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1 あはき 戸室治療院 市川市関ヶ島7-15
2 あはき 大田ﾏｯｻｰｼﾞ温灸院 市川市富浜2-14-19 047-358-0148

3 あはき 長生館療院 市川市鬼高2-12-35 047-336-9454

4 あはき 第一鍼灸治療院 市川市南八幡5-8-5 047-321-2131

5 あはき 濱野治療院 市川市大洲4-12-25 047-376-4072

6 あはき 東心会治療院 市川市八幡5-5-2 047-332-4565

7 あはき 報恩治療院 市川市北国分2-31-10 047-372-8540

8 あはき 浜辺治療院 市川市宮久保3-1-5 047-371-2613

9 あはき はり・灸院秋元 市川市中山2-4-12 047-335-3206

10 あはき クボタ針灸院
市川市新田5-7-16 ﾗｲ
ﾈｽﾊｲﾑ市川206号

047-324-8437

11 あはき 杏林リバース 市川市宮久保4-8-5 047-373-1671

12 あはき 中村はり・きゅう治療院 市川市菅野3-10-10 047-322-1510

13 あはき 指圧専門龍治療所 市川市稲越町29-26 047-371-7437

14 あはき 市川長生館療院
市川市八幡2-16-16-
301

047-336-0656

15 あはき 兼子鍼灸院 市川市東菅野4-12-18 047-335-7107

16 あはき 越川鍼灸治療院 市川市大和田1-16-22

17 あはき 植松はり灸指圧治療院
市川市市川南1-1-8 市
川ｻﾝﾊｲﾂ201

047-326-8856

18 あはき 田中治療院 市川市八幡3-25-5 047-322-3946

19 あはき 清水治療院 市川市北国分2-4-3 047-372-8110

20 あはき ファッションヘルス市川
市川市市川1-3-5 白馬
車ﾋﾞﾙ2階

047-321-1557

21 あはき 明生サウナ 市川市南八幡4-2-2 047-378-3141

22 あはき サウナ　フィンランド
市川市市川南1-10-5
三共ﾋﾞﾙ3階

23 あはき 植松鍼灸指圧治療院 市川市新田3-3-10
24 あはき 北原鍼灸院 市川市相之川3-4-6 047-357-8599

25 あはき 宝田治療院 市川市大和田4-3-4 047-376-8204

26 あはき
はり・きゅう･マッサージ佐
藤

市川市大和田4-8-4

27 あはき 萩原鍼灸中国ハリ 市川市本行徳13-1
28 あはき 荒谷鍼灸治療院 市川市福栄3-2-7

29 あはき 高津鍼灸治療院
市川市八幡4-5-10 市
川ﾆｭｰﾊｲﾂ4階405号

047-336-2851

30 あはき 鍼灸温香堂 市川市新田2-11-15 047-392-9292

31 あはき 指圧“風の子” 市川市鬼高2-6-1 047-333-8872

32 あはき 九段鍼灸院
市川市市川1-23-26 Ｍ
市川204

047-326-6200

33 あはき 幸運堂山崎マッサージ 市川市国分2-23-14 047-372-4214

34 あはき 梶指圧マッサージ
市川市北方2-32-1 さく
らﾊｲﾂB－102

047-335-1605

35 あはき 東葉治療整骨院
市川市八幡2-16-14 東
葉ﾋﾞﾙ4階

047-336-0375

36 あはき 東洋鍼灸院 市川市中山2-2-1 047-332-5808

37 あはき ヤマザキ鍼灸院
市川市市川2-4-1 ｱｰｸ
市川ﾋﾞﾙ302

047-324-5055

38 あはき 佐々木整骨院
市川市新田5-5-30 中
田ﾋﾞﾙ202

047-326-7778

39 あはき クリハラ鍼灸治療室 市川市南八幡3-9-13 047-378-3388

40 あはき 指圧・柳ケ瀬治療院 市川市南大野3-22-2 047-339-2781

41 あはき 創生会松田鍼灸院 市川市市川南1-9-14 047-323-4899

42 あはき 平安堂鍼灸治療院 市川市曽谷5-6-9 047-373-1189

43 あはき 松島堂施術所 市川市鬼高2-24-9 047-335-7772

44 あはき
マルサン堂　はり・きゅう
治療院

市川市相之川3-7-3 047-356-8264

45 あはき ソフィア鍼治療室 市川市市川3-22-6 047-325-2300

46 あはき 市川はり治療室
市川南1-1-17 ﾒﾄﾛﾋﾞﾙ6
階

047-326-6615
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47 あはき 指圧藤田治療室 市川市大和田2-7-6 047-376-4060

48 あはき マッサージ後藤治療院 市川市原木2-3-26 047-327-5989

49 あはき 羽田整体療院
市川市市川南1-1-8 市
川ｻﾝﾊｲﾂ207

047-323-5569

50 あはき
健康サロン　はねうま石
井治療所

市川市大野町3-1673-
2

047-338-6343

51 あはき 東南堂鍼灸院 市川市南八幡3-8-8 047-378-5058

52 あはき 藤沼治療室 市川市八幡1-8-8 047-376-2556

53 あはき 村山指圧治療院 市川市東菅野2-15-18 047-323-3478

54 あはき ㈱内山アドバンス施術所 市川市新井3-6-10 047-398-8831

55 あはき 天寿堂鍼灸治療院
市川市八幡2-16-16-
602

047-332-0050

56 あはき 三光治療院 市川市北国分1485-4 047-375-3925

57 あはき はり・きゅう明和健康院 市川市市川2-11-18 047-322-2425

58 あはき 覚知はり院 市川市南八幡4-5-17 047-378-0619

59 あはき
はり・きゅうマッサージ指
圧 SP腰痛・肩コリセン
ター

市川市八幡2-16-14 東
葉ﾋﾞﾙ4階

047-333-2612

60 あはき 相和治療院 市川市鬼高2-5-16 047-333-4717

61 あはき 和田山接骨院
市川市平田2-1-3 水島
ﾋﾞﾙ1階

047-326-4151

62 あはき 荒井治療院
市川市伊勢宿17-14-
103 ﾛｰｽﾞﾏﾝｼｮﾝ

047-357-4110

63 あはき 橋本マッサージ治療院
市川市鬼高2-12-23-
303

047-335-9423

64 あはき スバル治療院 市川市南行徳4-19-18 047-396-1554

65 あはき 東洋医研
市川市南八幡4-8-14
加登屋ﾋﾞﾙ401号

047-393-3934

66 あはき 田所治療室
市川市市川1-23-26-
304

047-324-6372

67 あはき 南東洋院
市川市湊新田1-6-15-
106

047-358-9521

68 あはき 大黒治療院
市川市市川1-23-10 ｱ
ﾙﾌｧﾂｲﾝﾋﾞﾙ402

047-326-2581

69 あはき アカシアマッサージ
市川市南八幡4-2-3 第
3山喜ビル3階

047-393-0055

70 あはき
木村セラピーセンター指
圧治療院

市川市市川南2-9-30 047-324-5708

71 あはき ビワ灸鍼療院
市川市八幡4-4-9 山ﾋﾞ
ﾙ2階

047-335-9891

72 あはき ＮＳ整骨院
市川市行徳駅前2-14-
9 ﾌﾟﾗｯﾂ22　5階

047-396-0054

73 あはき 河端はり・きゅう治療室 市川市北方2-21-16 047-334-5691

74 あはき 市川施術室
市川市原木3-1-8 ｳｪﾙ
ﾌｪｱｸﾞﾘｰﾝ原木4-405

75 あはき 回身堂治療院
市川市市川南1-1-3 本
宮ビル3階

047-323-5512

76 あはき 鍼灸治療室M・Y 市川市南八幡5-5-5 047-377-1727

77 あはき 丸山マッサージ治療院 市川市東菅野4-33-8 047-337-4653

78 あはき 川村治療院 市川市曽谷4-3-27 047-373-6570

79 あはき 南行徳鍼灸院
市川市南行徳1-18-
14-102

047-359-2751

80 あはき 南行駅前整骨院
市川市南行徳1-16-25
YHﾋﾞﾙ2階

047-359-8000

81 あはき 稲荷木名倉　齋藤接骨院 市川市稲荷木3-4-11 047-377-1170

82 あはき 健康堂整骨院
市川市八幡3-22-16
ｳﾞｨﾗ市川1階

047-321-1137
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83 あはき クイックマッサージ
市川市行徳駅前2-16-
1 3階

047-395-2111

84 あはき ヘルス研究所
市川市南八幡4-4-5 巌
ﾋﾞﾙ701号室

047-393-1621

85 あはき 壮健接骨院
市川市市川1-23-18-
101

047-322-1555

86 あはき 藤田鍼灸院
市川市市川南1-1-17 ｺ
ｲﾃﾞﾋﾞﾙ6階

047-324-3986

87 あはき 佐野整体療院 市川市平田2-10-12 047-322-2280

88 あはき 本八幡灸堂院
市川市南八幡4-7-12
ﾗ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸB702

047-378-2252

89 あはき 星野治療院 市川市北方3-11-15 047-334-0169

90 あはき すずき接骨院 市川市平田2-1-3 047-326-5300

91 あはき とんぼ治療室 市川市八幡2-16-16 047-333-1171

92 あはき ハリきゅうのイズミ 市川市南行徳1-3-8 047-356-3493

93 あはき
クイックマッサージ　セラ
ピー

市川市市川南1-1-9-
112

047-324-6622

94 あはき 本八幡マッサージ
市川市南八幡4-4-5-
605

95 あはき 邑屹鍼灸院 市川市高石神39-4 047-333-6340

96 あはき 明生治療院 市川市香取1-15-13 047-357-5042

97 あはき 德城マッサージ
市川市宝2-14-10 ﾄｯﾌﾟ
行徳5　112

047-399-5212

98 あはき 明徳整骨院 市川市北方2-10-15 047-727-8999

99 あはき 治療院りあらいず
市川市市川南1-4-21
市川駅前ﾋﾞﾙ3階

047-322-6821

100 あはき 活気会
市川市真間3-12-12 竹
岡ﾊｲﾂ101

047-324-7181

101 あはき 親愛ハリ灸療院 市川市南大野1-28-14 047-337-2426

102 あはき みどり鍼灸院 市川市南八幡3-10-14 047-376-5572

103 あはき
鍼灸ｱﾛﾏﾏｯｻｰｼﾞ　ﾏｲｹﾙ
＆ﾏｯｸ　ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄｵﾌﾞﾎ
ﾘｽﾃｨｯｸｾﾗﾋﾟｰ

市川市北方2-2-10 047-336-0763

104 あはき 無量光寿庵　はる治療室
市川市南八幡4-14-7-
101

047-378-8088

105 あはき きむら　はり・きゅう院 市川市菅野1-13-12 047-323-7600

106 あはき 市川鍼灸治療室 市川市中国分4-6-26 047-372-7699

107 あはき 新原接骨院はり・きゅう院
市川市南行徳1-6-12 ｻ
ﾝｼﾃｨｰ南行徳109

047-396-6633

108 あはき 国府台治療院
市川市市川3-27-24 田
辺ﾋﾞﾙ2階D号室

047-324-5557

109 あはき 市川南鍼灸院
市川市市川南1-1-14
2階

047-322-4189

110 あはき 新井治療院
市川市市川1-7-15 ｶﾒｲ
ﾋﾞﾙ2階

047-325-8989

111 あはき グッド・セルフマッサージ 市川市須和田2-21-7 047-371-2488

112 あはき やすらぎ治療室 市川市行徳駅前1-12- 047-357-3393

113 あはき 本八幡指圧院
市川市八幡4-5-11-1
階 東和ﾏﾝｼｮﾝ

047-333-0191

114 あはき マッサージ優
市川市南八幡4-16-18
ｸﾚｽﾄﾋﾞﾙ3階

047-379-8154

115 あはき 山本鍼灸院 市川市市川1-26-24 047-323-0702

116 あはき あおい鍼灸院
市川市南行徳1-20-12
加納駅前ﾋﾞﾙ1階

047-701-1630

117 あはき
福田鍼灸マッサージ治療
院

市川市曽谷5-20-10 047-372-6418

118 あはき みなみぎょうとく整体院 市川市相之川4-2-1 047-398-8208

119 あはき いしい治療院 市川市本北方3-12-7 047-339-5293

120 あはき コスモス整骨院
市川市本北方2-18-3 ﾊ
ｲﾂ冨貴103

047-337-2188
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121 あはき 阿部整体治療院 市川市塩焼3-5-20- 047-397-2812

122 あはき 市川真間鍼灸院
市川市市川1-21-4 K-
ﾋﾞﾙ 1階

047-322-3391

123 あはき 斉藤指圧治療院 市川市行徳駅前3-8- 047-396-2060

124 あはき
北国分マッサージサービ
ス

市川市堀之内3-25-17
ｼﾞｭﾈｽ北国分１F

125 あはき ｽｰﾊﾟｰｶｯﾄﾋﾞｭﾃｨｰ治療院 市川市市川1-21-5 047-324-7211

126 あはき 駅前柳ヶ瀬治療院 市川市大野町3-1824-

127 あはき あさひ整骨院
市川市大野町3-121 棚
屋ビル

047-338-7598

128 あはき 下総接骨院 市川市高石神30-17 047-333-3333

129 あはき 南行徳眞栄接骨院
市川市南行徳3-4-13
美添店舗　C号室

047-357-8720

130 あはき はり・きゅうKEI 市川市富浜1-8-3 047-357-5589

131 あはき たから整骨院 市川市宝1-2-6 047-399-8885

132 あはき 鍼灸整骨院Ryuta 市川市妙典1-6-2 047-358-8631

133 あはき みやらび治療院 市川市相之川1-10-20 047-356-4561

134 あはき 市川駅前はりきゅう院
市川市新田5-18-17 ﾌ
ﾗｯﾄ市川Ⅱ１F

047-322-3333

135 あはき ごう鍼灸院
市川市菅野3-1-21 菅
野荘店舗　No1

047-710-6075

136 あはき はり・きゅうカネコ 市川市鬼高3-7-10 047-370-3235

137 あはき
(株）ﾍﾞｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙﾗｲﾌ 歩
ﾏｯｻｰｼﾞｽﾃｰｼｮﾝ

市川市大野町3-150 ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ市川大野A102

047-339-6488

138 あはき
(株)医療保険施術師会
富貴宮久保治療室

市川市宮久保1-15-3-
102

047-371-8163

139 あはき ママの手治療院 市川市北方2-33-10 047-336-5825

140 あはき
駅前整骨院（駅前鍼灸
院）

市川市南八幡4-7-7 047-371-1112

141 あはき どんぐり治療院 市川市大野町3-1816- 047-338-8109

142 あはき 優心鍼灸施術所 市川市福栄4-30-15 047-396-1770

143 あはき アール（Ｒ）
市川市南行徳3-14-11
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ402

047-397-4788

144 あはき こうさマッサージ 市川市宮久保3-31-11 047-373-5026

145 あはき 小泉鍼灸院 市川市香取2-12-9 047-357-0001

146 あはき さくら治療院 市川市南八幡2-24-21 047-378-0991

147 あはき きたかた治療院 市川市高石神30-3 047-336-3762

148 あはき 行徳マッサージ院
市川市行徳駅前1-20-
17-101

047-356-8475

149 あはき マッサージ白鳥
市川市市川南1-4-21
市川駅前ﾋﾞﾙ3Ｆ

047-326-6251

150 あはき 治療印ひまわりの里市川 市川市大和田3-1-4 047-370-6678

151 あはき リフレ鍼灸院 市川市行徳駅前1-3-5 047-710-0088

152 あはき よつば接骨院 市川市大野町2-655 047-339-7505

153 あはき さくら鍼灸院 市川市新田4-7-9-1F 047-378-8330

154 あはき 北方はりきゅう接骨院 市川市北方2-34-10 047-332-5821

155 あはき らくだマッサージ整骨院 市川市新田3-25-10-1 047-370-1695

156 あはき 安藤整骨院 市川市新田2-31-24 047-378-0073

157 あはき 南行徳はりきゅう院
市川市南行徳1-16-
23-1F

047-359-3323

158 あはき 鍼灸治療室　リタ・ジネン 市川市市川2-32-1 047-312-6131

159 あはき
鍼灸　鳴弦舎治療院　(め
いげんしゃ)

市川市八幡1-10-9 047-710-3927

160 あはき 市川北口整骨院
市川市市川1-8-2 市川
駅前荒川ﾋﾞﾙB1

047-324-3686

161 あはき らくらく治療院 市川市大洲4-1-14 047-376-0512

162 あはき
みなみマッサージ市川事
業所

市川市中国分3-14-13 047-371-8270
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163 あはき ともえ鍼灸マッサージ院
市川市行徳駅前1-27-
16

047-314-8163

164 あはき 元気の泉鍼灸整骨院
市川市市川南1-1-1 ｻﾞ
ﾀﾜｰｽﾞｲｰｽﾄ112

047-323-2332

165 あはき 国府台整骨院
市川市市川1-13-28 日
商岩井市川ﾏﾝｼｮﾝ1F

047-325-0473

166 あはき
えんどうはり･きゅう･ﾏｯ
ｻｰｼﾞ治療院

市川市菅野1-23-18 047-323-1117

167 あはき
セントラルスポーツあみ
鍼灸マッサージ院

市川市上妙典1554番
地

047-702-8432

168 あはき ながふじ鍼灸整骨院
市川市行徳駅前3-7-
21-103

047-398-3353

169 あはき はりきゅう青山 市川市真間2-24-8
170 あはき 馬立治療院 市川市新田4-18-27

171 あはき 風間治療院
市川市大野町2-1884-
13

172 あはき
はり、きゅう、マッサージ
菅谷

市川市市川南2-29-23

173 あはき マッサージ髙橋 市川市新田4-15-20
174 あはき 田島治療院 市川市大洲1-4-10

175 あはき
千代田鍼灸マッサージ療
院

市川市菅野6-17-5

176 あはき 黎明療院
市川市宮久保3-31-
17-445

177 あはき 中野治療所 市川市八幡2-9-15
178 あはき 沼川総合治療院 市川市曽谷1-25-13
179 あはき 林マッサージ 市川市本北方3-4-10
180 あはき 八幡の灸 市川市八幡2-2-16
181 あはき 松山マッサージ 市川市菅野4-4-9
182 あはき 宮本鍼灸マッサージ院 市川市市川3-7-8
183 あはき 椎名治療院 市川市市川3-38-3

184 あはき 鍼灸物療科　鈴木治療院 市川市新田2-25-15

185 あはき 笹子治療院 市川市東大和田2-4-5
186 あはき 生松堂薬局鍼灸室 市川市東菅野1-14-21

187 あはき
国際東洋医学研究所附
属鍼灸あんまマッサージ
治療院

市川市東菅野2-12-2

188 あはき 野田接骨院 市川市東国分1-28-15
189 あはき 新谷指圧治療院 市川市宮久保4-2-17
190 あはき 蜂谷鍼灸治療院 市川市平田1-11-13

191 あはき 天狗堂マッサージ
市川市鬼高2-11-12-
225

192 あはき 長生堂 市川市鬼越2-8-12
193 あはき 鬼高良導略理療所 市川市鬼高2-11-3
194 あはき 坂本漢方国府台鍼灸室 市川市国府台3-1-13
195 あはき 指圧療法菅野 市川市北方1-14-18
196 あはき 成光堂治療院 市川市八幡1-21-6

197 あはき
アンマ・マツサージ指圧
はり・きゅう治療院

市川市真間5-17-12

198 あはき 佐藤治療所 市川市大和田4-7-14
199 あはき 浮谷鍼灸院 市川市新田5-8-23

200 あはき 新田治療室
市川市新田4-1-2 安田
ﾏﾝｼｮﾝ1F

201 あはき 宮久保マッサージ 市川市宮久保2-6-11

202 あはき 小宮指圧治療院
市川市行徳駅前2-10-
21 ﾊﾟｰｸｲｼｹﾝﾊｲﾂ105

203 あはき 中島治療院 市川市南八幡5-17-23 047-370-2269

204 あはき 髙村治療所
市川市新井2-24-3 塩
浜荘11号
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205 あはき 尾形治療院 市川市押切10-21
206 あはき 関本長生治療院 市川市市川2-31-19
207 あはき 根治堂 市川市新田2-2-22
208 あはき 上中鍼灸治療院 市川市八幡4-7-6

209 あはき 東洋針灸院
市川市市川1-21-30 ﾊ
ｲﾂ三喜2階

210 あはき 経絡道鍼灸院 市川市福栄1-23-13

211 あはき 小川治療院
市川市南八幡3-3-14
福寿荘6

212 あはき 兼子鍼灸院
市川市大野町3-1432-
4 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾊｲﾂ2F

213 あはき 十仁堂治療院 市川市押切14-5
214 あはき 川上治療院 市川市八幡1-14-4
215 あはき 市川げんき鍼灸院 市川市市川1-5-6 047-324-8770

216 あはき 光希堂鍼灸治療院
市川市相之川1-8-1 ﾌﾟ
ﾗｻﾞ南行徳205

047-396-0151

217 あはき 江戸川治療院 市川市国府台6-4-11 047-372-7504

218 あはき 梅谷鍼灸院 市川市八幡3-21-25 047-322-4627

219 あはき 浅沼鍼灸院
市川市東菅野1-15-15
2階

047-326-5077

220 あはき アース鍼灸整骨院
市川市市川1-24-3 ﾊﾟｰ
ｸﾃﾗｽ市川 1F

047-316-0790

221 あはき SP整骨院　市川
市川市市川2-8-18 Mビ
ル1F

047-316-0625

222 あはき 鍼灸らせん堂
市川市八幡2-6-1 第2
本八幡ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ
101号室

047-318-9775

223 あはき アールズ治療院
市川市堀之内4-22-18
2F

047-372-7273

224 あはき 内田匠治鍼灸院
市川市南行徳1-4-16
勝栄ﾊｲﾂＡ棟101号

225 あはき
ファミリーマッサージ治療
院

市川市八幡3-26-2 047-321-1168

226 あはき 東洋施術　桃太郎鍼灸院 市川市鬼越1-17-3 047-336-5189

227 あはき さやま治療院 市川市中国分3-5-24 047-318-4868

228 あはき
いぶき鍼灸マッサージ治
療院

市川市行徳駅前2-4-
13 ﾒﾄﾛ2F

047-369-6978

229 あはき ユーカリ鍼灸接骨院 市川市大和田 3-1-20 047-705-5681

230 あはき 小澤鍼灸治療院 市川市中国分3-4-9 047-371-8563

231 あはき 英鍼灸院 市川市塩焼2-2-2-419 047-396-3422

232 あはき うずら台治療院 市川市中山1-6-13 047-374-3638

233 あはき ファースト鍼灸院 市川市八幡2-15-17 047-335-5600

234 あはき 三里堂はりきゅう院 市川市市川1-16-20 047-322-3111

235 あはき 安西眞理子鍼灸治療室
市川市八幡1-16-2 ﾌｪ
ﾘｰﾁｪ本八幡103

047-334-3186

236 あはき 本八幡駅前鍼灸院 市川市八幡2-12-4 047-332-7767

237 あはき 八幡三里堂鍼灸治療院 市川市八幡4-3-6 047-336-0330

238 あはき
はり・きゅう・マッサージか
らだ日和

市川市八幡4-1-10 ﾊｲ
ﾑｸﾘｴｲﾄ101号室

047-315-4096

239 あはき
らいふマッサージ治療院
市川店

市川市東大和田２－４
－１０

240 あはき ひかり接骨院 市川市真間1-10-13 047-326-4496

241 あはき 張鍼灸整骨院南行徳院 市川市相之川4-18-1 047-397-3501

242 あはき いくとも鍼灸院 市川市東菅野1-3-14 047-322-7130

243 あはき
在宅訪問ﾏｯｻｰｼﾞあいの
て市川店

市川市大和田1-4-1 047-702-9448

244 あはき 邑屹鍼灸院本八幡分院
市川市八幡3-22-3 ﾘﾝ
ﾃﾞﾝﾊﾞｳﾑ103号
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245 あはき 八幡整骨院
市川市南八幡4-3-17
斉藤ﾋﾞﾙ2F

047-378-8825

246 あはき ニコニコ鍼灸院
市川市国分1-13-6 ﾌﾟﾗ
ﾑ市川1F

047-711-8305

247 あはき じゅん菜治療院 市川市新田5-7-14 047-324-3177

248 あはき TIP南行徳鍼灸院
市川市相之川4-9-10
3F

047-307-6231

249 あはき
KinoMekanikaはりきゅう
院

市川市市川1-21-6　74
ｺｸﾌﾞﾋﾞﾙ2階B号室

047-711-3393

250 あはき 本八幡鍼灸院
市川市南八幡3-4-8
HKｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ5F

047-711-4331

251 あはき 宮久保鍼灸院
市川市宮久保1-1-16 ﾋ
ﾙｻｲﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

047-375-1964

252 あはき マルミ鍼灸整骨院
市川市南八幡3-10-6
石井ﾋﾞﾙ203

047-318-9598

253 あはき 爽快鍼灸院
市川市市川1-4-10 市
川ﾋﾞﾙ9階

047-326-3514

254 あはき
からだ塾　鍼灸マッサー
ジ院

市川市大和田3-5-18
STﾊｲﾂ1階

047-314-5619

255 あはき しおやき鍼灸整骨院 市川市塩焼2-2-71- 047-399-1777

256 あはき あかつき堂鍼灸院
市川市中山4-8-8 ｶﾉﾝ
103

047-711-1399

257 あはき
はり・きゅうマッサージ治
療院Finesse〔ﾌｨﾈｽ〕

市川市南八幡4-4-5 ｳ
ｲﾝｽﾞ本八幡604号

258 あはき 南大野オレンジ鍼灸院 市川市南大野2-4-40 047-339-3877

259 あはき むさし鍼灸院 市川市北方1-14-2 047-711-3011

260 あはき
らいおんハートあんま鍼
灸マッサージ院

市川市行徳駅前3-8-
18

261 あはき いころ鍼灸院 市川市新田5-8-3
262 あはき 下総中山駅前鍼灸院 市川市鬼高2-9-8 047-332-1100

263 あはき アテナ鍼灸院 市川市鬼高2-9-8 047-332-1100

264 あはき 鶴島治療院 市川市相之川1-14-13

265 あはき
はり温灸治療院カラダノ
ミカタ

市川市行徳駅前1-27-
20 堀徳ﾋﾞﾙ301

047-711-0169

266 あはき ミネルバ鍼灸整骨院 市川市南八幡3-10-8 047-383-9757

267 あはき 浦安治療院
市川市南行徳3-23-3-
403

268 あはき 中央通り接骨院
市川市八幡4-5-10 市
川ﾆｭｰﾊｲﾂ102

047-332-3599

269 あはき
在宅ﾏｯｻｰｼﾞ株式会社ｱﾒ
ﾆﾃｨｻｰﾋﾞｽ鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ院
市川営業所

市川市八幡3-29-20 秋
葉ﾋﾞﾙ306

047-711-3028

270 あはき しげるはりきゅう院
市川市大和田4-6-17-
102

047-702-5670

271 あはき ハリ・キュウ　モモの木 市川市南八幡4-4-22

272 あはき
サンライズゴルフ鍼灸
マッサージ施術室

市川市本行徳2554-1 047-396-8722

273 あはき オハナ鍼灸院
市川市末広1-15-11-
102

047-329-2533

274 あはき
株式会社フレアス　フレ
アス在宅マッサージ市川

市川市大野町3-1770-
203

047-711-6627

275 あはき 新濱治療院
市川市福栄1-8-12 前
田ﾏﾝｼｮﾝ1階

276 あはき 鍼彩小町　鍼灸院
市川市八幡3-21-29-
201

277 あはき 鍼灸整骨院　拓
市川市湊新田1-6-12
第三吉ﾋﾞﾙ101号

047-702-8884

278 あはき 鍼灸整体　宗気堂
市川市八幡1-15-17 本
八幡ﾌｧｲﾌﾞ201

0120-94-4976

279 あはき マッサージ　ケアーズ 市川市大野町3-1945- 047-339-1514



2016年
厚生労働
省調査

業の種類
(あはき・柔
整)

施術所名
（施術者名※）

住 所 電話番号

280 あはき ここかな治療院
市川市行徳駅前1-17-
8 ﾌﾗｯｸﾞK.K506

281 あはき ほぐし　ゆびまる
市川市南八幡4-8-9 越
後屋ﾋﾞﾙ１F

047-378-8808

282 あはき 川﨑治療院 市川市大町124-8-507 047-339-2163

283 あはき 柔鍼灸指圧治療院
市川市南八幡4-4-20
市川ﾙｰﾌｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ

047-393-0311

284 あはき 元気館治療院
市川市市川1-2-8 阿部
ﾋﾞﾙ2F

047-324-5130

285 あはき クラダ鍼灸治療院
市川市八幡2-6-18 第
三本八幡ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝ
ｼｮﾝ401

286 あはき
訪問マッサージKEiROW
市川大野ステーション

市川市大野町2-206-1
市川大野一番館102号

047-337-6077

287 あはき 吉田鍼灸治療院 市川市八幡3-8-24 047-712-7877

288 あはき あゆみ訪問マッサージ
市川市新田2-30-7 柿
の木ﾊｲﾂ103

047-702-8088

289 あはき ＫａｒｅＮ　鍼灸
市川市南八幡4--6-21
ｲｰｽﾄｹｲﾋﾞﾙ601

047-377-6612

290 あはき 栗の木鍼灸院 市川市若宮3-30-5 047-302-7270

291 あはき オリーブ鍼灸院
市川市堀之内3-32-12
ﾀﾌｶ21

047-710-8985

292 あはき 市川はりきゅう院 市川市中国分2-16-11 047-375-0077

293 あはき メディカル鍼灸院
市川市市川1-7-1 ｺｽﾓ
市川302

047-324-6936

294 あはき わかば鍼灸整骨院 市川市新田3-27-14 047-303-3455

295 あはき 高橋治療院
市川市市川南1-5-24
山田ﾋﾞﾙ203

047-314-1610

296 あはき
市川駅前北口はりきゅう
整骨院

市川市市川1-7-6 愛愛
ﾋﾞﾙ1F

047-324-0455

297 あはき
大門市川鍼灸マッサージ
院

市川市市川2-31-20 ｴ
ｽﾎﾟﾜｰﾙ市川

047-322-0525

298 あはき
スフィア鍼灸マッサージ
院

市川市福栄2-9-8 047-316-1399

299 あはき クオレ妙典はりきゅう院
市川市妙典４－１０－３
アズーロ・マーレ市川１

047-727-7155

300 あはき
さくらびより鍼灸マッサー
ジ院

市川市行徳駅前２－１
３－９

047-718-1238

301 あはき さち鍼灸治療室
市川市妙典３－１５－２
カリンヴェイル１１０号

302 あはき マッサージ治療院寿楽
市川市宮久保１-２８-５
サンハイツ２０２号

047-315-1261

303 あはき
鍼灸マッサージサロン
揺らぎ

市川市南行徳１-４-２２
グレイスビル１０１号室

304 あはき
東すがのみんなの鍼灸
院

市川市東菅野1－1－2
－101

047-329-2626

305 あはき やわた北整骨院
市川市八幡4-4-7 ｼｭﾗ
ｲﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ105

047-332-0473

306 あはき あかり整骨院妙典院
市川市妙典3-19-6 ｱﾙ
ﾌｧｸﾚｽﾄ1階

047-307-0333

307 あはき
在宅はり灸サービスほぐ
し堂

市川市下貝塚1-19-14
ガーデンヒル１０５

047-711-9484

308 あはき 市川南口鍼灸院
市川市市川南１－５－
１５

047-325-3344

309 あはき 誠心堂鍼灸院
市川市行徳駅前２－１
２－１０

047-704-8649

310 あはき
南行徳もみのて整骨院・
鍼灸院

市川市幸2-1-1 Ｃ棟１
階

047-711-0377

311 あはき エコルスタはり・きゅう院
市川市南行徳2-12-6-
101

047-711-3089
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312 あはき はづき鍼灸院
市川市市川南１－５－
２４山田ビル２０１

313 あはき 安心堂妙典鍼灸院
市川市塩焼２－１－１２
ドミールコバ１０５

047-303-3018

314 あはき 片山鍼灸治療院 市川市若宮2-13-2 047-332-6995

315 あはき
けやきの森鍼灸マッサー
ジ院

市川市妙典5-3-1 市川
妙典ｲｵﾝ１番街 1F

047-359-3500

316 あはき もり鍼灸治療院
市川市南八幡３－７－
１６リンドール本八幡５

047-370-1035

317 あはき 八幡中央鍼灸院 市川市南八幡3-7-20 047-377-3377

318 あはき 照沼鍼灸院 市川市塩焼2-2-47 047-397-0322

319 あはき
ネイチャーリカバリー鍼
灸院

市川市八幡3-1-18
シャトー増田No.3　5F

047-318-9253

320 あはき 鍼灸世珍堂
市川市市川1-4-2　Ｔ・Ｚ
ビル１Ｆ

047-325-6668

321 あはき あみはりきゅう院
市川市真間１－１４－２
０ブランズ市川レフィー
ル１１３

047-704-8675

322 あはき はりきゅう院さいとう
市川市南八幡３－７－
１６リンドール本八幡２
０６号室

047-314-1189

323 あはき やわら鍼灸院 市川市南八幡１－７－ 047-711-3666

324 あはき 鍼灸マッサージ　ここから
市川市宮久保５－９－
１８

047-705-0908

325 あはき 本八幡鍼灸院
市川市南八幡４－１８
－１８コープ野村１Ｆ

047-370-6780

326 あはき 曽谷鍼灸院 市川市曽谷７－３４－１ 047-711-8152

327 あはき みのり鍼灸院
市川市新田４－１２－１
６大貫ビル１Ｆ

047-370-8055

328 あはき
宮武はり・きゅうマッサー
ジ治療院

浦安市北栄2-19-22

329 あはき 田嶋指圧治療室
浦安市当代島2-17-49
第一宇田川荘

047-354-0737

330 あはき 小林治療所 浦安市堀江2-13-23 047-352-1758

331 あはき
鍼灸指圧　井口マッサー
ジ

浦安市当代島1-26-23
増田荘

332 あはき 福田治療院 浦安市猫実3-2-13 047-354-3474

333 あはき 柳町治療院 浦安市当代島1-7-18 047-351-2323

334 あはき 若葉鍼灸治療室 浦安市猫実3-9-1
335 あはき 梅崎治療院 浦安市猫実1-5-3 047-352-1081

336 あはき
長生館マッサージ整体療
院

浦安市北栄2-22-11 047-352-6422

337 あはき 三恵堂　鍼灸マッサージ 浦安市堀江2-23-25 047-352-6498

338 あはき
新浦安鍼灸マッサージ治
療院

浦安市美浜5-7-701 047-351-6355

339 あはき
東レ第２本社ビルマッ
サージ室

浦安市美浜1-8-1 047-350-6107

340 あはき 山口はり・きゅう治療室 浦安市堀江1-29-10 047-351-5723

341 あはき 笠船堂治療院 浦安市入船2-1-218 047-380-0557

342 あはき きたざかえ鍼灸治療院 浦安市北栄2-14-24 047-351-1276

343 あはき オアシス内マッサージ室
浦安市舞浜1-9 ｼｪﾗﾄﾝ
ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾄｰｷｮｰﾍﾞｲﾎﾃﾙ＆
ﾀﾜｰｽﾞ3階

047-355-5555

344 あはき ソガマッサージ
浦安市舞浜1-7 東京ﾍﾞ
ｲﾎﾃﾙ東急ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

047-355-2417

345 あはき
東洋医学研究所･浦安駅
前診療所

浦安市北栄1-12-30 ﾊ
ｲﾈｽ浦安704

047-350-1000

346 あはき 近藤治療院 浦安市北栄2-4-18 047-305-1189

347 あはき 浦安第一治療院
浦安市北栄1-16-5 東ｶ
ﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ301

047-380-3332
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348 あはき ビワ灸心如苑 浦安市堀江1-29-10 047-381-4392

349 あはき マッサージ　アンリ 浦安市堀江5-1-7-101 047-700-9770

350 あはき てもみんイクスピアリ店
浦安市舞浜1-4 ｲｸｽﾋﾟｱ
ﾘ１階

047-305-5751

351 あはき 征道鍼灸院
浦安市猫実4-16-25 ｼｬ
ﾄﾙﾋﾞﾙ１階

047-350-6753

352 あはき
ホテルオークラ東京ベイ
マッサージステーション

浦安市舞浜1-8 047-355-3333

353 あはき 三橋治療院
浦安市当代島1-2-4
PCﾋﾞﾙ303

047-305-3655

354 あはき あさひろはり・きゅう院
浦安市北栄1-6-20 福
栄住宅第2ﾋﾞﾙ1階

047-355-6968

355 あはき やわらかケア治療室
浦安市今川4-2-4 今川
ﾊｲﾑ101

047-380-0057

356 あはき
堀江はり・灸・マッサージ
院

浦安市堀江5-5-5 047-306-6971

357 あはき ふかさく整骨院新浦安
浦安市入船1-5-1 ＭＯ
ＮＡ新浦安B館２階

047-381-2541

358 あはき うみかぜ鍼灸院 浦安市日の出5-19- 047-355-2813

359 あはき せせらぎ鍼灸整骨院 浦安市入船4-1-16 047-381-7800

360 あはき
ボディケアセントラル治療
院

浦安市入船1-4-1 ｼｮｯ
ﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安4Fｾﾝ
ﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ新浦安

047-350-2255

361 あはき
きくちマッサージはりきゅ
う治療院

浦安市入船3-33-106 047-354-1328

362 あはき
エーワン鍼・マッサージ治
療室

浦安市日の出28-2 湯
巡り万華郷2F癒し銀座

047-381-7154

363 あはき からだはうす 浦安市入船4-10-26 047-353-3699

364 あはき 鍼灸院爽快館新浦安店
浦安市美浜１ ｴﾙｼﾃｨ
7番館106号

047-390-9311

365 あはき 身相浦安北栄
浦安市北栄1-15-27-
403

047-380-9256

366 あはき 東洋ＣＯＣＯ治療院 浦安市富士見4-5-21 047-723-4910

367 あはき 治療室たお
浦安市猫実3-18-15 ﾙ
ﾚｰﾌﾞ1F

047-352-6398

368 あはき Ｔａｋｅ(たけ)鍼灸院
浦安市北栄1-15-9 寿
ﾋﾞﾙ3Ｆ

047-306-3515

369 あはき
ケアファクトリー浦安治療
院

浦安市富岡4-3-10 047-382-3101

370 あはき
ふじみ鍼・灸・マッサージ
治療院

浦安市富士見4-2-39 047-304-1189

371 あはき 渡辺すずこ治療院 浦安市入船3-50-102 047-353-6760

372 あはき 富士鍼灸院
浦安市高洲5-1 C-808
（８階）

047-352-1386

373 あはき 深作整骨針灸院 浦安市猫実4-6-18 2階 047-351-1345

374 あはき マイダ、ストレス針灸院 浦安市堀江55番地
375 あはき 水野マッサージ 浦安市当代島1-13-3
376 あはき 指圧治療院快生院 浦安市猫実610-1-103
377 あはき 伊藤はりきゅう治療所 浦安市当代島675-7
378 あはき 奈良岡鍼灸治療院 浦安市猫実8-9-20

379 あはき ダイワ治療院
浦安市当代島1-3-23 ﾘ
ﾊﾞﾃｨｰ浦安　2F

380 あはき クネア鍼灸治療院
浦安市明海4-1-1ｲﾄｰ
ﾖｰｶ堂新浦安店3F

047-350-3933

381 あはき マッサージルーム 浦安市舞浜1-1 本社C 047-305-5370

382 あはき やの針灸院
浦安市海楽1-11-12 や
の歯科医院横

047-354-1694

383 あはき 張鍼灸院 浦安市当代島1-1-5- 047-720-5539

384 あはき
からだはうすマッサージ
鍼灸院

浦安市入船4-24-3 047-353-3699
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385 あはき やわらぎ鍼灸院
浦安市堀江6-9-1 Rita
新浦安101

047-720-4151

386 あはき 月の宮マッサージ
浦安市北栄1-12-33 ｽ
ﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰ浦安2号室

387 あはき たしろ鍼灸院
浦安市北栄4-16-9 ﾛｰ
ｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝR17　101号

388 あはき
あしはうす新浦安はり・
きゅう治療院

浦安市入船4-7-17

389 あはき 岡崎整骨院
浦安市堀江4-36-22-
105

390 あはき 美浜整骨院 浦安市美浜3-26-14 047-304-1222

391 あはき
株式会社クリーンケア治
療院

浦安市明海1-2-1

392 あはき 平山治療院 浦安市弁天2-4-1

393 あはき ポラリス整骨院
浦安市北栄1-1-3 西野
ﾋﾞﾙ１階

394 あはき ひだまり治療院
浦安市堀江4-35-10-
202

047-355-7743

395 あはき あみはりきゅう院
浦安市北栄1-12-7 ｱｸ
ｲﾗ浦安ｳﾉ1F

047-381-9696

396 あはき 新浦安しんもり整骨院
浦安市今川1-13-31
ｼｰｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ新浦安

047-316-0510

397 あはき クローバー鍼灸整骨院
浦安市北栄1-17-14 ﾌﾞ
ﾗﾝﾉﾜｰﾙﾋﾞﾙ３F

047-307-9894

398 あはき
見明川鍼・灸・指圧治療
院

浦安市弁天3-2-42-3 047-352-5012

399 あはき て・はり・お灸
浦安市猫実4-18-20 ﾌ
ﾛｰﾚｽ雄貴201号室

047-713-7255

400 あはき くまかわ鍼灸院 浦安市富岡4-20-7 047-352-3880

401 あはき あぐり鍼灸院 浦安市高洲1-18-19 047-720-0441

402 あはき しんうらやす鍼灸院 浦安市入船4-7-23 047-380-0680

403 あはき 和田マッサージ院
浦安市堀江4-34-26　1
階

404 あはき 浦安はづき鍼灸院 浦安市猫実5-1-36 047-712-7878

405 あはき
マッサージ治療院　エメラ
ルド

浦安市入船4-19-16 C
号室

047-702-5703

406 あはき
デイステーション鍼灸整
骨院

浦安市富岡４-１-１１ １
F

047-711-2034

407 あはき トレス鍼灸接骨院
浦安市富士見１ー１４ー
８－１０１

047-383-9113

408 あはき サン治療院
浦安市北栄１ー１５ー２
７－５０１

047-711-4606

409 あはき 浦安駅前鍼灸院
浦安市北栄１ー１２ー３
６　北栄たかみビル２F

047-355-4265

410 あはき いちご鍼灸マッサージ院
浦安市当代島1-11-1
長ﾊｲﾂ100

047-381-1538

411 あはき 入船しんもり鍼灸整骨院
浦安市入船４－１６－８
ＫＭＵビル１階

047-720-1237

412 あはき まなぶ鍼室
浦安市日の出1－3－2
－1403

047-720-1189

413 あはき 典元鍼灸院
浦安市猫実4-6-39　第
2スカイステージ402

047-727-6077

414 柔整 田中接骨院 市川市本北方3-23-5 047-339-2959

415 柔整 野田接骨院 市川市東国分1-28-15 047-372-9593

416 柔整 加藤接骨院 市川市八幡2-4-25
417 柔整 大野接骨院 市川市大野町3-1739 047-337-7061

418 柔整 西方接骨院 市川市高谷1-9-14
419 柔整 熊谷接骨院 市川市本行徳249-6 047-358-0622

420 柔整 土屋接骨院 市川市福栄1-17-7 047-397-8120

421 柔整 行徳中央接骨院 市川市行徳駅前4-1-
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422 柔整 加藤接骨院 市川市真間1-14-26 047-325-4977

423 柔整 坂本接骨院 市川市市川南3-14-16 047-321-0660

424 柔整 藤田接骨院 市川市塩焼2-3-17 047-397-0322

425 柔整 安藤整骨院 市川市新田2-31-24 047-378-0073

426 柔整 行徳整骨院 市川市香取2-7-10 047-357-5450

427 柔整 新原接骨院
市川市南八幡1-6-12 ｻ
ﾝｼﾃｨｰ南行徳109

047-396-6633

428 柔整 東洋接骨院 市川市中山2-2-1 047-332-5808

429 柔整 橋本接骨院 市川市菅野1-4-8 047-325-2235

430 柔整 愛健総合整骨院 市川市八幡2-14-14 047-333-9135

431 柔整 創生会松田接骨院 市川市市川南1-9-14 047-323-4899

432 柔整 干場接骨院 市川市鬼越2-8-1 047-333-0430

433 柔整 みなみ整骨院 市川市市川南3-1-1 047-322-6054

434 柔整 宮崎整骨院 市川市大野町1-420- 047-339-4968

435 柔整 旭整骨院
市川市下貝塚1-20-6
１階

047-375-2258

436 柔整 回生整体接骨院 市川市本行徳13-1 047-358-8220

437 柔整 北方整骨院 市川市本北方2-21-14 047-338-4835

438 柔整 加藤接骨院 市川市真間1-2-5 047-323-1499

439 柔整 ＮＳ整骨院
市川市行徳駅前2-14-
9 ﾌﾟﾗｯﾂ22　5階

047-396-0054

440 柔整 戸田整骨院
市川市大洲2-1-13 ｱｰ
ﾊﾞﾝ市川1階

047-378-6122

441 柔整 すぎた整骨院
市川市南八幡4-16-15
2階

047-377-1136

442 柔整 稲荷木名倉　齋藤接骨院 市川市稲荷木3-4-11 047-377-1170

443 柔整 壮健接骨院
市川市市川1-23-18-
101

047-322-1555

444 柔整 南大野接骨院 市川市南大野2-23-2 047-337-9991

445 柔整 黒瀬整骨院 市川市南大野3-20-24 047-339-1188

446 柔整 鈴木整骨院 市川市大野町2-183-3 047-337-9904

447 柔整 太陽堂整骨院 市川市宮久保1-13-2 047-374-1744

448 柔整 中央整骨院
市川市鬼高2-11-1 平
野ﾋﾞﾙ１階

047-332-2044

449 柔整 すずき接骨院 市川市平田2-1-3 047-326-5300

450 柔整 みどり接骨院 市川市南八幡3-10-14 047-376-5572

451 柔整 篠原整骨院 市川市新田2-33-1 047-377-0200

452 柔整 南行中央整骨院 市川市相之川4-6-11 047-358-7706

453 柔整 きむら整骨院 市川市菅野1-13-12 047-323-7600

454 柔整 小泉接骨院 市川市香取2-12-9 047-357-0001

455 柔整 やすらぎ整骨院 市川市宮久保6-12-8 047-371-1303

456 柔整 石井整骨院 市川市中国分3-1-17 047-371-1000

457 柔整
八幡駅北口八幡小通り
整骨院

市川市八幡3-23-5 ｶｰ
ｻﾋﾞﾝﾀﾗ１階

047-322-5137

458 柔整 コスモス整骨院
市川市本北方2-18-3 ﾊ
ｲﾂ冨貴103

047-337-2188

459 柔整 つなみ整骨院
市川市塩浜4-2 ﾊｲﾀｳﾝ
塩浜3-109

047-395-3744

460 柔整 けん整骨院
市川市行徳駅前1-12-
10-106

047-395-1507

461 柔整 大町接骨院 市川市大町78 小野寺 047-337-0326

462 柔整 北国分接骨院 市川市堀之内3-26-17 047-372-7205

463 柔整 市川真間整骨院
市川市市川1-21-4  K-
1ﾋﾞﾙ　１F

047-322-3391

464 柔整 さいとう接骨院 市川市広尾1-6-5 047-398-5077

465 柔整 市川中央整骨院 市川市新田4-8-23 047-379-7456

466 柔整 栗の木整骨院 市川市若宮3-30-5 047-302-7270

467 柔整 下総接骨院 市川市高石神30-17 047-333-3333

468 柔整 佐藤整骨院 市川市東菅野3-21-11 047-302-8880
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469 柔整 市川駅前整骨院
市川市新田5-18-17 ﾌ
ﾗｯﾄ市川Ⅱ １F

047-322-3333

470 柔整 南行徳眞栄接骨院
市川市南行徳3-4-13
美添店舗　C号室

047-357-8720

471 柔整 本八幡なごみ整骨院 市川市南八幡3-8-14 047-370-9571

472 柔整 よつば整骨院
市川市八幡2-7-8 一番
街田中ﾋﾞﾙ１階

047-333-6033

473 柔整 国府台整骨院
市川市市川1-13-28 日
商岩井市川ﾏﾝｼｮﾝ１階

047-325-0473

474 柔整 あさひ整骨院
市川市大野町3-121 棚
屋ﾋﾞﾙ

047-338-7598

475 柔整 かば接骨院
市川市八幡6-15-14 学
園ﾊｲﾑ1F

047-336-1166

476 柔整 照沼整骨院
市川市塩焼2-2-47 行
徳ﾊｲﾑ

047-397-0322

477 柔整 駅前整骨院 市川市南八幡4-7-7 047-377-1112

478 柔整 こざと整骨院 市川市南大野3-22-25 047-337-5398

479 柔整 ふきしま整骨院
市川市八幡5-21-14
三田ﾊｲﾂ1Ｆ

047-335-6422

480 柔整 松岡整骨院
市川市行徳駅前2-22-
1 高橋ﾋﾞﾙ1階

047-300-3820

481 柔整 たから整骨院 市川市宝1-2-6 047-399-8885

482 柔整 もと接骨院
市川市市川1-15-21 ﾘ
ﾊﾞｰｼﾃｨ岡田１F

047-324-5500

483 柔整 富貴宮久保整骨院
市川市宮久保1-15-3 ﾎ
ﾜｲﾄｾｿﾞﾝ宮久保102

047-371-8163

484 柔整 リフレ整骨院 市川市行徳駅前1-3-5 047-710-0088

485 柔整 あらかわ接骨院 市川市菅野4-18-27 047-323-3117

486 柔整 よつば接骨院 市川市大野町2-655 047-339-7505

487 柔整 さくら整骨院 市川市新田4-7-9-1F 047-378-8330

488 柔整 北方はりきゅう接骨院 市川市北方2-34-10 047-332-5821

489 柔整 らくだマッサージ整骨院 市川市新田3-25-10-1 047-370-1695

490 柔整 南行徳整骨院
市川市南行徳1-16-
23-1F

047-359-3323

491 柔整 鍼灸整骨院Ryuta 市川市妙典1-6-2 047-358-8631

492 柔整 さとみ整骨院
市川市須和田1-11-2
三橋ﾏﾝｼｮﾝ1F

047-372-0025

493 柔整 くま整骨院
市川市南八幡3-4-1-
101

047-370-1156

494 柔整 市川北口整骨院
市川市市川1-8-2 市川
駅前荒川ﾋﾞﾙB1

047-324-3686

495 柔整 ともえ整骨院
市川市行徳駅前1-27-
16

047-314-8163

496 柔整 元気の泉鍼灸整骨院
市川市市川南1-1-1 ｻﾞ
ﾀﾜｰｽﾞｲｰｽﾄ112

047-323-2332

497 柔整 中央整骨院
市川市行徳駅前2-13-
17 境野ビル102号室

047-390-1170

498 柔整 えんどう接骨院 市川市菅野1-23-18 047-323-1117

499 柔整 ながふじ鍼灸整骨院
市川市行徳駅前3-7-
21-103

047-398-3353

500 柔整 安部整骨院 市川市入船6-22 047-399-3081

501 柔整 市川げんき整骨院 市川市市川1-5-6 047-324-8770

502 柔整 アース鍼灸整骨院
市川市市川1-24-3 ﾊﾟｰ
ｸﾃﾗｽ市川 1F

047-316-0790

503 柔整 SP整骨院　市川
市川市市川2-8-18 Mﾋﾞ
ﾙ1F

047-316-0625

504 柔整 たはら整骨院
市川市香取1-2-11 ｻﾝ
ｼｬﾄﾚｰ102

047-358-4107

505 柔整 三陽接骨院 市川市須和田2-10-3 047-393-8417

506 柔整 のぼる接骨院 市川市宮久保3-31-20 047-703-9006
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507 柔整 本八幡駅前整骨院 市川市八幡2-12-4 047-332-7767

508 柔整 すぎ接骨院
市川市国分2-2-20 第
一ひかりｺｰﾎﾟ102

047-374-2255

509 柔整 ユーカリ鍼灸接骨院 市川市大和田 3-1-20 047-705-5681

510 柔整 南行駅近整骨院
市川市南行徳 1-9-15
卓ﾋﾞﾙ南行徳1F

047-358-0253

511 柔整 いるかスポーツ接骨院
市川市南大野3-24-33
ｷﾞｹﾝﾋﾞﾙ102

047-338-3770

512 柔整 ひじり接骨院
市川市宮久保3-35-5 ﾛ
ｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ本八幡ﾌﾞﾗﾝ
ｼｬﾄｰ１階

047-710-7063

513 柔整 ファースト整骨院 市川市八幡2-15-17 047-335-5600

514 柔整 市川接骨院 市川市市川1-16-20 047-332-3111

515 柔整 おた接骨院
市川市行徳駅前1-6-
15-104

047-318-2676

516 柔整 あさこ接骨院
市川市新浜1-1-11 ﾏﾝ
ｼｮﾝﾆｭｰ行徳第3-101

517 柔整 ひかり接骨院 市川市真間1-10-13 047-326-4496

518 柔整 太田接骨院 市川市新田1-9-7 047-322-6431

519 柔整 冠光寺流輪の風接骨院 市川市湊新田1-14-4 047-396-8201

520 柔整
駅前整骨院（駅前鍼灸
院）

市川市南八幡4-7-7 047-371-1112

521 柔整 張鍼灸整骨院南行徳院 市川市相之川4-18-1 047-397-3501

522 柔整 いくとも整骨院 市川市東菅野1-3-14 047-322-7130

523 柔整 ひだまり整骨院
市川市南行徳4-11-21
ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲｽ1階

047-314-1149

524 柔整 八幡整骨院
市川市南八幡4-3-17
斉藤ﾋﾞﾙ2F

047-378-8825

525 柔整 やまと整骨院 市川市新田5-5-28

526 柔整 ニコニコ整骨院
市川市国分1-13-6 ﾌﾟﾗ
ﾑ市川1F

527 柔整 本八幡中央整骨院 市川市南八幡5-11-15
528 柔整 ゆう整骨院 市川市市川2-32-1- 047-383-6525

529 柔整 あおい整骨院
市川市南行徳1-20-12
加納駅前ビル１階

530 柔整 ＴＩＰ南行徳整骨院 市川市相之川4-9-10

531 柔整 エコルスタ整骨院
市川市南行徳2-12-6-
101

047-711-3089

532 柔整 市川松戸整骨院 市川市稲越町269 047-371-0955

533 柔整 新田２丁目なごみ整骨院
市川市新田2-14-7 ｱﾋﾞ
ﾀｼｵﾝ彦102号

047-379-5260

534 柔整 宮久保整骨院
市川市宮久保1-1-16 ﾋ
ﾙｻｲﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

047-375-1964

535 柔整 マルミ鍼灸整骨院
市川市南八幡3-10-6
石井ﾋﾞﾙ203

047-318-9598

536 柔整 しおやき鍼灸整骨院 市川市塩焼2-2-71- 047-399-1777

537 柔整 南大野オレンジ整骨院 市川市南大野2-4-40 047-339-3877

538 柔整 徳太郎接骨院 市川市南八幡3-2-2 047-713-4350

539 柔整 下総中山駅前整骨院 市川市鬼高2-9-8 047-332-1100

540 柔整 ミネルバ鍼灸整骨院 市川市南八幡3-10-8 047-383-9757

541 柔整 今野整骨院 市川市大和田5-9-9 1F 047-318-2399

542 柔整 中央通り接骨院
市川市八幡4-5-10 市
川ﾆｭｰﾊｲﾂ102

047-332-3599

543 柔整 しげる整骨院
市川市大和田4-6-17-
102

047-702-5670

544 柔整 もみ太郎接骨院 市川市南八幡4-6-16 047-314-1377

545 柔整 やわら接骨院 市川市南八幡1-7-6 047-711-3666

546 柔整 オハナ整骨院
市川市末広1-15-11-
102

047-329-2533
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547 柔整 鍼灸整骨院　拓
市川市湊新田1-6-12
第三吉ﾋﾞﾙ101号

047-702-8884

548 柔整 あおい整骨院 市川市曽谷1-15-14 047-711-5141

549 柔整 南行徳わたなべ整骨院
市川市相之川4-10-23
ｳﾞｨﾚｯｼﾞK101

047-314-1200

550 柔整 国分接骨院
市川市国分1-25-9 ﾄﾞｴ
ﾙFujiⅡ102

047-300-5533

551 柔整 ほうじょう整骨院 市川市市川1-27-6 047-326-7373

552 柔整 トミー整骨院 市川市宮久保1-13-1 047-393-8765

553 柔整 新浜小前整骨院
市川市行徳駅前4-1-
20 青山店舗7号室

047-711-0136

554 柔整 南行徳ひびき整骨院
市川市南行徳1-18-3
稲毛ﾏﾝｼｮﾝ104

047-711-3975

555 柔整 ホクシン接骨院 市川市中山2-7-19 047-302-2177

556 柔整 湊新田整骨院
市川市湊新田1-9-18-
101

047-711-1833

557 柔整 オリーブ整骨院
市川市堀之内3-32-12
ﾀﾌｶ21

047-710-8985

558 柔整 はぎわら整骨院 市川市南大野1-44-1 047-710-8182

559 柔整 ほねつぎ市川接骨院 市川市中国分2-16-11 047-375-0077

560 柔整 やわた北整骨院
市川市八幡4-4-7 ｼｭﾗ
ｲﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ105

047-332-0473

561 柔整 わかば鍼灸整骨院 市川市新田3-27-14 047-303-3455

562 柔整 上宮整骨院
市川市八幡2-16-15 本
八幡駅西口ビル302

047-704-9858

563 柔整
市川駅前北口はりきゅう
整骨院

市川市市川1-7-6 愛愛
ﾋﾞﾙ1F

047-324-0455

564 柔整 大門市川整骨院
市川市市川2-31-20 ｴ
ｽﾎﾟﾜｰﾙ市川

047-322-0525

565 柔整 さくらびより整骨院
市川市行徳駅前２－１
３－９

047-718-1238

566 柔整 クオレ妙典整骨院
市川市妙典４－１０－３
アズーロ・マーレ市川１

047-727-7155

567 柔整 市川大野接骨院
市川市南大野１－４４
－３ 森下ビル１F

047-712-1844

568 柔整 いちゆう整骨院
市川市欠真間２－１６
－１６　サンテラス南行
徳１０５

047-307-9355

569 柔整
東すがのみんなの整骨
院

市川市東菅野1－1－2
ﾚｰﾍﾞﾝｽ八幡101

047-329-2626

570 柔整 あかり整骨院妙典院
市川市妙典3-19-6 ｱﾙ
ﾌｧｸﾚｽﾄ1階

047-307-0333

571 柔整 市川南口整骨院
市川市市川南１－５－
１５

047-325-3344

572 柔整 誠心堂接骨院
市川市行徳駅前２－１
２－１０

047-704-8649

573 柔整 行徳ふくろう整骨院
市川市行徳駅前１－２
７－１３第二宇田川ビル
１階

047-318-2700

574 柔整
南行徳もみのて整骨院・
鍼灸院

市川市幸2-1-1 Ｃ棟１
階

047-711-0377

575 柔整 みんなの整骨院
市川市相之川４－１０
－１２グリーンハイツ宇
田川１０２

047-705-0013

576 柔整 ゆり整骨院
市川市下貝塚1-19-14
ガーデンヒル１０１

047-713-6350

577 柔整 すえひろ整骨院
市川市末広2-20-10プ
ラスワン新富１Ｆ

047-701-6333

578 柔整 安心堂妙典接骨院
市川市塩焼２－１－１２
ドミールコバ１０５

047-303-3018
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579 柔整 ふたば整骨院
市川市市川１－１３－１
２グリーンパレスＭＫ１

047-324-3721

580 柔整 整骨院　福
市川市原木１－１９－１
９松永ビル１０２

047-702-8290

581 柔整 片山整骨院 市川市若宮2-13-2 047-332-6995

582 柔整 けやきの森整骨院
市川市妙典5-3-1 ｲｵﾝ
市川妙典１番街 1F

047-359-3500

583 柔整 リフレッシュ整骨院
市川市行徳駅前1-27-
19 ｱﾈｯｸｽ渋谷102号室

047－369-6973

584 柔整 新行徳整骨院
市川市南行徳1-1-1グ
リーンホーム南行徳１１
２号

047－357-0013

585 柔整 八幡中央接骨院 市川市南八幡3-7-20 047-377-3377

586 柔整 ソレイユ整骨院
市川市行徳駅前1-26-
5　レシェンテ102

047-399-3577

587 柔整 あみ整骨院
市川市真間１－１４－２
０ブランズ市川レフィー
ル１１３

047-704-8675

588 柔整 本八幡整骨院
市川市南八幡４－１８
－１８コープ野村１Ｆ

047-370-6780

589 柔整 曽谷整骨院 市川市曽谷７－３４－１ 047-711-8152

590 柔整 深作整骨院 浦安市猫実4-6-18
591 柔整 吉田接骨院 浦安市堀江3-15-8 047-352-8430

592 柔整 今川橋整骨院 浦安市今川2-1-9 047-350-8141

593 柔整 仙人接骨院 浦安市富士見2-1-3 047-354-0553

594 柔整 栗田接骨院 浦安市北栄1-8-18 047-351-6413

595 柔整 富岡接骨院 浦安市富岡4-24-4 047-354-9855

596 柔整 ㈲渡辺整骨院 浦安市入船4-1-19 047-382-1919

597 柔整 猫実中央整骨院
浦安市猫実5-18-17 村
山ﾋﾞﾙ5　101号

047-350-5655

598 柔整 征道整骨院
浦安市猫実4-16-25 ｼｬ
ﾄﾙﾋﾞﾙ1階

047-350-6753

599 柔整 あさひろ整骨院
浦安市北栄1-6-20 福
栄住宅第2ﾋﾞﾙ

047-355-6968

600 柔整 浦安接骨院 浦安市美浜3-25-17 047-352-0955

601 柔整 ふかさく整骨院新浦安
浦安市入船1-5-1 ＭＯ
ＮＡ新浦安Ｂ館2階

047-381-2541

602 柔整 せせらぎ鍼灸整骨院 浦安市入船4-1-16 047-381-7800

603 柔整 あすなろ整骨院
浦安市当代島1-4-3-
101

047-351-2367

604 柔整 Sunrise Beauty 整骨院 浦安市猫実4-16-23 047-351-7155

605 柔整 岡本接骨院 浦安市今川4-2-1 047-380-1600

606 柔整 きらきら整骨院
浦安市北栄3-33-9 ﾏﾘﾝ
ﾊﾟﾚｽ１Ｆ

047-381-8327

607 柔整 さくら整骨院
浦安市堀江1-10-18 ﾘ
ｳﾞｨｴｰﾙﾌｼﾞB号室

047-381-1355

608 柔整 くりた整骨院 浦安市当代島2-2-1 047-314-1545

609 柔整 堀江接骨院 浦安市堀江5-5-5 047-306-6971

610 柔整 クネア整骨院
浦安市明海4-1-1 ｲﾄｰ
ﾖｰｶ堂新浦安店3F

047-350-3933

611 柔整 あしたば整骨院
浦安市当代島3-5-6 第
2早川ﾋﾞﾙ1F

047-318-9647

612 柔整 張整骨院 浦安市当代島1-1-5- 047-720-5539

613 柔整 浦安手もみ整骨院 浦安市堀江5-23-31-A

614 柔整 やわらぎ整骨院
浦安市堀江6-9-1 Rita
新浦安101

047-720-4151

615 柔整 いまがわ整骨院
浦安市今川4-2-4 今川
ﾊｲﾑ101

047-380-0057

616 柔整 岡崎整骨院
浦安市堀江4-36-22-
105
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617 柔整 美浜整骨院 浦安市美浜3-26-14 047-304-1222

618 柔整 せんだん接骨院
浦安市猫実4-19-8 ﾂ
ﾘｰﾊｳｽ４FB

047-352-6627

619 柔整 ポラリス整骨院
浦安市北栄1-1-3 西野
ﾋﾞﾙ1階

047-305-1101

620 柔整 かねこ整骨院 浦安市猫実2-2-6-101
621 柔整 ふれあい整骨院 浦安市北栄３－３－２２

622 柔整 あみ整骨院
浦安市北栄1-12-7 ｱｸ
ｲﾗ浦安ｳﾉ1F

047-381-9696

623 柔整 新浦安しんもり整骨院
浦安市今川1-13-31
ｼｰｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ新浦安

047-316-0510

624 柔整 クローバー鍼灸整骨院
浦安市北栄1-17-14 ﾌﾞ
ﾗﾝﾉﾜｰﾙﾋﾞﾙ３F

047-307-9894

625 柔整 しんうらやす整骨院 浦安市入船4-7-23 047-380-0680

626 柔整 くまかわ接骨院 浦安市富岡4-20-7 047-352-3880

627 柔整 あぐり接骨院 浦安市高洲1-18-19 047-720-0441

628 柔整 浦安はづき整骨院 浦安市猫実5-1-36 047-712-7878

629 柔整 いちご整骨院
浦安市当代島1-11-1
長ﾊｲﾂ100

047-381-1538

630 柔整
デイステーション鍼灸整
骨院

浦安市富岡４-１-１１ １
F

047-711-2034

631 柔整 トレス鍼灸接骨院
浦安市富士見１ー１４ー
８－１０１

047-383-9113

632 柔整 あかり整骨院入船院 浦安市入船4-13-5 047-353-1118

633 柔整 入船しんもり鍼灸整骨院
浦安市入船４－１６－８
ＫＭＵビル１階

047-720-1237


