
＊会員の中から、希望された方のみを掲載しています。（都道府県順）
＊掲載内容に変更があった方、掲載希望の方は、事務局までご連絡ください。
＊「受講歴」＝臨タイ主催講座の中で、「修了証」の発行のある講座が対象になります。（修了した場合のみ掲載）

氏名/法人名 所属 受講歴（修了） 講師/コーディネート歴 資格認定 E-MAIL

【正会員A】

鈴木 素子 宮城県 仙台市
タイ式リラクゼーション『サバイ
ディ＆ティー』

「臨床タイ式セラピスト養成講
座【前期】

窪田 奈々 栃木県 那須塩原市
マイペンライインストラクター養
成講座 

マイペンライヨガ体
操インストラクター

芝山 あき 埼玉県 さいたま市 AsianHealingMango   healingmango@gmail.com

笹川　誠 埼玉県 上尾市 ガウナー gauna2011@keh.biglobe.ne.jp

塚田 絵里子 千葉県 木更津市 etoile.du.matin.017@gmail.com  

秋山 潔子  東京都 中野区 庭の湯  kiyoakiyama.12@gmail.com  

荒瀬　勝規 東京都 荒川区
タイマッサージサロン＆スクール
プアンラック

shop@ksf-intl.com    

石垣 桃子  東京都 文京区 グリーンアイランド ハーブボールワークショップ momo@greenisland.jp 

大塚 丈彦 東京都 東村山市 タイコシキヒーリングＬｏｍ．‐風‐ lomthaimassage-01@yahoo.co.jp

大橋有紀子 東京都 狛江市
タイ古式・アジアンリラクセーショ
ン   Om Svaha

omsvaha_massage@ybb.ne.jp   

川島 京子 東京都 目黒区 タイ流セルフケア OM NAMO
臨床タイ式セラピスト養成講座
【前期】

kyoko-teatree@t02.itscom.net   

川島 砂海 東京都 新宿区 ヌワボーランチャイ 不安解消クリニック、自修会応用編 sami_kawashima@yahoo.co.jp

倉西 直美 東京都 東久留米市 saku_n@ya3.so-net.ne.jp

小池 亜千代   東京都 品川区   ヌアボーラン•ブルー     achiyom@gmail.com     

小玉 陽子 東京都 Samu Samu 臨床タイ式セラピスト養成講座 samusamutm@gmail.com

曽根　かな子 東京都 調布市 タイ古式マッサージ ゆるのば info@yurunoba.com

永田　舞 東京都 世田谷区    
子宮ケア専門サロン　リラ・ワリ、
ハーブボールセラピスト協会

info@a-leelawadee.com 

中村 まや 東京都 om namo   基礎評価学講座

能登 和彦 東京都 日野市 リバース東京
臨床タイ式セラピスト養成講座
【前期】

山田 江美 東京都 府中市

村田 都
神奈川
県

横浜市旭区
温かい手、クロスハート本鵠沼・
藤沢デイサービス、Chai

臨床タイ式セラピスト養成講座
臨床タイ式セラピス
ト

miyakomurata@nifty.com 

鳥原　美保
神奈川
県

横浜市金沢
区

marimari.love@t.vodafone.ne.jp

相原 文明
神奈川
県

平塚市 あいあらーの掌 解剖学自修会コーディネーター fuaihar@hotmail.com

星 聖子
神奈川
県

藤沢市
ブリーズベイホテル、
HAKONOHA 

マイペンライインストラクター養
成講座 

hakonoha@i.softbank.jp 

猪股 洋子
神奈川
県

小田原市 merissa208@icloud.com

田口 理子 福井県
臨床タイ式セラピスト養成講座
【前期】

水野 真司 岐阜県 多治見市 りらっくすらいふ
臨床タイ式セラピスト養成講座
【前期】

info@rlxlife.jp     

中村 菜穂子 岐阜県 各務原市 湯の華アイランド
マイペンライインストラクター養
成講座 

マイペンライヨガ体
操インストラクター

selfcare.kaoyoga@gmail.com

猪俣　真紀子 岐阜県 郡上市 樂足 qqd889q9@air.ocn.ne.jp

小池 規美代  静岡県
静岡市駿河
区

マイペンライインストラクター養
成講座 

マイペンライヨガ体
操インストラクター

kimyo-k@goo.jp

堀池　明子 静岡県 静岡市 サーン    saan.goodfeeling@gmail.com

臨床タイ医学研究会 会員名簿（２０１６年７月末現在）
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氏名/法人名 所属 受講歴（修了） 講師/コーディネート歴 資格認定 E-MAIL活動拠点/所在地

三木 葉子 静岡県 静岡市 アジアンヒーリングＷＡＩ   解剖学自修会コーディネーター info@asian-healing-wai.com

吉房 華子    静岡県 
富士宮市小
泉

treatment room Cure Flower info@cure-flower.net   

小林 正実 静岡県 田方郡 canang yoga.    syoo39@gmail.com     

曽我部 祐子    兵庫県 芦屋市     タイ古式マッサージ　Sawan  解剖学自修会コーディネーター

東　とよみ  
和歌山
県

和歌山市 アジアンヒーリング　コープクン    mao88@khobkhun358.com

安達 陽加 福岡県
福岡市博多
区

らかんセラピストスクール福岡 マイペンライセブン講座  haruka_adc@yahoo.co.jp 

坂井　かよみ 福岡県
福岡市中央
区

ユーファイサロン　YIM   yimlife@gmail.com    

【正会員B】

菊地 佳乃
（薬剤師）

愛媛県 松山市 臨床タイ式セラピスト養成講座 臨床タイ式セラピスト養成講座[薬学] watkano@gmail.com     

神田 一郎 
（作業療法士）

静岡県  富士市   氣功神田 基礎評価学講座 info@qigong-kanda.com        

石井雅子
（介護福祉士 ）

福岡県 北九州市 tamnan.222@ezweb.ne.jp    

松本 さえ
（鍼灸師）

福
祉
福岡県

福岡市早良
区

「センと経絡、症状軽減ポイントと経
穴」

saematsumoto@yahoo.co.jp

【賛助会員】

ITM渋谷ヌアライ
フスクール

東京都 世田谷区 代表　石田　ミユキ
臨床タイ式セラピスト養成講座、身体
の見立て方・使い方等

info@om-namo.jp

らかんセラピスト
スクール

沖縄県 中頭群 代表　岩本　隆志 臨床タイ式セラピスト養成講座 thairusie@hotmail.co.jp
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