店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

アーユルヴェーダサロンLa・Belta【ラ・ベルタ】

稲毛区稲毛東1-1-16

あしカラダ千葉駅前店

中央区富士見2-7-16 亀屋ビル3階

あすみの整体院

緑区あすみが丘東4-5-15

https://oshiriseitai.com/

アップルマインド稲毛店

稲毛区稲毛東3-8-13 丸十海浜不動産ビル2F

https://www.applemind.com/

アポロ整骨院鍼灸院

稲毛区長沼町257-14

https://aporoseikotsuin.com/

アルジェンヌ千葉店

中央区富士見2-12-11 セイケイ富士見ビル３階

http://alsienne.com/

アロマリエ

中央区本千葉町7-11 中央駅前ビル2F

http://almalie.com

中央区松波2丁目9-1-102

https://hari-ichiro.jp

中央区新町1001 そごう千葉店 ジュンヌ館2階

https://powwow-ginza.com/salon/chiba/

エステサロン

いちろう鍼灸整骨院
ウィメンズ整体サロンPOWWOW そごう千葉店 ジュ
ンヌ

https://www.labelta.co.jp/

梅の湯

千葉県千葉市花見川区検見川町2-481

笑がおの湯千葉寒川店

中央区寒川町2-147-1

https://com-keisei.co.jp/egaonoyu-samugawa/

ECLAS (エクラス)

中央区富士見2-15-1 ワラビビル八階 D

https://biyoukyousei-minori-chiba.com/

エスティーク

中央区新町4-7 クレインヒルズ2F

https://www.esteaque.com/

稲毛区小仲台2-8-27-101

http://www.estiful.com/

中央区生実町1778－5

http://aile-d-ange.com

エステティックサロンスパラド

中央区富士見1-2-3 アジア会館ビル7階Ｄ

http://www.sparado4.com

エステティックサロン

ビギアスプロ店

美浜区高洲1-24-4 ビギ稲毛海岸駅前ビル3F

http://www.bigi-group.jp/aspro/

エステティックサロン

ビギナチュラル店

美浜区打瀬1-2-3 セントラルパークウエストB-1F-5

http://www.bigi-group.jp/natural/

千葉店

エスティフル稲毛店
エステティック＆ネイルサロン

エイルドアンジユ

エステ・リラクゼーションサロンTe-ra

美浜区ひび野2-10-3

SBS TOKYO

中央区新町1-19 ISY国際ビル 6階

https://sbstokyo.com/sainolist/chiba-sbs/

Essential

中央区登戸1-14-15 プラージュ登戸102号

https://essential-taka.com/

エリーチエリー

中央区中央3-5-3 玄昌ビル7階

http://ealycherry.com

千葉店

加圧ビューティテラス

千葉そごう店

中央区新町1001 千葉そごうJUNNU館２F

https://www.kaatsuomotesando.com/shop/chiba/index.html

快活睡眠ドライヘッドスパ専門店ゆるりと千葉店

中央区富士見2-12-11 セイケイ富士見ビル6F

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000456833/

会館整骨院

中央区中央4-13-10 教育会館601

http://kaikan-seikotsuin.com

海浜整体院

花見川区幕張本郷2-5-1 タカソープラザ202

https://s.ekiten.jp/shop_859018/

快眠ドライヘッドマッサージ専門店 頭ん坊

中央区冨士見1-14-7 サクラビル4階

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000448148/

カイロプラクティックべんてん整体院

中央区弁天4-13-2

https://www.bentenseitai.com/

からだ回復センター千葉おゆみ野

緑区おゆみ野有吉12-12 おゆみ野スクエア内

https://119karada.com

Cuore HAGIWARA

中央区新田町21-2 岩澤ビル１階

https://cuorehagiwara.com/

Green life

中央区新町15-13 丸三新町ビル302

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000310985/

千葉店

クリニカルサロンANSWER

中央区新宿2-2-5 藤ビル6階

健康やせ専門イヴ

中央区富士見2-5-15 塚本千葉第3ビル8F

極楽湯千葉稲毛店

稲毛区園生町380-1

幸町整骨院

美浜区幸町1-14-5

けやきヨガ

http://www.kenko-yase.co.jp/

salon KOH

花見川区花園1-7-15 SS小川ビル５階

サロンドマシェリ

若葉区都賀2-10-10-201

サンアーユス千葉本店

中央区椿森2-3-11

https://ayus395.jp

シーボン・フェイシャリストサロン千葉店

中央区富士見2-14-1 千葉EXビル７階

https://www.cbon.co.jp/campaign/index3.html

女性専用Bodycaresalon

中央区春日1-1-17 シャルム春日103

https://migaru-2019.jimdofree.com/

鍼灸治療院稲毛海岸店

美浜区高洲3-10-1

https://www.dunlopsportsclub.jp

神明湯

中央区神明町23-23

migaru

https://salonkoh.wixsite.com/salonkoh

店舗等名

店舗等住所

シンメトリー千葉中央店

中央区新宿2-2-5藤ビル3F-B

Sweet

中央区春日2-12-13 ガーデニアFUJI102

スーパー銭湯白旗

中央区白旗2-12-10

すこやかBB腰痛整体

美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル2F

鈴の湯

花見川区幕張町6-315-4

素肌の専門店ＲＯＥＷＥ

千葉店

中央区新田町4-25 パルサンライト301

店舗等ホームページURL
https://symmetry.jp

https://www.genki-s.com/

https://www.roewe.jp

座り仕事の人の為の筋膜整体院care

中央区中央3-4-13 CI-16ビル6F-A

セレネ整骨院鍼灸院おゆみ野院

緑区おゆみ野3-3-11

https://selene-seikotsu.com/

セレネ整骨院鍼灸院千葉中央院

中央区矢作町57-1 かわまちショッピングモール内

https://kawamachi-seikotsu.com/

たいじ整体

美浜区高洲3-20-3-102

https://n-b-seitai.com

たいよう整骨院

中央区港町1-17

http://snc-taiyou.jp/honchiba/

タイリラクゼーション・チバソム

中央区本千葉町4-1-1F

http://www.chivasom.info

中央区新町1000 センシティタワー4階

https://www.takanoyuri.com/salon/s_058.html

高橋鍼灸治療院

若葉区西都賀3-1-10 布施ビル1F-A

http://olivecobra5.sakura.ne.jp/

千葉駅マッサージ

中央区弁天1-1-2 be-place4階B号

https://www.hogushikan.jp/

千葉リーフ整体院

中央区新町3-4 和田ビル8階

http://leafseitai.com

TREE OF BODY CARE

稲毛区小仲台6-2-7 富士ビル303号室

http://www.treeofbodycare.jp

デアイム稲毛店

稲毛区小仲台2-10-19-202

東洋館さつきが丘はりきゅうマッサージ療院

花見川区さつきが丘1-25-9

トータルビューティーサロンshine

花見川区武石町1-1642

http://www.shine-makuhari.com

Naturalia skyblue

中央区中央港1-20-1 ケーズハーバー２階 ブルースパ内

https://naturalia-skyblue-kogao.amebaownd.com

Naru美筋コルギ小顔専門店

中央区新田町7-16 フォントビル7階

https://www.kogao-narumi.com

NICO千葉店

中央区富士見1-15-2 クラマンビル5F

http://b.hpr.jp/kr/sd/H000387991/

ヌーベルコピーヌ稲毛西口店

稲毛区稲毛東4-2-17

ヌーベルコピーヌ2nd

稲毛区小仲台3-7-13 1階

パースカイロプラクティック

中央区千葉寺町460-6

梅開湯

中央区寒川町3-17

肌育工房PiPi

花見川区幕張本郷1-6-30 ブルースカイ本郷103

たかの友梨ビューティクリニック

バランス整体

極

千葉店

海浜幕張店

https://www.honehone.com/

美浜区ひび野1-9 スーク海浜幕張2階

http://balanceseitai.net/

中央区仁戸名町726-1

https://carecure-cs.com

稲毛区緑町1-28-12 メゾンド鴇田202

https://lomilomimalie.com/

PMK 千葉店

中央区新町1-17 JPR千葉ビルＢ1階

https://www.pmk-j.com/

ビハウス鎌取店

緑区おゆみ野3-40-8 河野ビル2F

http://be-house.jp/shop/

ビハウス土気店

緑区あすみが丘4-1-4 パストラル202

http://be-house.jp/shop/

美肌脱毛ファクトリー

中央区新町1-13木村ビル2Ｆ

https://bdfactory.co.jp/

美４サロン

中央区新田町4-25 パルサンライト302

https://www.be4.co.jp/salon/19/

ピラーシャンティ

稲毛区長沼原町781-3

https://naoroom.info/

VS28スキンケアスタジオBALI IN 千葉

中央区富士見2-7-9 富士見ビル4F

https://ebm-co.jp/

フットセラピー イオンモール幕張新都心店

美浜区浜田豊砂1-5 イオンモール幕張新都心ファミリーモール2F

http://www.foottherapy.jp/salon/makuhari/

ブライダルエステ専門店

中央区新田町4-25 パルサンライト3階-Ｂ

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000477570/

private salon MuRaKaMi

中央区富士見1-13-9 千葉センタービル4階A号

https://www.salon-murakami.com/

ブルックリン

中央区新田町12-1 トーシン千葉ビル４F

https://brooklyn-fit.jp/bodylab/

はりきゅうマッサージ

ケア＆キュアCs

ハワイアンマッサージルーム

マーリエ

千葉店

ボディラボ

リアンボル

店舗等名

店舗等住所

ホームボディケア

店舗等ホームページURL

花見川区幕張本郷3-9-20 第五メゾン相葉コーポ214号

https://homebodycare.net

緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野1F

https://www.pola.net/b/pola/info/50993/

ほぐし処とりっぷ

中央区新千葉2-5-14 ニュー芳野ビル7階７A

https://hogushitrip.com/

HOTちょっと稲毛海岸店

美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館3階

HOTちょっと海浜幕張店

美浜区ひび野1-8 メッセアミューズモール２階

https://2.onemorehand.jp/hotchokaimaku/

美浜区ひび野2-10-1

http://www.the-manhattan.co.jp

美浜区美浜26

http://www.yurakirari.com/makuhari/

ポーラザビューティー

ホテル

イオンタウンおゆみ野店

ザ・マンハッタン

スイートエステティッ

クサロン
幕張温泉

湯楽の里

マッサージはりきゅう微照堂三療院

美浜区真砂3-5-20

松の湯

稲毛区稲丘町9-11

ママとお手当て

中央区新宿1-4-10-3階

MERRY.SOLEIL

中央区新宿1-15-15 prime Hills103

㈲大和湯

中央区寒川町3-47

湯あそびひろば

石の湯

https://www.mamatherapy.net/chibachuo/

中央区寒川町2丁目16番地

euphonia

花見川区畑町433

https://euphonia-beauty.jp/

湯の郷ほのか蘇我店

中央区川崎町51-1

https://yudokoro-honoka.jp/soga/

らく～ね鎌取店

緑区おゆみ野3-16-1 イオン鎌取ゆみ～る５階

http://www.raqoone.jp/kamatori/

㈱ラヴィール

美浜区中瀬1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンター2F

海浜幕張店

ラフィネイオン鎌取店

緑区おゆみ野3-16-1 イオン鎌取店2F

ラフィネイオンタウンおゆみ野店

緑区おゆみ野南5-37 イオンタウンおゆみ野1F

https://www.bodywork.co.jp/

ラフィネ

C-one店

中央区富士見2-24-1 千葉ショッピングセンターC-one内 Cブロック

https://www.bodywork.co.jp/

ラフィネ

ペリエ千葉店

中央区新千葉1丁目1-1 ペリエ千葉6階

https://www.bodywork.co.jp/

RIKI駅近整体院
リゾートスパ

中央区新千葉3-2-1 新千葉プラザマンション406号
ALLUMER

美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾ-ト東京ベイ幕張3F

http://www.allumer.jp

りふれ幕張

美浜区中瀬2-6WBGマリブウエスト2F

https://ref-makuhari.jimdofree.com/

隆鼻矯正専門店Raplit aile

中央区富士見1-14-7 千葉SAKURAビル5階

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000417187/

Re.Ra.Ku イオンモール幕張新都心店

美浜区豊砂1-5 イオンモ-ル幕張新都心ファミリーモール3階

https://reraku.jp/studio/makuhari

リラクゼーション

若葉区みつわ台２丁目１３－７

みつわ台

リラクゼーションエステ美癒

中央区南町2-11-6 S2ビル２F

https://esute-miyu.com

リラクゼーションサロン

緑区おゆみ野3-17-7 沖ビルA101

http://body-heart.com/

ぼでぃーはーと

リラクゼーションスタジオＨＯＴ

稲毛店

稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛4階

リラクゼーションユーステーション

中央区富士見1-14-11 サンガビル2階

リラクゼ

稲毛区稲毛東3-19-11 ペリエ稲毛コムスクエア

https://www.relaxe.jp/shop/inage/index.html

リラクゼ ペリエ千葉エキナカ店

中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉エキナカ４階

https://www.relaxe.jp/shop/chiba/index.html

りらくる稲毛駅東口店

稲毛区小仲台2丁目5-3 稲栄ビル2F

https://relxle.com/

りらくる稲毛長沼店

稲毛区園生町392-3 グリーンハイツまつもと1F

https://relxle.com/

りらくる千葉加曾利店

若葉区加曾利町1013-1

https://relxle.com/

りらくる千葉誉田町店

緑区誉田町2-6-1

https://relxle.com/

りらくる千葉本町店

中央区本町2-3-12

https://relxle.com/

リラックスサロンfu～千葉中央店

中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ショッピングセンターMIO内

Re.lux

中央区川崎町57-5 ベイフロント蘇我

ペリエ稲毛店

ベイフロント蘇我店

RINX千葉中央店

中央区新町1-20 江澤ビル8階A室

https://mens-rinx.jp/salon/chiba

リンパケア専門店：アンジー

中央区新町19-15リエス千葉新町401

https://angie-hands.com/

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

リンパサロンNaturel

緑区あすみが丘2-35-2 和光第二ビル201

http://naturel.tokyo

リンパサロンHalu

中央区今井2-12-1-503

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000395444/

ロルフィング花鳥風月

中央区春日2-19-4 鈴木ビル304

https://kiyomiuekusa.jimdofree.com

