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音観堂整体院 行徳駅前１－２０－１７行徳ハイム１０１ 

やわた北整骨院 八幡４－４－７シュラインサイドビル１０５ 

放課後児童クラブ  ぴいす本八幡 東菅野１－１－２レーベンス八幡１０１ 

市川ハート薬局 南八幡１－２３－１０ 

クボタ・キング・オブ・カイロプラクティック 富浜２ー４－１７ 

今井歯科医院 行徳駅前 １－１３－９ 

コウノ歯科医院 相之川１－４－１１ 

船橋法典のはりきゅうサロン R.SUNDAY 柏井町１－２０７３－２ 

ホクシン接骨院 中山２－７－１９ 

あまがさ歯科クリニック 妙典５－５－２２－１０１ラフィーネパレ 

市川歯科医院 市川１－９－１１ サン市川ハイツ３Ｆ 

南行徳いしかわ歯科 南行徳１－９－２０－Ｂ１Ｆ 

ヒロデンタルクリニック  鬼高２－９－１０浜田ビル２Ｆ 

ひろ歯科クリニック 

妙典５－３－１イオン市川妙典店一番街３階ひろ歯

科クリニック 

石井歯科医院 宮久保１－１６－３ 

おおたに歯科 平田４－４－１ 

鍼灸整骨院 Life 

行徳駅前１ー９－１９ 行徳イーストマンション１Ｆ－

Ｂ 

温熱整体 マチュア 北方町４－２００５－３ 

いちゆう整骨院 欠真間２－１６－１６－１０５ サンテラス南行徳 

はぎわら整骨院 南大野１－４４－１ 

マイケル＆マック 北方２－２－１０ 

岸田歯科口腔外科クリニック 真間２－１０－８ 

ケアライズ 新田４ー１２ー１７ー１０４ 

行徳ハダ整骨院 押切１３－９ Ｕ－ＢＩＧオリーブＣ号室 

羽田整体療院 市川南１－１－８－２０７ 

そらのこどもたち 市川１－４－１０ 市川ビル８Ｆ 

http://www.otomidou.jp/
http://yawatakita.com/
https://peace-motoyawata.jimdofree.com/
http://www.imaident.com/
http://konodentaloffice.com/
http://www.minamigyoutoku-ishikawa.com/
http://shimousanakayama-hirodental.com/
https://www.hiro-sika.com/
http://shinkyuseikotsuin-life.jp/
https://www.facebook.com/ichiyuseikotu/
http://michaelmac.jp/
https://hada-seikotsuin.com/
https://sorakodo.jp/
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しおやき鍼灸整骨院 塩焼２－２－７１ 

やわた整骨院 八幡３－２０－２カツシカ１０１ 

トミー整骨院 宮久保１－１３－１ 

あゆみリハビリデイサービス 新田２－３０－７ 柿の木ハイツ１階 

あゆみ手児奈通り 市川１－１３－２８ 日商岩井市川マンション１０４ 

HOPPA 妙典駅 本塩１５－１６ 

HOPPA 南行徳駅前 新井３－４－１ エンブレム １・２階（０００１号室） 

HOPPA 南大野 南大野２－３－１号 加瀬ビル１５７ ３０１号室 

HOPPA 新浜 
新浜１－２３－１３ レジデンスケンビ１階 

 １０１号室 

HOPPA 末広 末広１－３－１０ 

ケン歯科・矯正歯科 相之川４－１７ メトロ東西線南行徳駅１階 

冨田治療院 南八幡４－４－２２グリーンターフ南八幡７０１ 

公文式 菅野 2 丁目教室 菅野２－１４－１４ グリーンコーポ１階 

（有）押賀薬局 市川４－７－７ 

アオノ薬局みょうでん店 妙典４－２－１２ 

アオノ薬局ケアセンター 行徳駅前２－１７－２－１Ｆ 

アオノ薬局ふみはま店 南行徳１－１５－２１－１Ｆ 

ファーマシーアオノ薬局 相之川４－１５－１ 

スクエアアオノ薬局 南行徳１－１６－２７ＮＡＮＧＹＯスクエアビル 

南行徳薬局 相之川４－１５－２ 

プラザアオノ薬局 行徳駅前２－４ 

妙典治療院 本塩１－１７ 

クオレ妙典はりきゅう整骨院 妙典４－１０－３ アズーロマーレ市川１Ｆ 

おた接骨院 行徳駅前１－６－１５キャロットハウス１０４ 

張鍼灸整骨院 
相之川４－１８－１南行徳メトロセンター 

１番街ツ号室 

あゆみリハビリデイサービス国府台 

市川３－２７－２０ライオンズステーションプラザ 

市川国府台１０２ 

https://sioyaki-seikotsuin.com/
http://ayumi-ds.oasis21.net/
http://ayumi-ds.oasis21.net/
http://www.tomita.ne.jp/
http://www.aono-pharm.co.jp/
http://aono-pharm.co.jp/
http://www.aono-pharm.co.jp/
http://www.aono-pahrm.co.jp/
http://www.aono-pharm.co.jp/
http://www.aono-pharm.co.jp/
http://www.aono-pharm.co.jp/
http://www.myoudenchiryoin.com/
https://cuore-myoden.com/
http://ayumi-ds.oasis21.net/
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椿整体院市川店 市川南１－３－２１ 

つる整骨院 大野町１－４３３－１２ 

椿整体院本八幡店 八幡３－１３－４壱番館２０３ 

みどり接骨院 南八幡３－１０－１４塩原ビル１０２号 

ジェッツ市川整骨院 市川１－２１－４ 

宮崎整骨院 大野町１－４２０－１４ 

バランスルーム分室 市川４－１０－２８ アヴァンス１階 

南八幡治療院(在宅訪問マッサージ) 南八幡３－１３－３ 

おにたか中央整骨院 鬼高２－１１－８  

やすらぎ治療室 行徳駅前１－１２－２－１０４ 

介護老人保健施設ハートケア市川 奉免町５９－２ 

日下部クリニック 南八幡３－４－１５戸佐ビル２階 

岡田整体院 勢 新田３ー１７ー３ 

原木医院 原木１－８－８ 

有限会社 ハヤシ薬局 曽谷３‐４２‐４２ 

ライオン薬局 大洲４－１２－２５ 

K 歯科クリニック 本北方１－３４－１１ 

三上歯科医院 南八幡５－２－１２ 三上ビル 

浮谷歯科医院 八幡１－１６－２３ 

小原歯科医院 福栄４－４－３ 

菊池デンタルクリニック 八幡２－８－１０ ローズガーデン矢澤１Ｆ 

かわしま歯科 堀之内３－２３－１３ メルベーユ堀之内２０２ 

前岡歯科医院 曽谷５－２５－６ 

ハリカ鍼灸マッサージ治療院 南八幡３－７－１９ 大和ビル４０５ 

鈴木歯科クリニック 原木１－１９－１９ ２Ｆ 

ＴＡＫＡ整体院 南八幡３－５－１０ 

鍼灸整骨院Ｒｙｕｔａ 富浜１－１－５ 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/tubakiseitai-1/
https://tsubakiseitai.jp/
https://www.ekiten.jp/shop_830096/
https://www.minamiyawata.com/
http://www.hc-ichikawa.jp/
http://www.kusakabe.or.jp/
http://www.okadaseitai-ikioi.com/
http://kohara-dental.com/
https://www.harika-shinqu.com/
http://taka-seitai.com/
https://bodycare-ryuta.com/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：医療・福祉 （103 件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

市川松戸整骨院 稲越町２６９ 

くま整骨院 南八幡３－４－１イクサスビル１階 

いるかスポーツ接骨院 南大野３－２４－３３技研ビル１０２ 

どんぐり治療院 大野町３－１８１６－６ 

旭整骨院 下貝塚１－２０－６ 

芳香整体アルス・アロマ 南八幡４－７－１４－４０３ 

すずらん薬局 下貝塚３－２１－２３ 

丸山カイロプラクティック治療院 東菅野４－３３－８ 

オオノヤ薬局 南大野１－６－３０ メゾン南大野１階 

SP 整骨院 市川２－８－１８Ｍビル一階 

片山整骨院 片山鍼灸治療院 

 片山整骨院ケアサービス 
若宮２－１３－２ 

本八幡整体サロン ソレイユ 八幡３－１－１ プレジデントビル４階 

中野歯科 市川２－３１－２ 

本八幡セントラル放射線科クリニック 八幡３－３－３ アイビスビル地下１階 

もぎ矯正歯科医院 

八幡３－３－２ グランドターミナルタワー 

本八幡４階 

西方歯科医院 南八幡４－６－３ ＮＯＩＸ９２４ ６階 

南大野オレンジ整骨院 南大野２－４－４０ 

市川大野オレンジ整骨院 大野町３－１４２３－１０ 

あくあ介護支援事業所 南大野３－１４－３ 

本八幡セントラル内科クリニック 八幡３－３－３ アイビスビル地下１階 

からだけあ整骨院 行徳駅前２－２２－１３ 行徳クレードルハイツ１０１ 

行徳エール鍼灸整骨院 行徳駅前２－８－３ 

おおの鍼灸整骨院 大野町２－２２８－１ ハイネス大野１０２ 

行徳リハビリデイステーション 行徳駅前２－１０－１９－１階 

 

http://ichikawa-matsudo-seikotsuin.net/
http://www.kuma-seikotsuin.jp/
http://www.seikotsu-asahi.com/
http://suzurann.net/index.html
https://www.maru-chiro.com/
http://www.splabo.jp/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000478478/
https://www.mogi-ortho.com/
https://www.nishikata-shika.com/
https://www.tcmmc.jp/naika
https://www.karadacare-seikotuin.com/
https://gyotoku.eal-seikotsu.com/
https://oono-seikotsuin.com/
http://www.one-to-one1001.com/

