元の体型に戻れるようお手伝い。お母さんが笑顔で

子育て出来るように応援します！赤ちゃんの身体バランスケア、骨盤のゆがみ（ハイハイがなかなか出来な

い・転びやすいなど）を調整いたします。 次の妊娠のため、妊活整体で母体の準備をされている方もいます！

チケット使用の場合、お母さんの

骨盤調整と赤ちゃんの身体バラン

スケアの両方を希望される方は赤

ちゃんの施術料金をサービス(無

料)いたします。 赤ちゃんのゆが

みチェックは声をかけて下さい。

（サービスしています。）

さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区宮原町3-

559 1F
048-782-8768

http://www.anseikots

uin.com/

VIDAカイロプラクティック大宮

整体院

15年で5万人以上の実績を持ち、口コミ満足度ランキングサイトのエキテンでは「さいたま市1位」の評価をいただいております。 「妊娠や出産」によって急激な体

型や環境の変化で負担がかかり、産後も抱っこや授乳など育児も大変で肩こりや腰痛がひどくなったり…不調が出てお困りの方がたくさんいらっしゃいます。 【産

後骨盤矯正認定院】の「骨盤軸整体」で、産前産後の骨盤ケアをしませんか？ ※産後以外もOK つらい症状や体型のお悩みはもちろんですが、お母さんが元気でない

とお子様やご主人に優しく接する余裕がなくなり、ご家族全体にも悪影響が出てしまいます。 当院では帝王切開で出産された方、今後は出産を予定していない方、2

人目⇒3人目と出産希望の方にも【出産後の骨盤矯正コース】をおススメしています。 ※産後1ヶ月検診後から受付OKですが、産後2ヶ月以内に始めるのがベスト 赤

ちゃんやお子様連れ《見守り保育※要電話予約》も大歓迎で、ベビーベッドやプレイマットで女性スタッフが遊び相手になり泣いたら抱っこしたりであやします

し、カーテンで仕切れる個室風な空間で授乳やオムツ替えもしていただけます。 様々なお悩みにお応えする【カイロプラクティック整体コース】、妊娠しやすいカ

ラダ作りのサポートをする【子宝整体コース】、妊婦ケアやトコちゃんベルト販売＆着用指導OKの【マタニティ整体コース】も人気です。

《初めてご来院の方限定クーポ

ン》
さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-

34-3 大宮M1ビル4F
048-871-6033

https://www.vida-

omiya.com

さいたま助産院

マタニティヨーガ、産後のヨーガ、ベビーマッサージ、出産準備教室（妊娠編・分娩編・産後編）、母乳教

室、助産院の家庭料理教室、赤ちゃんの育て方教室、発育・発達と親子遊び教室、母乳育児のための補完食教

室

さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区宮原町4-

138-11
048-651-3319

http://saitamajosanin

.com/

はぐはぐベイビー
ベビーマッサージ、ベビーフォト撮影、ベビースキンケア、ファーストサイン、ファーストトーク、足裏リフ

レクソロジー 赤ちゃんとママの教室

ハンドトリートメント又は、足裏

リフレクソロジー15分1500円を無

料サービス致します

さいたま市南区
埼玉県さいたま市南区別所1-18-

12
048-865-1385

http://hughugbaby.rt

a-school.com/

産後ケアハウスわたなべ さいたま市 埼玉県さいたま市緑区大門 048-878-1254

http://www7b.biglob

e.ne.jp/sangokeahou

se/index.html 

doula maman 埼玉県全域（要問合せ） 埼玉県深谷市 070-5013-7338

https://doula-

maman-

care.jimdo.com/ 

エンジェル母乳相談室／アロマエ

ンジェル
フットバスやハーブティサービス さいたま市緑区

埼玉県さいたま市緑区原山2-33-8

浦和パークハイツ4-207
048-607-0851

http://angelbonyuu.n

et/   

http://aromaangel-

salon.com/

名倉整骨院 マッサージ、鍼、灸 さいたま市南区 埼玉県さいたま市南区辻2-9-15 048-863-9971

光和堂 鍼灸治療院 産前産後のケア（足のむくみ、静脈瘤、腰痛など） 初診料を500円引きます さいたま市西区
埼玉県さいたま市西区指扇領別所

326-1
048-625-6848

http://kowado.jpn.co

m/

知久接骨院 マッサージ、骨盤矯正、肩甲骨はがし、鍼治療 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区奈良町95-

33
048-663-4738

大谷今野整骨院 骨盤調整、マッサージ（予約制） さいたま市見沼区
埼玉県さいたま市見沼区大谷

1689-2
048-686-5806

http://konno-

seikotsuin.jp/

結 産後ケア、骨盤矯正 さいたま市中央区
埼玉県さいたま市中央区下落合

1652-2-106
080-3752-1136

https://www.yui-

saitama.com/

Pole Pole（ぽれぽれ）はり灸

マッサージ
出張専門 はり灸あんま指圧マッサージ さいたま市 埼玉県さいたま市見沼区中川 080-4332-3986

https://polepolehari9

amma.wixsite.com/po

lepolehp

かるむ整骨院 産後の骨盤エクササイズ、酵素オイルマッサージ、肩コリ腰痛コース さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区仲町4-7-

12
048-762-6351

http://www.calmosei

kotsuin.com/

ほね大工佐藤整骨院 マッサージ等 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区元町2-

18-3-101号
048-881-0406

中島助産院 ベビーマッサージクラス、ヨガクラス、リラクゼーション  子育て広場「ホッとママ」

リラクゼーション利用時、乳児の

預かりを無料とさせていただきま

す

熊谷市 埼玉県熊谷市大麻生422-1 048-533-3766

http://midwifemap.co

m/nakajimajo3in/my

site/

たかさか中央接骨院 産後の骨盤矯正
お得な「3キュー子育てチケット」

限定価格がございます!!
東松山市

埼玉県東松山市高坂1302 カーム

ハウス松田1F
0493-81-5126

http://www.takasaka

chuo-

s.com/sango.html

いろは整体院 整体初回5,500円（子守り施術中OK） 東松山市
埼玉県東松山市まるひろ通り商店

街内
0493-22-0168

https://www.ekiten.j

p/shop_2905762/
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大里接骨院 骨盤矯正 1回1,500円 ウォーターマッサージベッド無料 熊谷市 埼玉県熊谷市船木台3-12-25 0493-39-2923
http://www.ohsatose

kkotuin.com/

たんぽぽ鍼灸接骨院 鍼灸施術・手技療法など 深谷市

埼玉県深谷市上柴町西3-22-13

駐車場3台 アリオ北口バス停向

かい

048-551-0534
https://www.ekiten.j

p/shop_22190527/

小川治療院 カイロプラクティック、マッサージ、鍼、女性スタッフによる訪問マッサージ  初診料サービス
吉見町（半径16km程度まで：別途

1,000円）
埼玉県比企郡吉見町田甲547-1 0493-54-0404

ボディバランス整体院TGM 整体コース（骨盤矯正） 初回：4,950円 2回目以降：3,300円

「3キュー子育てチケットHPを見

た」で整体コース初回4,950円 ⇒

2,980円 

東松山市
埼玉県東松山市箭弓町1-16-1 田

島店舗ビル1階
0493-81-6258

http://www.bodybala

nce-seitai-tgm.jp/

かわじまトマト整体院
歪みリセット整体 初回、2回目：2,980円／回 3回目以降：カウンセリング内容による、もしくはチケット料

金6,000円／回
川島町（エリア要相談） 埼玉県比企郡川島町新堀295-5 049-277-3544

https://kawajima-

tomato.com/

けん治療院
指圧、マッサージ、ストレッチ、はり、お灸

１回 7,500円

初回特典あり

ホームページをご覧ください

（特典のない時期もあります）

坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市 埼玉県坂戸市花影町28-2 049-283-4082
http://kenchiryou.co

m/

Aloha Healing Lino（アロハヒー

リング リノ）
・マタニティー、産後の不調を緩和する施術

不調にあわせたアロマ精油をブレ

ンドし、施術に使用します。初回

の方は10%off。

川越市
埼玉県川越市脇田町23-5 ライフ

シティ106 川越駅から徒歩5分
090-7720-7472

http://holistic-

maternity.com/salon-

aloha-healing-lino/

りらく東松山接骨院 首、肩こり、腰痛などお身体の痛みの悩みを改善させていきます。 自費メニューの500円割引 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町2-8-29 0493-24-8300
http://www.riraku-

sekkotsuin.jp/

アール・キューブド武蔵浦和西口

整骨院
リラクゼーションと治す矯正・整体の両立 60分4000円 90分6000円 初見料無料+時間サービス

さいたま市南区・桜区・浦和区・

中央区・大宮区

埼玉県さいたま市南区別所6-19-

13アドバンシティ106
080-7049-8910 http://r3smtr.com/

息吹助産院 マタニティーヨーガ1回¥1000 親子ヨーガ1回¥1000 母乳栄養相談（マッサージ、断乳）1回¥4000 ベビー体重測定無料 越谷市 埼玉県越谷市大泊100-1 048-976-3317

助産院【母魂】 マタニティyoga、親子yoga
・産後の方には赤ちゃんの計測、

育児相談無料
春日部市 埼玉県春日部市不動院野1484-28 090-1266-4647

https://josanin-

bocon.com/

瀧田助産院 越谷市 埼玉県越谷市花田2-17-4 048-964-3664
https://www.takita-

jyosanin.com/ 

あごら助産院 越谷市 埼玉県越谷市瓦曽根1-11-13 048-960-4777
https://agora-

jyosanin.jimdo.com/ 

和ごころ新越谷整骨院 産後の骨盤矯正（3,300円） 越谷市

埼玉県越谷市新越谷1-46-6 K・

オンブラージュ 新越谷駅、南越

谷駅より徒歩10分

048-989-2800
http://shinkoshigaya.

wagokoro2011.com/

さら助産院 産後のケア（育児相談・母乳ケア）初診5,940円 再診3,780円 相談のみ3,240円 八潮市 埼玉県八潮市大瀬1-10-12-102 048-949-6500
https://www.sara-

lovebaby.com/

マタニティ＆レディースサポート

かゆけり
妊婦～産後 施術・薬膳食事アドバイス 越谷市

埼玉県越谷市千間台西1-8-11ハイ

ツシャロウ203号室
048-975-8413

https://rieko-

midwife-

os.jimdo.com/

医療法人至誠会 大久保クリニッ

ク
産後育児相談外来（助産師による相談受付）1,500円＋税 吉川市 埼玉県吉川市平沼1649 048-982-7360

http://www.ohkubo-

clinic.com/index.html

とみざわ鍼灸接骨院 ・骨盤矯正（2,200円） 春日部市 埼玉県春日部市梅田3-175 048-741-8253
http://www.tomizawa

-sk.com/

髙林接骨院 疲れているママさんの骨盤矯正、全身もみほぐし

産後ケア初診料1,000円＋骨盤矯正

2,500円、酵素カプセル1回（1,600

円分）無料

草加市 埼玉県草加市谷塚町1808-3 048-925-5080
http://www.rainbows

ekkotsuin.com/

髙林接骨院 谷塚駅前院 疲れているママさんの骨盤矯正、全身もみほぐし

産後ケア初診料1,000円＋骨盤矯正

2,500円、酵素カプセル1回（1,600

円分）無料

草加市 埼玉県草加市谷塚町1-2-21 048-927-3003
http://yatsuka-

takabayashi.com/
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三日月鍼灸指圧院

●ママのケアコース

・産後のゆがみ・骨盤矯正

・産後の疲れ回復ケア

・母乳のための全身調整

・夜泣き・疳の虫 お子様のための刺さない小児はり

・ママのお疲れ回復ケア（肩こり、腰痛、頭痛、ストレスなど）

●パパのケアコース

・コリ・痛み・しびれ

・疲れ・ストレス

●マタニティケアコース

・頭痛・肩こり・つわりのケア 妊娠初期からの「不快症状」に

・腰痛・膝痛・坐骨神経痛・恥骨痛のケア 妊娠中期からの「痛み」に

・胃痛・便秘・胸焼け・手足のむくみのケア 妊娠中期からの「胃腸の不調と足のむくみ」に

・逆子治療

・足のつり・不眠のケア 妊娠後期の「安産」に

－－－

鍼・灸・マッサージ・整体を組み合わせたオーダーメイドの身体ケア。「痛くない鍼」「じんわり温かいお灸」「深部までほぐれるマッサージ」「ボキバキしない

ストレッチによる矯正」で心身共に癒されてください。鍼無し、お灸無しももちろん可能です。ご相談下さい。詳しくは、三日月鍼灸指圧院のホームページをご覧

下さい。

赤ちゃん・お子様連れもOKです☆

ご予約時にお知らせください♪
白岡市 埼玉県白岡市白岡1203-3 0480-91-0032

https://3-

moon.com/menu/yug

ami.php

白岡名倉堂 整骨院 柔道整復術、脊椎矯正他
白岡市 （出張対応エリア：白岡

市周辺の市まで）

埼玉県白岡市西6-10-6 JR白岡駅

より徒歩約18分
0480-92-6113

羽生きのぼり整骨院 骨盤矯正 1回3,500円 羽生市 埼玉県羽生市東1-1-56 048-594-7255
https://hanyu-

kinobori.com/

ナラヤマレディースクリニック 産前産後のインスパイリング、ベビーマッサージ 上尾市 埼玉県上尾市本町1-1-7 048-771-0002
http://www.narayam

aclinic.com

あおば整骨院
産後ママさんの骨盤調整（骨盤矯正）をすることによって、産後の骨盤が原因で起こりえる様々なお身体の不

調をやさしい施術で根本的にケアをしていきます。

チケットを使用した場合、初診料

（1.000円）をサービス（無料）い

たします。

桶川市 埼玉県桶川市上日出谷1104-10 048-778-9970
http://aoba-

okegawa.com

こころ整骨院 鴻巣院 産後の肩こり、腰痛、骨盤周りの痛み、手首の痛みの施術、産後の骨盤の開き、歪みの矯正 初診料1000円引 鴻巣市 埼玉県鴻巣市箕田4191 048-597-3556
https://kokoroseikots

uin.net/

こころ整骨院 北本店 産後の肩こり、腰痛、骨盤周りの痛み、手首の痛みの施術、産後の骨盤の開き、歪みの矯正 初診料1000円引 北本市 埼玉県北本市西高尾3-154-2-104 048-577-7957
https://kokoroseikots

uin.net/

YOGA-紗世

ベビーマッサージ、マタニティヨガ

看護師さんがママ目線から行う。0歳からのカゼに負けない体づくり教室～子どもを育てるベビーマッサージ～

として、季節の病気や予防方法について説明しています。 フランス式！ママの子育ての負担を1月3日にする

「12か月にパパママ学校」～ベビーマッサージ～ も行っています。こちらは12か月分ありますが、お悩みやご

希望により教育カリキュラムの中から1回のレッスンも可能です。

新座市、所沢市、狭山市、入間

市、川越市
東京都西東京市田無町7-19-5-302 090-2782-4734

http://www.sayosayo

yoga.jp/

おいかわ助産院 志木母乳育児相

談室

桶谷式の乳房手技（おっぱいマッサージ）をします。痛くないやり方で、おっぱいのトラブルを改善したり、

より良い状態になるようにします。赤ちゃんが健やかに育つことを見守り、母子関係をしっかりお繋ぎしま

す。

新座市 埼玉県新座市東北2-7-25 048-475-0531
http://www.oikawa-

bonyuikuji.com

数土助産所すど母乳育児相談室 母乳育児相談 乳房マッサージ 朝霞市
埼玉県朝霞市西弁財1-10-25保第1

ビル207
090-6163-3480

https://oketani-

sudo.jimdo.com/

助産院もりあね
産前クラス（気づき・フィジカルエクソサイズ・姿勢と呼吸・出産準備・パパママ・お灸・孫育て）  産後ク

ラス（骨盤底筋リハビリ・ベビーマッサージ・赤ちゃんの発育体操）
所沢市 埼玉県所沢市下富612-10 04-2943-3139 https://moriane.jp/

医療法人愛和会 愛和病院 川越市
埼玉県川越市古谷上983-1 愛和

病院
049-235-8811

http://www.aiwahosp

ital.or.jp

松永助産院 川越市 埼玉県川越市川鶴1-18-3 049-231-5182

http://matsunagajyos

anin.com/contents/gl

obalnavi11822416817

34.html  

やまぶき鍼灸接骨院 鍼灸治療、骨盤調整、ストレッチ
メドマー10分おためし無料（機械

による空気圧マッサージ）
川越市

埼玉県川越市上寺山424-4 当院

前駐車場2台有 「西川越駅」、

東武バス「パイオニア前」より徒

歩15分

049-290-0051
http://yamabuki-

amo.jp/

松田母子クリニック 所沢市 埼玉県所沢市本郷1080-5 04-2968-6800
https://www.matsud

a-pc.jp/  

医療法人埼玉愛育会 令和レ

ディースクリニック
・ベビーマッサージ 日高市 埼玉県日高市高富46-7 04-2984-0311 https://reiwa-lc.com/

カイロプラクティック ステージ

宗一郎
カイロプラクティック術・整体術によるユガミの矯正 頭首肩腰膝など様々な症状の緩和と改善 所沢市

埼玉県所沢市くすのき台1-12-1-

4F 所沢駅東口より徒歩2分
04-2993-7777

http://www.stage-

soichiro.com
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泉整骨院 全身マッサージ＋ストレッチボール60分 3,000円
飯能市（出張サービス対応：飯能

市内）

埼玉県飯能市仲町13-14 泉ビル

1F 飯能駅より4分
042-972-3399

きだに名倉堂接骨院

パーソナルトレーニング（要予約）「産後の骨盤の歪みが気になる方」「理想的な体系を取り戻したい方」一

人ひとりの目的や悩みに合わせたメニューを組み立て、優しく指導します！詳しくは「きだに名倉堂接骨院」

のホームページの「パーソナルトレーニング」のページをご覧ください。

施術料を10%割引
狭山市、所沢市、川越市、入間

市、飯能市、日高市
埼玉県狭山市富士見1-11-1 04-2956-7688

http://www.kidaninag

urado.com

リバース北野治療院 マッサージ、整体、鍼、灸
所沢市 (出張対応エリア：店から

2km程度まで)

埼玉県所沢市小手指南2-3-1-101

西武バス バス停「北野」そば
04-2938-4976 http://www.riba-su.jp

荻野整骨院 カイロプラクティック、鍼灸施術、マッサージなど （料金は部位数等により2,000円～）

川越市（往療可能です。対象エリ

アについては、電話等にて相談く

ださい。）

埼玉県川越市鯨井1709-6 「霞ヶ

関駅」より徒歩15分
04-233-3143

オダカ接骨院 はり 初検料1,000円 施術費1,000円～
川越市、狭山市の一部（出張費別

途有り）

埼玉県川越市新宿町6-24-4 川越

駅西口より「今福中台」行きor

「川越営業所」行き または

049-246-7100

藤本鍼灸整骨院 整体（オステオパシー）、鍼灸、光線療法 川越市

埼玉県川越市霞ヶ関東2-7-14 東

武東上線霞ヶ関駅南口 徒歩3分

駐車場3台あり

049-233-6005
http://fujimotoseikot

su.net/

青柳治療院 指圧、マッサージ、整体、骨盤矯正、カイロプラクティック
チケット利用の方に限り、10分

サービス
毛呂山町

埼玉県入間郡毛呂山町中央3-36-

33
049-236-3912

https://aoyagi-

seitai.com/

榎町すこやか整骨院 ・マッサージ、鍼灸、骨盤調整、美容鍼 所沢市 埼玉県所沢市榎町11-6 04-2924-3749
http://sukoyaka2003.

com/

きたざわ接骨院 イトオテルミー（温熱療法）、産前、産後の癒しにご利用ください。（駐車場あり） 狭山市（市内出張可 6,000円） 埼玉県狭山市富士見2-14-19 04-2907-9474

共栄接骨院 本川越院 産後の骨盤矯正：4,500円 川越市
埼玉県川越市新富町1-9-6 ライ

オンズプラザ本川越103号室
049-226-3782

https://kyoei-

sekkotsuin.com/

おおにわ整骨院 カイロプラクティック・骨盤矯正・手技治療・鍼・灸治療 入間市 埼玉県入間市下藤沢1331-5 04-2968-8822
https://www.ooniwa-

seikotuin.com/

浜田接骨院 鍼、骨盤矯正、マッサージ、姿勢矯正 川越市、要相談 埼玉県川越市宮元町5-5 049-298-3783
https://www.hamako

tu.com/

りそら整体 川口市 埼玉県川口市坂下町2-14-16 070-6453-9835
https://www.risorasei

tai.com/

はとがや助産所
サークル（ベビーマッサージ、産後ヨガ、骨盤エクササイズ、親子リトミック、乙女のコーラス、スクラップ

ブッキング）
川口市 埼玉県川口市坂下町4-18-3 048-284-6362 facebookのみ

こんどう助産院 川口市 埼玉県川口市戸塚東3-6-22 048-299-0375
http://www.kondo-

jyosanin.com/ 

平和整骨院 産後骨盤矯正 2,500円
筋力強化（尿もれ対策）指導等致

します。
川口市

埼玉県川口市芝園町2-1-104 芝

園ハイツ1F
048-262-5499

https://www.heiwase

ikotsuin.com/

ルマ・リブール鍼灸治療院 骨盤調整 マタニティケア 鍼灸 初回1000円引き 戸田市
埼玉県戸田市下前1-9-30 池田ビ

ル1F
048-441-0600

http://rumah-

libur.com/

託児付骨盤ケアサロン linolulu 無料託児、産前産後骨盤矯正
当サロンお取り扱いのホームケア

用品購入割引券プレゼント
越谷市（市外出張可）

埼玉県越谷市大道「ご予約の際に

お伝えいたします」
048-945-2248

https://linolulusalon.

amebaownd.com/

おひさま整骨院

＜保育士が複数名在籍しているので安心です＞

●産後ママプラン：産後骨盤矯正・肩こり、腰痛、恥骨痛、尿漏れ、腱鞘炎など

●マタニティケアプラン：肩こり、腰痛、頭痛、足のむくみ、坐骨神経痛など

→詳しくは、産後ママの専用ホームページをご覧ください！！

『https://ohisama1.com/sango-lp/』

保育士複数名在籍

お子様お預かり無料（施術中）
越谷市

埼玉県越谷市千間台西3-1-31（せ

んげん台駅徒歩5分）＜駐車場10

台完備＞

048-971-8840
https://ohisama1.co

m

せんげん台整骨院

＜保育士が複数名在籍しているので安心です＞

●産後ママプラン：産後骨盤矯正・肩こり、腰痛、恥骨痛、尿漏れ、腱鞘炎など

●マタニティケアプラン：肩こり、腰痛、頭痛、足のむくみ、坐骨神経痛など

→詳しくは、産後ママの専用ホームページをご覧ください！！

『https://ohisama1.com/sango-lp/』

保育士複数名在籍

お子様お預かり無料（施術中）
越谷市

埼玉県越谷市千間台東2-14-7（せ

んげん台駅東口徒歩7分）＜駐車

場12台完備＞

048-999-6326
https://ohisama1.co

m

たなか鍼灸接骨院

・マッサージ、骨盤矯正

・マッサージ30分 ¥3,300

・骨盤矯正＋美容鍼 ¥4,000

・骨盤矯正 ¥2,700

※電話にて必ず予約をお願いします。（12:30～14:30)

入間市
埼玉県入間市久保稲荷1-27-1 コ

ア入間C号室
04-2937-4900
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【訪問鍼灸】明日葉はり灸院
【訪問鍼灸】 ご自宅に訪問し、鍼灸治療をいたします。優しいはり、心地よいお灸で、患者様一人一人に合

わせて大切に治療いたします｡
初診料500円割引！！

「埼京線：大宮駅～戸田公園駅」

「武蔵野線：西浦和駅～南浦和

駅」周辺のご自宅に訪問します。

さいたま市南区・浦和区・桜区・

中央区・戸田市・蕨市（他、要相

談）

訪問専門のため、依頼者さまのご

自宅にお伺いします。
080-3753-0016

https://ameblo.jp/89

ashitaba/

久喜中央接骨院
産後美整矯正（産後の肩こり、手首の痛み、腰痛、骨盤周りの痛み、産後の骨盤の開き、歪みの矯正）、腹筋

や骨盤底筋のEMSトレーニング

腹筋や骨盤底筋のEMSトレーニン

グ（ご希望の方は初回無料）
久喜市、白岡市、幸手市

埼玉県久喜市久喜中央2-8-23

EYビル101
0480-24-2888

https://kizunanokai.n

et/kuki/

女性のための鍼灸サロンつぼみ 鍼、灸、オイルマッサージ、骨盤矯正、パルス鍼、美容鍼、美髪鍼、セルフホワイトニング

体幹強化、骨盤矯正、骨盤底筋群

強化の期待ができる「マモリス振

動マシン」をサービスします。

比企郡、東松山市、東秩父村、秩

父郡、入間郡、大里郡、熊谷市、

深谷市

埼玉県比企郡小川町腰越174-1 0493-72-5010

与野本町はりきゅう院 鍼灸施術 骨盤矯正 さいたま市
埼玉県さいたま市中央区下落合5-

10-8 エスティビル101
048-789-7065

https://www.yonohon

mati-harikyuin.com/

こてさし ヨガの家 マタニティヨガ 所沢市 埼玉県所沢市小手指台11-22 042-001－9383
https://yoganoie.info

/

たいよう整骨院 骨盤矯正
パパママ応援ショップ優待カード

併用可
越谷市 埼玉県越谷市弥生町1-12 048-940-6665

https://www.taiyo-

koshigaya.com/

みつば接骨院

マタニティ整体コース

  腰痛・肩こり・恥骨痛・逆子・お腹の張り等

＊ご予約時に相談いただければ施術中の赤ちゃんのお預かり・ご兄弟を連れての通院も可能です

初診時「3キュー子育てチケット

HPを見た」で産後の骨盤コース・

初回検査+施術5,500円⇒4,500円

に。

川越市 埼玉県川越市吉田169番地2 049-215-8839
http://www.mitubase

kkotuin.com

越谷KAJI整体院 ☆産前産後ママのお身体ケア☆マタニティ整体

☆お子様同伴可☆完全予約制☆施

術中はお子様を女性スタッフがお

預かりいたします

越谷市
埼玉県越谷市越ヶ谷1-14-21 越

谷道のビル1階
048-915-8391

https://beauty.hotpe

pper.jp/kr/slnH00049

4847/

ホリスティックドゥーラ

Amulet
（出張専門）妊娠・出産・産後のアロマトリートメント、リラクゼーション、各種講座

所沢、狭山、入間、飯能、川越、

坂戸、新座、朝霞など。その他お

問い合わせ下さい

埼玉県所沢市 090-1819-8535
https://www.holisticd

ula-amulet.com


