
NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

1 鶴島治療院（訪問のみ） は・き・マ 相之川１－１４－１３ ０７０－６６７１－５８５３ ○

2 北原鍼灸院 は・き 相之川３－４－６ ３５７－８５９９

3 i-ｃaｒｅ鍼灸整骨院　南行徳院 は・き 相之川４－５－１５　高橋駅前ビル１０２ ３０７－９３５２

4 南行徳なごみの鍼灸整骨院 は・き 相之川４－５－１８ ３６９－６４００

5 TIP南行徳鍼灸院 は・き・マ 相之川４－９－１０ ３０７－６２３１

6 張鍼灸整骨院 は・き 相之川４－１８－１　メトロセンター１番地 ３９７－３５０１ ○

7 訪問鍼灸　温温ぬくぬく（訪問のみ） は・き 新井１－１４－１９ ３５８－２９１３ ○

8 松浦　光雄(訪問のみ) は・き・マ 新井３－７－２－２０５ ３９７－０９７４ ○

9 市川げんき鍼灸院 は・き 市川１－３－７ ３２４－８７７０

10 鍼灸世珍堂 は・き 市川１－４－２ ３２５－６６６８

11 爽快鍼灸院 は・き・マ 市川１－４－１０　市川ビル９F ３２６－３５１４

12 メディカル鍼灸院 は・き 市川１－７－１　コスモ市川３０２ ３２４－６９３６ ○

13 国府台整骨院 は・き 市川１－１３－２８－１０４　日商岩井市川マンション ３２５－０４７３ ○

14 三里堂はりきゅう院 は・き・マ 市川１－１６－２０ ３２２－３１１１

15 市川駅前十字路鍼灸院 は・き 市川１－２３－８  みどりやビル１０１号室 ３７０－７７７５

16 アース鍼灸整骨院 は・き 市川１－２４－３　パークテラス市川１F ３１６－０７９０

17 山本鍼灸院 は・き 市川１－２６－２４　 ３２３－０７０２

18 ＳＰ整骨院市川 は・き・マ 市川２－８－１８　Ｍビル1Ｆ ３１６－０６２５

19 宮本鍼灸院 は・き 市川３－７－８ ３２２－５４８３

20 ソフィア鍼治療室 は・き 市川３－２２－６ ３２５－２３００

21 山田　亜紀（訪問のみ） は・き 市川３－２７－１７－１１０１ ０８０－５４８４－１７８９ ○

22 国府台治療院 は・き・マ 市川３－２７－２４－２０１ ３２４－５５５７ ○

23 一陽堂鍼灸・市川治療室 は・き 市川南１－１－１－１９１０ ０９０－６０４８－６３１７ ○

令和４年１０月３１日現在

　　　　　　　　　　　　はり・きゅう・マッサージ施術所一覧表

◎　ご利用になるときは、あらかじめ電話で治療院にお問い合わせください。
◎　訪問欄の○印は、訪問治療を行っているところです。
◎　施術の種類　　は→はり　　　き→きゅう　　　マ→あん摩・マッサージ・指圧
◎　施術１回につき、助成券1枚の使用となります。
◎　助成券は、保険診療では使用できません。



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

24 羽田整体療院 は・き・マ 市川南１－１－８－２０７ ３２３－５５６９

25 市川南口鍼灸院 は・き 市川南１－５－１５ ３２５－３３４４

26 高橋治療院 は・き 市川南１－５－２４ 山田ビル２０３ ３１４－１６１０ ○

27 松田鍼灸マッサージ治療院 は・き・マ 市川南１－９－１４ ３２３－４８９９ ○

28 はりきゅうマッサージ グローバル治療院 市川 は・き・マ 市川南１－１０－１　I-linkタウン２F ３２６－９９７７

29 金子　智代（訪問のみ） は・き 市川南３－８－１５ ０８０－６７２９－６００５ ○

30 鈴木　美早子（訪問のみ） は・き 市川南３－１２　Ｄ１１０６ ０８０－２０９１－０９３０ 〇

31 大野　拓哉（訪問のみ） マ 大洲３－９－１４アイディ－コート市川１０３ ３７０－５５０９ ○

32 大野　佐生子（訪問のみ） マ 大洲３－９－１４アイディ－コ－ト市川１０３ ３７０－５５０９ ○

33 濱野治療院 は・き・マ 大洲４－１２－２５ ３７６－４０７２ ○

34 つる　はりきゅうマッサージ院 は・き・マ 大野町１－４３３－１２ ３９３－８７２７

35 おおの鍼灸整骨院 は・き・マ 大野町２－２２８－１ ７１０－０８０５

36 市川大野オレンジ整骨院 は・き 大野町３－１４２３－１０ ３７５－８１６６

37 どんぐり治療院 は・き 大野町３－１８１６－６ ３３８－８１０９ ○

38 柳ヶ瀬治療院 は・き・マ 大野町３－１８２４－２ ３３９－１３５２

39 マッサージ　ケアーズ マ 大野町３－１９４５－４ ３３９－１５１４ ○

40 皆川　尚之（訪問のみ） は・き・マ 大野町４－３１９０－５－２０３ ０９０－６１８４－３１４４ ○

41 訪問マッサ－ジ　リライフ（訪問のみ） マ 大町９５ 市営住宅大町第一団地Ｃ-４０９ ０９０－２４３９－８９９４ ○

42 小坂　桂司（訪問のみ） は・き・マ 大町９５ 市営住宅大町第一団地Ｃ-４０９ ３３９－９２４０ ○

43 治療院　ほうせつ は・き・マ 大町１２４－８－５０７ ３３９－２１６３ ○

44 温癒鍼灸あたため治療院 は・木・マ 鬼越１－２３－５ ３３６－０４０４

45 木香鍼灸セラピールーム は・き・マ 鬼越２－２０－１５ ０８０－５５３８－６１００ ○

46 相和治療院 は・き 鬼高２－５－１６ ３３３－４７１７

47 たんぽぽ（訪問のみ） は・き 鬼高２－５－１７－３０３ ０８０－６５４７－３１２４ ○

48 下総中山駅前鍼灸院 は・き 鬼高２－９－８ ３３２－１１００

49 下総中山みやび鍼灸整骨院 は・き 鬼高２－９－１１　ハイム松田B ７１１－０５２０ ○

50 橋本マッサージ治療院 マ 鬼高２－１２－２３－３０３ ３３５－９４２３



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

51 長生館療院 マ 鬼高２－１２－３５ ３３６－９４５４

52 ははとこ治療院（訪問のみ） は・き・マ 鬼高３－１２－３９－５１３ ３０３－３７２２ ○

53 ラパン鍼灸院整骨院 は・き 欠真間２－１－２１　ハピーハイツ１０２ ３１８－２６２２

54 甲佐　祐二　（訪問のみ） マ 柏井町１－１６０３－１　市川柏井県営住宅３－２０２ ０９０－４３２６－８４０２ ○

55 萩原　愛子（訪問のみ） は・き 柏井町１－１８０１－２ ３３９－９５１９ ○

56 ManorHouse市川 は・き 柏井町１－２０７３－２ ０７０－８３７２－４４３５ ○

57 明生治療院 は・き・マ 香取１－１５－１３ ３５７－５０４２ ○

58 小泉鍼灸院 は・き 香取２－１２－９ ３５７－０００１ ○

59 マイケル＆マック　鍼灸アロママッサージ は・き・マ 北方２－２－１０ ３３６－０７６３

60 北方はりきゅう接骨院　 は・き 北方２－３４－１０ ３３２－５８２１ ○

61 Acu therapy your's は・き・マ 北国分２－１４－１０　TNパレス１０１号 ０７０－１４９４－２０６０ ○

62 レディース鍼灸院・接骨院　カモミールハウス は・き 行徳駅前１－１－１　サニースクエア２０３ ３０３－３０６２

63 やすらぎ治療室 は・き・マ 行徳駅前１－１２－２ ３５７－３３９３

64 ここかな治療院 マ 行徳駅前１－１７－８ フラッグＫＫ５０６ ０７０－５０１４－４９７６ ○

65 はり温灸治療院カラダノミカタ は・き 行徳駅前１－２７－２０堀徳ビル３０１ ７１１－０１６９

66 いぶき鍼灸マッサージ治療院 は・き・マ 行徳駅前２－４－１３メトロ２Ｆ ３６９－６９７８ ○

67 行徳エール鍼灸整骨院 は・き・マ 行徳駅前２－８－３ ０８０－２３６５－２０５４

68 新濱治療院 は・マ 行徳駅前２－１１－１ サントスⅡ３０５号室 ０８０－９３６１－６８８８ ○

69 さくらびより鍼灸整骨院 は・き・マ 行徳駅前２－１３－９ ７１８－１２３８ ○

70 らいおんハ－トあんま鍼灸マッサ－ジ院 は・き・マ 行徳駅前２－１６－１－６Ｆ ０９０－９８０３－６３１２ ○

71 アオノ鍼灸院 は・き 行徳駅前２－１７－２　T・NKビル１階 ３９５－４５９３ 〇

72 i-ｃaｒｅ鍼灸院　行徳駅前院 は・き 行徳駅前２－２３－４－１F ３１４－５７５８

73 小柳　比斗志（訪問のみ） は・き 国府台４－５－４９グレーシャス国府台３０１ ０９０－７７２７－６７２７ ○

74 江戸川治療院 は・き・マ 国府台６－４－１３ ３７２－７５０４

75 ニコニコ鍼灸院 は・き 国分１－１３－６ プラム市川１Ｆ ７１１－８３０５ ○

76 犬塚　志保（訪問のみ） は・き 国分２－５－１５ ０９０－７５６６－４９１５ ○

77 南行徳もみのて整骨院・鍼灸院 は・き 幸２－１－１C棟　１階 ７１１－０３７７ ○



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

78 阿部　敬（訪問のみ） マ 幸２－１３－５　レジデンス行徳３１４号 ０８０－５１８６－３７７５ ○

79 塩浜団地接骨院 は・き 塩浜4－２－８－１０２ハイタウン塩浜 ７０２－５５６５ 〇

80 安心堂妙典鍼灸院 は・き 塩焼２－１－１２ドミールコバ１０５ ３０３－３０１８

81 愛圧サービス有限会社(訪問のみ) マ 塩焼２－２　行徳ハイム１－６１７ ３９６－７２３６ ○

82 Rehaはりきゅうマッサージ治療院 は・き・マ 塩焼２－２－４７ ３９７－０３２２ ○

83 しおやき鍼灸整骨院 は・き 塩焼２－２－７１ ３９９－１７７７ ○

84 田﨑　稚枝子（訪問のみ） は・き・マ 島尻２－３４－２０４ ０９０－４９４５－４５１２ ○

85 安藤整骨院 は・き・マ 新田２－３１－２４ ３７８－００７３ ○

86 さくら整骨院 は・き 新田４－７－９　勝ビル１Ｆ ３７８－８３３０

87 レイスマッサージ治療院市川 マ 新田４－１２－１７　翠松苑１０２号 ３２９－２２６０ 〇

88 市川たなか整骨院 は・き 新田４－１７－２１　トーヨーハイツ１－C 711-1222 ○

89 じゅん菜治療院 は・き 新田５－７－１４ ３２４－３１７７

90 いころ鍼灸院 は・き 新田５－８－３　市川ドレメ１F ０７０－６６６９－１５６０

91 市川駅前はりきゅう整骨院 は・き・マ 新田５－１８－１７　フラット市川Ⅱ１F ３２２－３３３３

92 オハナ整骨院 は・き・マ 末広１－１５－１１－１０２ ３２９－２５３３ ○

93 きむらはりきゅう整骨院 は・き 菅野１－１３－１２　ミサージュ１０１号 ０７０－１２００－０７４０ 〇

94 菅野２丁目なごみ鍼灸整骨院 は・き 菅野２－１４－１４　グリーンコーポ３号 ０９０－２４２２－０７５３ ○

95 ごう鍼灸院 は・き 菅野３－１－２１　菅野荘 ７１０－６０７５ ○

96 中村はり・きゅう治療院 は・き 菅野４－１７－１６ ３２２－１５１０

97 沼川総合治療院 は・き・マ 曽谷１－２５－１３ ３７２－５４２９

98 鶴尾　康英（訪問のみ） は・き・マ 曽谷２－３２－１６ ０９０－６７１９－８９０７ ○

99 村田鍼灸院（訪問のみ） は・き・マ 曽谷３－３４－８ ３７３－０７４５ ○

100 平安堂鍼灸治療院 は・き 曽谷５－６－９ ３７３－１１８９

101 福田鍼灸マッサージ治療院 は・き・マ 曽谷５－２０－１０ ３７２－６４１８

102 曽谷鍼灸院 は・き 曽谷７－３４－１６ ７１１－８１５２ ○

103 下総接骨院 は・き 高石神３０－１７ ３３３－３３３３

104 邑屹鍼灸院 は・き 高石神３９－４ ３３３－６３４０



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

105 訪問鍼灸マッサージ　よもぎはら（訪問のみ） は・き・マ 田尻３－６－２５－７０８ ０９０－６５０６－４４４６ ○

106 ミライエ鍼灸整骨院 は・き 富浜１－２－１８　Raffine妙典１０１ ０９０－６０２１-７０２４

107 はり・きゅうKEI は・き 富浜１－８－３ ３５７－５５８９ ○

108 大田マッサージ温灸院 は・き・マ 富浜２－１４－１９ ３９５－０１４８

109 ほねつぎ市川はりきゅう院 は・き 中国分２－１６－１１ ３７５－００７７

110 さやま治療院 は・き・マ 中国分３－５－２４ ３１８－４８６８

111 みなみマッサ－ジ市川事業所（訪問のみ） マ 中国分３－１４－１３ ３６８－２０１１ ○

112 市川はりきゅうマッサージ治療院 は・き・マ 中国分４－６－２６ ３７２－７６９９ ○

113 東洋接骨院 鍼灸院 は・き・マ 中山２－２－１ ３３２－５８０８

114 鍼灸整骨院　拓 は・き 新浜１－１６－１１ ７０２－８８８４ ○

115 後藤治療院 マ 原木２－３－２６ ０８０－１０６５－０２７８ ○

116 お鍼の灸たろう(訪問のみ) は・き 東大和田１－１－３ ３７９－０００９ ○

117 訪問リハマッサージ　あいハート(訪問のみ) マ 東大和田１－６－９－Ａ２０４ ７０２－９４４８ ○

118 いくとも鍼灸院 は・き・マ 東菅野１－３－１４ ３２２－７１３０

119 浅沼鍼灸院 は・き・マ 東菅野１－１５－１５ ３２６－５０７７

120 黒瀬鍼灸マッサージ院
(訪問のみ) は・き・マ 東菅野４－２３－２ ３３８－０９９７ ○

121 丸山治療院 マ 東菅野４－３３－８ ３３７－４６５３

122 すずき接骨院 は・き 平田２－１－３　水島ビル１Ｆ ３２６－５３００

123 國重　俊郎（訪問のみ） は・き 福栄３－２３－１－９２０ ０９０－５５３１－０６４７ ○

124 リコレクト鍼灸整骨院 は・き 二俣１－７－２０ 黒崎ビル１階C号室 ０７０－８５７２－５０１２

125 三光治療院 マ 堀之内１－１６－１０ ３７５－３９２５

126 北国分マッサージサービス マ 堀之内３－２５－１７ジュネス北国分１Ｆ ３７３－７２９２

127 アールズ治療院 は・き・マ 堀之内４－２２－１８ ３７２－７２７３ 〇

128 ひかり接骨院 は・き・マ 真間１－１０－１３ ３２６－４４９６ ○

129 礒野　秀樹（訪問のみ） は・き・マ 真間５－１１－５－１０１ ３７２－４６１２ ○

130 はりきゅう整体きらく は・き 湊新田２－６－７ コーポ青山１０１ ０９０－６３４７－７５２８ ○

131 親愛ハリ灸療院（訪問のみ） は・き・マ 南大野１－２８－１４ ３８３－１８５２ ○



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

132 ハッピーマッサージ院（訪問のみ） マ 南大野２－４－Ｃ－９０８ ３３７－６１０８ ○

133 南大野オレンジ整骨院 は・き 南大野２－４－４０ ３３９－３８７７

134 南行徳鍼灸マッサージ院 は・き・マ 南行徳１－１６－２３ 福門ビル１階 ３５９－３３２３

135 指圧spaceスイッチ マ 南行徳２－１０－１３ ０９０－１２６４－０３１７ ○

136 エコルスタはり・きゅう院 は・き 南行徳２－１２－６－１０１ ７１１－３０８９ ○

137 南行徳眞栄接骨院 は・き 南行徳３－４－１３ ３５７－８７２０

138 黒田マッサージ(訪問のみ) マ 南行徳3－14－11　ライオンズ南行徳４０２ ３９７－４７８８ ○

139 浦安治療院（訪問のみ） は・き・マ 南行徳３－２３－３－４０３ ０９０－３００８－９４０４ ○

140 スバル治療院 は・き・マ 南行徳４－１９－１８ ３９６－１５５４ ○

141 からだ元気治療院　市川店 は・き・マ 南八幡１－４－４　国分第3ビル1階 ３１８－３９５９ ○

142 やわら鍼灸院 は・き 南八幡１－７－６ ７１１－３６６６ ○

143 やべ鍼灸院 は・き 南八幡1－22－8　浅沼マンション１D ３１８－３５０６

144 さくら治療院 は・き 南八幡２－２４－２１ ３７８－０９９１

145 本八幡南口鍼灸院 は・き 南八幡３－６－１　UTAK BUILDING ７１２－６６７０

146 もり鍼灸治療院 は・き 南八幡３－７－１６リンドール本八幡５０２ ３７０－１０３５ ○

147 八幡中央鍼灸院 は・き 南八幡３－７－２０ ３３７－３３７７

148 マルミ鍼灸整骨院 は・き 南八幡３－１０－６　石井ビル２０３ ０７０－８５７０－６６８５ ○

149 みどり接骨院 は・き・マ 南八幡３－１０－１４ ３７６－５５７２

150 南八幡治療院（訪問のみ） マ 南八幡３－１３－３ ７０５－１７２０ ○

151 八幡鍼灸整骨院 は・き・マ 南八幡４－３－１７ ３７８－８８２５

152 柔鍼灸指圧治療院 は・き・マ 南八幡４－４－２０－７０５ ３９３－０３１１

153 KEiROW市川中央ステーション は・き・マ 南八幡４－４－２０　市川ルーフガーデンハイツ３０１号 ０１２０－５０５－４５８ 〇

154 ハリ・キュウ　モモの木 は・き・マ 南八幡４－４－２２　グリーンターフ４０６ ７１２－５８４２ ○

155 冨田　嘉敬（訪問のみ） は・き 南八幡４－４－２２　グリーンターフ７０１ ３７９－０３８７ ○

156 はりきゅうマッサージ治療院フィネス は・き・マ 南八幡４－７－１４－８０３ ４０１－７５８９

157 無量光寿庵はる治療院 は・き・マ 南八幡４－１４－７－１０１ ３７８－８０８８ ○

158 本八幡鍼灸院 は・き・マ 南八幡４－１８－１８　コープ野村１F ３７０－６７８０



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

159 宮澤　和也 は・き 南八幡４－１８－１８－１－２１１ ０９０－６９５２－７７００ 〇

160 宮久保整骨院 は・き 宮久保１－１－１６　ヒルサイドレジデンス１０１ ３７５－１９６４

161 マッサージ治療院　寿楽 は・き・マ 宮久保１－２８－５　サンハイツ２０２号 ３１５－１２６１ ○

162 ひじり鍼灸マッサージ院 は・き・マ 宮久保３－３５－５ ロイヤルガーデン本八幡ブランシャトー１階 ７１０－７０６３ ○

163 鍼灸マッサージ　ここから は・き・マ 宮久保５－９－１８ ７０５－０９０８ ○

164 はりきゅう治療院　快 は・き 本北方２－１２－８ ７０１－５８４８ ○

165 いしい治療院 マ 本北方３－１２－７ ０９０－９８４０－４５３０ ○

166 鍼灸鳴弦舎治療院 は・き 八幡１－１０－９ ７１０－３９２７

167 鍼灸　整体　宗気堂 は・き 八幡１－１５ー１７－２０１ ３５９－２７５１ ○

168 安西眞理子鍼灸マッサージ治療室 は・き・マ 八幡１－１６－２－1０３ ３３４－３１８６

169 鍼灸らせん堂 は・き・マ 八幡２－６－１－１０１ ３１８－９７７５

170 本八幡駅前整骨院 は・き・マ 八幡２－１２－４ ３３２－７７６７

171 ファースト鍼灸院 は・き 八幡２－１５－１７ ３３５－５６００

172 吉田鍼灸治療院 は・き 八幡３－８－２４ ７１２－７８７７ ○

173 市川八幡長生館 マ 八幡３－９－１　エスペランザ１０６号 ３１６－１６０６

174 ファミリーマッサージ治療院 マ 八幡３－２６－２ ３２１－１１６８

175 京成八幡駅前鍼灸院 は・き 八幡３－２６－８　レインパレス本八幡1階 ３２３－６７７７

176 はり・きゅう・マッサージ　からだ日和 は・き・マ 八幡４－１－１０－１０１ ３１５－４０９６ ○

177 八幡三里堂鍼灸治療院 は・き 八幡４－３－６ ３３６－０３３０ ○

178 やわた北整骨院 は・き・マ 八幡４－４－７－１０５ ３３２－０４７３ ○

179 中央通り接骨院 は・き 八幡４－５－１０　市川ニューハイツ１０２ ３３２－３５９９ ○

180 本八幡指圧院 マ 八幡４－５－４－１Ｆ ３３３－０１９１ ○

181 田中訪問マッサージ は・き・マ 八幡５－１０－８ ３７４－３６８８ 〇

182 片山鍼灸治療院 は・き・マ 若宮２－１３－２ ３３２－６９９５

183 栗の木鍼灸院 は・き 若宮３－３０－５ ３０２－７２７０ ○

184 ボディケアセントラル治療院 マ 浦安市入船１－４－１イオン新浦安４Ｆ
セントラルウェルネスクラブ新浦安内 ０４７－３５０－４５１１

185 たしろ鍼灸院 は・き 浦安市北栄１－３－７第二小徳ビル１０５号室 ０４７－３５４－３３４０ ○



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

186 あさひろ　はりきゅう整骨院 は・き・マ 浦安市北栄１－６－２０－１Ｆ ０４７－３５５－６９６８

187 サン治療院 は・き・マ 浦安市北栄１－１５－２７－５０１熊川ビル１８ ０４７－７１１－４６０６ ○

188 きたざかえ鍼灸治療院 は・き 浦安市北栄２－１４－２４ ０４７－３５１－１２７６ ○

189 いちご鍼灸マッサージ院 は・き・マ 浦安市当代島１－１１－１長ﾊｲﾂ ０４７－３８１－１５３８ ○

190 Ｇｉｆｔはりきゅう接骨院 は 浦安市東野３－４－１アクロスプラザ東野 ０４７－７１１－４７２０

191 まなぶ鍼室 は・き・マ 浦安市日の出１－３海風の街２－１４０３ ０４７－７２０－１１８９ ○

192 ふじみはり灸マッサ－ジ治療院 は・き・マ 浦安市富士見４－２－３９ ０４７－３０４－１１８９ ○

193 東洋ＣOＣO治療院 は・き 浦安市富士見４－５－２１ ０４７－７２３－４９１０

194 池野谷　龍太（訪問のみ） は・き 浦安市堀江４－８－１－６２４ ０９０－９２０８－３３４８ 〇

195 和田マッサージ院 は・マ 浦安市堀江４－３４－２６　　１階 ０８０－５４９８－２０１３

196 安保　勝（訪問のみ） マ 浦安市堀江６－１－３３－２０３ ０８０－５００３－５１１１ 〇

197 訪問鍼灸マッサージ　いきいき治療室（訪問のみ） は・き・マ 浦安市堀江６－１２－３４ ０４７－７０２－８２２４ ○

198 ココカラぷらす（訪問のみ） マ 浦安市美浜１－６－２１２ ０４７－３５５－２１００ ○

199 堤指圧整体治療院 マ 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷９－１５－５５ ０４７－４４３－５０８２

200 ナイキ接骨院 は・き 鎌ヶ谷市くぬぎ山４－２－４３ ０４７－３１１－０５５５

201 爽快 は・き・マ 鎌ヶ谷市佐津間１３７５－２ ０４７－４４２－１４８９

202 祥和鍼灸整骨院 は 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷４－３－２０ ０４７－４０４－１７００

203 手心リハビリマッサージ（訪問のみ） マ 鎌ヶ谷市東中沢１－９－２５ ０４７－４４２－２４０５ ○

204 成田はり、きゅう整骨院 は・き 鎌ヶ谷市道野辺本町２－９－１５ ０４７－４４３－８０２４

205 やまて院 は・き・マ 松戸市秋山字牧ノ内１４５－２ ０４７－３１２－７６２２

206 訪問はりきゅうKEiRow東松戸ステーション（訪問のみ） は・き 松戸市紙敷１－８－７　サンソプレイB室 ０４７－３６９－７８３３ ○

207 みなみ鍼灸院 は・き 松戸市栗山５５－６　１F－Ｂ ０４７－３６５－２２９９

208 訪問はりきゅうKEiROW松戸駅前ステーション は・き 松戸市小根本２０－２８　ひばりマンション１００２号室 ０８０－４３４１－９９７１ ○

209 石井　章公（訪問のみ） は・き・マ 松戸市五香３－１－４ メゾンフジ１－２０６ ０９０－７２８５－９１５３ ○

210 フォース鍼灸院 は・き 松戸市下矢切３５０－２ ０４７－３６４－０８４９ ○

211 鍼灸サロン　ソラナ（訪問のみ） は・き 松戸市新作１１３３番地　コーポ鈴木２０３号 ０９０－９３４３－６０６３ ○

212 齊藤　浩司（訪問のみ） は・き・マ 松戸市新松戸７－１９２－３２ ０９０－１４６０－９１０６ ○



NO. 施 術 所 名 称 種　類 所　　　　在　　　　地 電　　話 訪問

213 セントラル鍼灸治療院 は・き 松戸市高塚新田１２３－１５ ０９０－９２９６－９６８４

214 フレアス在宅マッサージ千葉事業所（訪問のみ） は・き・マ 松戸市高塚新田１５５－３５　２階 ０４７－７１１－６６２７ ○

215 ふれ愛治療院 は・き・マ 松戸市高塚新田１６０－４ ０１２０－８４－８８９９

216 おりーぶ鍼灸院 は・き・マ 松戸市東松戸３－７－１泰明第２ハイツ１０１ ０４７－３９１－７７８８ ○

217 藤原治療室（訪問のみ） は・き・マ 松戸市樋野口８０２－５ ０４７－３３１－１８６６ ○

218 三矢小台治療院 マ 松戸市三矢小台２－１０－２０ ０４７－３６１－６６４０

219 東方　綾子（訪問のみ） は・き 松戸市六高台５－５５－１－２０７ ０４７－７０５－００２２ ○

220 かみやま鍼灸整骨院 は・き・マ 船橋市上山町１－１５０－６ ０４７－３３９－０１０９ ○

221 レオン指圧訪問マッサージ（訪問のみ） マ 船橋市田喜野井７－１３－１１ＫＯＤＡガーデン４０１号 ０７０－５５８７－９３５２ ○

222 ほうてん駅前鍼灸整骨院 は・き・マ 船橋市藤原１－２１－６ ０４７－３３９－９２９９ ○

223 なないろ鍼灸マッサージ院　法典院 は・き・マ 船橋市藤原２－２－５９サンモール藤吉１０１ ０４７－７０５－０５１６

224 植草　太（訪問のみ） は・き・マ 船橋市藤原３－２－３０ ０９０－３０６２－７０２７ ○

225 からだ元気治療院船橋鎌ヶ谷店 は・き・マ 船橋市旭町１－５－１０　アサヒパレス２０６ ０４７－４０２－３６４２ ○

226 ホシ鍼灸院 は・き 船橋市前貝塚町１１５７－３ ０４７－４０１－１８５９ ○

227 株式会社アメニティーサービス鍼灸マッサージ院　船橋営業所 は・き・マ 船橋市前原西２－１４－１ ダイアパレス津田沼３０７ ０４７－４０９－８１３４ ○

228 なかお鍼灸接骨院　下総中山 は・き・マ 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山 ０４７－３３６－３７５５

229 指圧・マッサージ　らくだはうす マ 船橋市本中山２－１６－９ ０４７－３３６－５９４２ ○

230 はり・きゅう・カネコ は・き 船橋市本中山２－２２－７ ０４７－３３４－３８１２

231 なないろ鍼灸マッサージ院　原木院 は・き・マ 船橋市本中山７－６－１小川ビル１階 ０４７－３３６－２４７７

232 柏鍼灸整骨院 は・き 柏市あけぼの１－１－２３ ０４－７１４２－２５２５

233 ふくしま鍼灸マッサージ院 は・き・マ 東京都足立区竹ノ塚１－１８－１０　ティ・ジュビロ１Ｆ ０３－３８５９－７８７１ ○
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