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施術所名（施術者名※） 電話番号

1 あはき せんけい堂針灸院 松戸市幸田3-54
2 あはき リカバリー松戸治療院 松戸市東平賀３１６－２１ 047-312-1012

3 あはき
たじま鍼灸マッサージ治
療院

松戸市殿平賀27 047-345-0850

4 あはき 多田治療院 松戸市殿平賀180 047-341-3510

5 あはき 小金城址はりきゅう院
松戸市大金平4-250-1
市川ﾏﾝｼｮﾝ101

047-45-0113

6 あはき ふるや鍼灸院 松戸市大金平５－３４４ 047-347-5605

7 あはき 平賀治療院 松戸市中金杉３－１７６ 047-347-1813

8 あはき
からだ元気治療院松戸
店

松戸市小金きよしヶ丘３
－２０－２シアンボール
新松戸１０１

047-712-2231

9 あはき
北小金マッサージ経絡
指圧室

松戸市小金４４３－２８ラ
ビア北小金２階

047-341-1958

10 あはき 小熊マッサージ院 松戸市小金清志町2- 047-345-5777

11 あはき 公伸鍼灸所 松戸市幸谷483-7 047-344-1347

12 あはき 亀岡理療院 松戸市小金原1-4-13 047-341-8405

13 あはき 北小金鍼灸院
松戸市小金原2ﾋﾟｺﾃｨ西
館208

047-47-6711

14 あはき 鍼灸治療院やすらぎ堂 松戸市小金原7-7-9

15 あはき
鍼灸指圧マッサージすま
いる

松戸市小金原4-12-28-
2F

047-349-0810

16 あはき 高石マッサージ治療院 松戸市小金原4-22-7 047-42-8232

17 あはき 筑波治療院 松戸市小金原2-1-11 なし
18 あはき 中村整体治療院 松戸市小金原9-18-10 047-343-5599

19 あはき まつの樹鍼灸院 松戸市小金原８－３１－ 047－710-2145

20 あはき 田中治療院 松戸市栗ヶ沢769-20 047-386-7052

21 あはき はちがさき鍼灸院
松戸市八ケ崎８－１９－
９－１０１

047-342-2002

22 あはき
八ケ崎はりきゅう片平治
療院

松戸市八ヶ崎634-1武蔵
野ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ103

23 あはき
OK鍼灸マッサージ治療
院

松戸市新松戸３－２７５
洋興ビル１０１

047-345-9082

24 あはき
宇佐美寛風くつろぎ治療
院

松戸市新松戸1-332光
ｺｰﾎﾟ2号室

047-48-1950

25 あはき 小金治療院 松戸市新松戸５－１７２ 047-341-0151

26 あはき 三香指圧鍼灸院 松戸市新松戸5-134 047-346-5672

27 あはき 自律治療院
松戸市新松戸２－１５森
ビル３階

047-345-2114

28 あはき
鍼灸マッサージ・さくら治
療院

松戸市新松戸７－５３７
－１

29 あはき 新松戸クラシオン鍼灸院 松戸市新松戸１－１６－ 047-344-7850

30 あはき 新松戸鍼灸整骨院
松戸市新松戸２－１５森
ビル５F

047-346-3798

31 あはき 太陽指圧分院
松戸市新松戸2-438ﾕﾆ
ﾃｰｱｻﾞﾐ102

047-346-3002

32 あはき 竹田治療院 松戸市新松戸1-95 047-343-8622

33 あはき 珠真堂治療室 松戸市新松戸３－４４８ 047-710-2079

34 あはき グリーン鍼灸治療院
松戸市新松戸南3-100ﾄﾞ
ﾐｰﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ101

35 あはき Ａｃｕｒｅ（アキュア）
松戸市西馬橋１－５－１
１２０１

36 あはき
在宅訪問マッサージあい
の手松戸店

松戸市西馬橋２－３２－
２４

047-312-1525

37 あはき さば鍼灸治療院 松戸市西馬橋3-50-18 047-341-9416

38 あはき おおつか治療院 松戸市六高台７－６－３
39 あはき 統園鍼灸院 松戸市六高台３－７６－ 047-314-1570

40 あはき きりん鍼灸院 松戸市六高台７－７１ 047-729-4756

41 あはき
はりきゅうマッサージ京
葉治療院松戸分院

松戸市六高台９－１６７
ブラザーマンション湯浅

047-369-7750

42 あはき 千寿鍼灸院 松戸市六実7-1-20 047-84-1656
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43 あはき 佐藤鍼灸院 松戸市五香六実475-
44 あはき 六実鍼灸治療所 松戸市五香六実475 047-387-2728

45 あはき 六実整骨院 松戸市五香六実3-17- 047-86-9551

46 あはき 鍼灸院友梨 松戸市五香南１－１３－ 047-700-5676

47 あはき 元山ゆうしん鍼灸院
松戸市五香南２－２４－
１４－２Ｆ

047-387-4137

48 あはき 五香あおぞら鍼灸院 松戸市五香２－１－３ 047-713-3279

49 あはき
さくら元山鍼灸マッサー
ジ院

松戸市五香4‐58‐2 047-383-2888

50 あはき 冨井はり治療院 松戸市五香4-20-21
51 あはき はり･灸たからべ堂 松戸市松飛台594-15 047-84-3840

52 あはき
Acutherapyyour's（ｱｷｭｾ
ﾗﾋﾟｰﾕｱｽﾞ）

松戸市串崎南町３６－３
２０１

53 あはき サトウ整骨院
松戸市高塚新田494-
13-10-102

047-92-8778

54 あはき
セントラルスポーツはり
きゅうマッサージ治療院

松戸市高塚新田１２３－
１

047－711-7688

55 あはき ふれ愛治療院 松戸市高塚新田１６０－ 047-703-8288

56 あはき やまて鍼灸院
松戸市秋山字牧ノ内
145-2

047-312-7622

57 あはき
東松戸鍼灸マッサージ
院

松戸市東松戸１－３－３
－１０２

047-384-8780

58 あはき 大木針灸院 松戸市稔台7-58-15 047-367-2430

59 あはき 禅治療院
松戸市稔台１－１１－１
第２原田ビル２０１

047-360-0252

60 あはき
波のりはりきゅうマッサー
ジ院

松戸市稔台７－３－１関
コーポ１０２

047-366-4044

61 あはき あゆみマッサージ治療院 松戸市松戸新田５７１－ 047-727-2768

62 あはき 橋本東洋治療院
松戸市松戸新田３３２－
６７

047-364-5635

63 あはき 整骨院友祐 松戸市仲井町３－１０－ 047-368-6622

64 あはき 浅野マッサージ 松戸市金ヶ作38-11 047-387-4609

65 あはき 五香治療院
松戸市金ヶ作408-142SK
ﾊｲﾑ103

047-89-5311

66 あはき 天佑堂鍼灸院
松戸市金ヶ作２４－１第
５泉ビル３０１

047-311-2088

67 あはき 福良鍼灸院 松戸市金ヶ作298-92

68 あはき
みやもとはり灸マッサー
ジ院

松戸市金ヶ作419-15 047-89-9284

69 あはき 岩島治療院
松戸市日暮5-194フィット
ネスクラブレフコ八柱内５

047-384-9899

70 あはき 正庵治療院
松戸市日暮1-16-15新
八柱岩本ﾋﾞﾙ401

71 あはき
聖仁堂さくら鍼灸マッ
サージ院

松戸市日暮1-1-2八柱
駅ﾋﾞﾙ第1･1階D号室

047-394-7667

72 あはき あい治療院
松戸市常盤平1-26-1-
204

73 あはき 楓鍼灸マッサージ院 松戸市常盤平３－９－６ 047-710-5906

74 あはき さくら按鍼治療院
松戸市常盤平3-3-23ｺｰ
ﾎﾟ幸102号

047-386-7705

75 あはき 常盤平鍼療所 松戸市常盤平1-5-6 047-385-2511

76 あはき とまり鍼灸院
松戸市常盤平５－２４－
２０かわむらビル左Ａ号

047-389-8007

77 あはき 錦鍼灸院 松戸市常盤平4-13-42 047-87-9863

78 あはき 楽はりきゅう治療院
松戸市常盤平2-24-2-
C-3

047-388-0255

79 あはき レイス治療院常盤平
松戸市常盤平2-24-2常
盤平団地A-2

047-711-7481

80 あはき 和漢堂鍼灸整骨院 松戸市常盤平4-4-12 047-385-3922
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81 あはき てあて在宅マッサージ
松戸市常盤平陣屋前４
－１７トーシン常盤平ビ
ル２０１

047-321-6211

82 あはき 八柱はり灸治療院 松戸市常盤平陣屋前 047-386-2541

83 あはき 総合治療室西窪 松戸市常盤平西窪町 047-88-2331

84 あはき
はりきゅうマッサージ治
療院一休

松戸市西馬橋相川町89
ｶｰｻ馬橋A-101

85 あはき 福竜鍼灸院
松戸市西馬橋幸町92清
光ﾏﾝｼｮﾝ206

86 あはき 大谷治療室
松戸市馬橋1766-7ｺｰﾎﾟ
ｻﾝﾌﾗﾜｰ101

電話不明

87 あはき 指圧鍼灸布目治療院 松戸市馬橋312
88 あはき 馬橋はりきゅう院 松戸市馬橋1898 047-49-0557

89 あはき 馬橋東口鍼灸院 松戸市馬橋１０４－１ 047-342-4440

90 あはき 汎世指圧
松戸市新作3-1172-1第
2京葉ﾊｲﾂ302

047-362-5751

91 あはき 指圧マッサージオリオン 松戸市栄町8-672-13 047-62-0210

92 あはき 森鍼灸マッサージ治療 松戸市栄町3-142 なし

93 あはき
吉田はりきゅうマッサー
ジ治療院

松戸市北松戸3-8-9

94 あはき
鍼灸あんまマッサージ指
圧おおた治療院

松戸市上本郷4300-7

95 あはき
鍼灸あんまマッサージは
なこ治療院

松戸市上本郷3196ﾊﾟｲﾝ
ﾂﾘｰｺｰﾄ301

047-366-8656

96 あはき
鍼灸マッサージまごころ
治療院松戸店

松戸市上本郷3504-3ベ
ルピア北松戸1-2-105

047-710-0525

97 あはき 人見針灸治療院 松戸市上本郷352-1
98 あはき 長谷部治療院 松戸市南花島3-38-3

99 あはき 高島マッサージ所
松戸市古ヶ崎2-3169こ
がさき電気内

047-367-9992

100 あはき トサ針灸室 松戸市古ヶ崎2-3194 047-364-4794

101 あはき 古ヶ崎鍼灸指圧院
松戸市古ヶ崎４－３５９２
－４

047-360-0302

102 あはき 緑ケ丘鍼灸院 松戸市緑ヶ丘2-250 047-61-3399

103 あはき 養源指圧灸療院 松戸市岩瀬20 047-366-2143

104 あはき 渡辺治療所 松戸市根本64-1 047-362-2043

105 あはき 土井鍼灸院
松戸市二十世紀が丘美
野里町165

106 あはき 桜木治療院
松戸市二十世紀が丘萩
町215-4

107 あはき 伊東スポーツマッサージ 松戸市三矢小台5-9-6

108 あはき 柿ノ木台接骨院
松戸市三矢小台5-9-12
ﾒｿﾞﾝ青雲103

047-63-6066

109 あはき 高木整骨院 松戸市三矢小台3-8-7

110 あはき 命泉鍼灸院
松戸市本町17-7松葉ﾋﾞﾙ
102

047-366-0612

111 あはき
幸鍼堂鍼灸マッサージ
治療院

松戸市本町17-26梓ﾋﾞﾙ
403

047-60-0189

112 あはき 三養治療院
松戸市本町5-3高興開
発ﾋﾞﾙ2F

047-62-5115

113 あはき
鍼灸マッサージにして治
療院

松戸市本町６－８ライム
ハイツ８０１

047-364-6899

114 あはき 鍼灸マッサージしいの木 松戸市本町１４－９ 047-363-0008

115 あはき あず鍼灸院
松戸市松戸1765古川ﾋﾞﾙ
1F

047-69-0666

116 あはき こだま鍼灸院
松戸市松戸2160第3裕
和ﾊｲﾂ202

117 あはき 小松鍼灸治療院
松戸市松戸1178小松ﾋﾞﾙ
６F

047-67-5551

118 あはき 小松鍼灸接骨院
松戸市松戸1178小松ﾋﾞﾙ
２Ｆ
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119 あはき セキ鍼灸整骨院 松戸市松戸１８３４－７ 047-363-1189

120 あはき 太陽指圧
松戸市松戸1434ｴｽﾃｰﾄ
あざみ101

047-64-0918

121 あはき 富士鍼灸療院 松戸市松戸1759 047-363-0595

122 あはき 訪問マッサージきずな 松戸市松戸１５５２－１５ 047-394-4399

123 あはき 松戸治療院 松戸市松戸1414 047-367-0899

124 あはき てもみ家 松戸市下矢切124-1 047-366-9820

125 あはき 北松戸鍼灸治療院 松戸市
126 あん摩 大橋治療所 松戸市三村新田28-27 なし
127 あん摩 わたなべ指圧治療院 松戸市平賀８０
128 あん摩 川島マッサージ 松戸市東平賀204 047-341-2450

129 あん摩 マッサージらくらく 松戸市殿平賀６４－３ 047－343-0111

130 あん摩
訪問マッサージユーカリ
の森治療院松戸店

松戸市大金平４－２４８
－２

047-701-5773

131 あん摩 利久マッサージ治療院
松戸市小金きよしヶ丘3-
5-1-11

047-48-7853

132 あん摩 衣川マッサージ 松戸市小金444柳荘 047-341-1898

133 あん摩 指圧藤森 松戸市小金396-3 047-343-5487

134 あん摩 山本整体指圧治療所 松戸市小金114

135 あん摩 平川長生治療院
松戸市小金原７－２９－
２０

136 あん摩 宮内指圧治療院 松戸市小金原8-15-47

137 あん摩
日吉指圧マッサージ治
療院

松戸市中和倉104-11 不明

138 あん摩 指圧マッサージ成川
松戸市二ﾂ木1782-12Fｻ
ｳﾅRSIX内

047-341-5163

139 あん摩 マッサージ横須賀 松戸市横須賀522-1 047-344-3525

140 あん摩
あん摩マッサージ指圧ら
くらく治療院

松戸市新松戸2-15森ビ
ル4F

047-46-2209

141 あん摩 新松戸治療室
松戸市新松戸1-414大
清堂ﾋﾞﾙ（201)

047-346-4168

142 あん摩 鈴木指圧整体治療室
松戸市新松戸5-110福
寿第2ﾊｲﾂ5号

047-346-1800

143 あん摩 内藤指圧センター
松戸市新松戸3-169ｼｬﾄ
ﾙS2

144 あん摩 ヘルス新松戸 松戸市新松戸1-451 電話不明

145 あん摩
あん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧治
療院長生くまさん家

松戸市六高台３－１５

146 あん摩 五香治療院 松戸市五香六実13-214 047-387-6509

147 あん摩 樋口治療院
松戸市五香六実字一文
字175

047-84-0296

148 あん摩 マッサージ元山 松戸市五香六実19-77

149 あん摩 元気整骨院
松戸市五香南1-3-22-
102

047-384-3335

150 あん摩 いいむら治療院 松戸市五香2-10-6 047-385-3429

151 あん摩 落合指圧療院 松戸市串崎新田７５－２ 047-384-7208

152 あん摩
指圧マッサージ島田治
療院

松戸市高塚新田283-23 047-392-5966

153 あん摩 弁天堂指圧治療院 松戸市高塚新田144-10 047-392-3900

154 あん摩 まちのあんまさん 松戸市秋山474-5 047-391-0501

155 あん摩 指圧の一心堂 松戸市稔台1-9-12 047-363-0172

156 あん摩 指圧整体飯田治療院 松戸市稔台1-33-1 047-361-0665

157 あん摩 松戸指圧センター
松戸市松戸新田464-8ﾒ
ｿﾞﾝﾗﾌｨｰﾈ201

047-63-1156

158 あん摩 三ツ木指圧治療院
松戸市松戸新田501-3
三ツ木荘101

159 あん摩 オカモト指圧院 松戸市金ヶ作408-79 047-388-0344

160 あん摩 ふきざわ指圧院 松戸市金ヶ作４１８－８２ 047-386-5995

161 あん摩 岩田指圧
松戸市日暮3-1-5ｺｰﾎﾟﾋ
ﾛ107

047-392-3210

162 あん摩 種市指圧治療所 松戸市日暮242 047-384-1373
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163 あん摩 太田治療所
松戸市常盤平5-17ﾏﾘﾔ
ﾋﾞﾙ2F

047-388-2079

164 あん摩 五香駅前マッサージ院
松戸市常盤平5-28上岡
ﾋﾞﾙ2F

165 あん摩 栄康道治療院
松戸市常盤平5-17-28
藤田ﾋﾞﾙ501

047-311-0323

166 あん摩 常盤平中央病院施術所 松戸市常盤平７－５－２ 047-388-5288

167 あん摩 フクイ治療院
松戸市常盤平5-22-5田
中荘

047-385-0352

168 あん摩
小田長生マッサージ治
療院

松戸市牧の原1-10-103

169 あん摩 牧の原団地指圧院
松戸市牧の原２－４８１
－２０－１１６

047-385-2528

170 あん摩
ぬくもりマッサージ白鳥
治療室

松戸市西馬橋蔵元町
119-2コーポ大川101

047-346-1233

171 あん摩 瀧澤整体指圧 松戸市馬橋526-4 不明
172 あん摩 戸張指圧治療院 松戸市馬橋1903 047-341-2434

173 あん摩 高橋マッサージ
松戸市栄町西５－１３２７
－５

047-365-2655

174 あん摩 桜い会鈴木治療院 松戸市栄町2-76-1

175 あん摩 ちゆ
松戸市栄町3-150-2-
101ﾍﾟﾙﾙ北松戸ｵｱｼｽ

176 あん摩 スミ指圧治療院 松戸市北松戸2-11-2 047-367-8338

177 あん摩 舟根治療院 松戸市北松戸1-3-2
178 あん摩 松戸マッサージサナモア 松戸市上本郷4101 047-309-0318

179 あん摩 よね指圧院
松戸市上本郷９０１スズ
キビル３０１

047-331-3588

180 あん摩 指圧健康導庵
松戸市南花島3-46-1小
林ﾋﾞﾙ201号

047-362-4752

181 あん摩 桑原指圧治療院 松戸市古ヶ崎713 047-367-8597

182 あん摩 榎本治療院 松戸市竹ヶ花162
183 あん摩 池田マッサージ 松戸市根本465 047-362-0331

184 あん摩
廣瀬指圧マッサージ治
療所

松戸市根本198 047-363-8051

185 あん摩 まごころ治療院松戸店 松戸市根本４５２ 0120-937-357

186 あん摩 マッサージ治療室和漢 松戸市三矢小台１－５－
187 あん摩 三矢小台治療院 松戸市三矢小台2-10- 047-361-6640

188 あん摩 和漢堂
松戸市三矢小台５－２４
－１

189 あん摩 ヘルス花束 松戸市本町5-3志水ﾋﾞﾙ 047-368-9817

190 あん摩
松戸長生館療院指圧療
院

松戸市本町6-8ﾗｲﾑﾊｲﾂ
７０１号

047-383-5505

191 あん摩 サウナコマツ施術所 松戸市松戸1155 047-362-2019

192 あん摩
指圧マッサージ治療院
健笑堂

松戸市松戸1241和興ﾋﾞﾙ
303号

047-63-7726

193 あん摩 城間指圧施術所 松戸市松戸1155 047-368-8775

194 あん摩 千石治療院
松戸市松戸1306鈴木ﾋﾞﾙ
３F

047-62-7222

195 あん摩 マッサージ室
松戸市松戸2289松戸ｻ
ﾆｰﾗﾝﾄﾞ内

047-68-0815

196 あん摩 ㈱伊勢丹マッサージ室 松戸市松戸1307-1 047-64-1111

197 あん摩 湯浅こと 松戸市
198 あん摩鍼 ゆーかり接骨院 松戸市小金135 047-47-5520

199 あん摩鍼 飯島鍼灸院
松戸市稔台7-14-1ﾊｲﾗｲ
ﾌみのり台406

200 灸 たちばな治療院 松戸市上本郷2845 なし

201 灸 松戸灸堂院
松戸市松戸1291稲吉ﾋﾞﾙ
202

047-66-1414

202 鍼 大金平はり院 松戸市大金平5-393 047-44-2285

203 鍼 皆川はり治療院 松戸市中和倉155 047-341-6334

204 鍼灸 あじさい鍼灸整骨院 松戸市平賀12-1 047-347-0808
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205 鍼灸 仁優堂鍼灸院 松戸市殿平賀１８９－１ 047-703-7707

206 鍼灸 希心鍼灸療院
松戸市小金きよしヶ丘1-
3-9ﾊﾟｰﾙｺｰﾎﾟ1-2号

不明

207 鍼灸 歩鍼灸治療院
松戸市小金清志町３－４
メゾン北小金

047-711-9148

208 鍼灸 いしばし鍼灸整骨院 松戸市小金原3-6-6- 047-309-1484

209 鍼灸 石山整骨院
松戸市小金原3-15-18
第７ｺｰﾎﾟﾗｽ１階

047-347-3227

210 鍼灸 けやき鍼灸院 松戸市小金原８－３－１ 047-703-8551

211 鍼灸
鍼と枇杷の葉温灸養生
庵”おばきゅう”

松戸市小金原９－１４－
１

047-348-8843

212 鍼灸 フジイはり療法院 松戸市小金原4-18-9 047-342-0332

213 鍼灸 承佑灸院 松戸市八ヶ崎５－３６－

214 鍼灸 落合鍼灸院八ヶ崎分院
松戸市八ヶ崎１－１－１
２トップヒル新松戸１－Ｂ

047-382-5216

215 鍼灸 鍼灸サロンTrustphysical
松戸市八ケ崎８－２１－
５フジコーポ八ケ崎１０１

047-711-8990

216 鍼灸 高野はり灸院 松戸市八ヶ崎384-21 047-344-2932

217 鍼灸
針灸治療院双葉ハーリ
ングパパ

松戸市八ヶ崎603-2

218 鍼灸 なんかつ鍼灸院 松戸市中和倉１４０－２１ 047-700-5354

219 鍼灸
松戸･馬橋ハートはりきゅ
う治療院

松戸市三ヶ月304-3

220 鍼灸 大井鍼灸院 松戸市二ツ木１２８２－２ 047-346-0207

221 鍼灸 ３６０°鍼灸接骨院
松戸市新松戸１－４４２
－１

047-710-0980

222 鍼灸 JSK鍼灸
松戸市新松戸1-486栄
場ビル４階

047-343-2801

223 鍼灸 あおぞら整骨院 松戸市新松戸3-224-2 047-48-0268

224 鍼灸 あおば鍼灸院
松戸市新松戸４－２８－
２NCAマンション５０５

047-346-4276

225 鍼灸 漢方はり岐伯堂
松戸市新松戸3-212-1
ｳﾞｨﾗｻﾝﾒｲﾄ101

226 鍼灸 三丁目鍼灸院
松戸市新松戸３－８９－
２グリーンバードはっとり
１０３

047-710-3189

227 鍼灸 自然堂治療院
松戸市新松戸2-391ﾒｿﾞﾝ
ｶﾜｲ102

047-705-3928

228 鍼灸 鍼灸治療室アクティア 松戸市新松戸4-20 047-348-1001

229 鍼灸 白雲の道治療院
松戸市新松戸1-374-1ﾒ
ｿﾞﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰ601

230 鍼灸 新松戸北鍼灸接骨院
松戸市新松戸７－１６５
－１０

047-710-7232

231 鍼灸
ゼロスポ鍼灸院新松戸
けやき通り

松戸市新松戸３－１３日
暮ビル１０５

047-344-1777

232 鍼灸 東葛接骨院 松戸市新松戸１－２２５ 047-346-1912

233 鍼灸 ポプラはりきゅう院
松戸市新松戸３－３０４
グリーンプラザＢ－２

047-710-2861

234 鍼灸 吉松はりきゅう院 松戸市新松戸6-4-1
235 鍼灸 新松戸名倉接骨院 松戸市新松戸南1-485
236 鍼灸 あさか鍼灸院 松戸市六高台2-4-9
237 鍼灸 中野鍼灸院 松戸市六高台7-119 047-311-5300

238 鍼灸 吉村鍼灸院 松戸市六高台4-94-10 047-389-7098

239 鍼灸 さわべ鍼灸院
松戸市六実４－１－１４
丸五ビル１０１

047-701-5264

240 鍼灸 たかはしはりきゅう院
松戸市六実４－１０－１
横一ビル１Ａ

047-711-8979

241 鍼灸 六実駅前鍼灸院
松戸市六実４－２－９エ
ポックビル１０１

047-338-2900

242 鍼灸 東洋整骨院 松戸市五香南2-31-5
243 鍼灸 元山駅中わくわく鍼灸院 松戸市五香南１－５－１ 047-712-1770
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244 鍼灸 滞在業務 松戸市五香２－２４－７
245 鍼灸 高橋治療院 松戸市五香2-24-7 047-311-2772

246 鍼灸 岡部鍼灸院 松戸市松飛台535

247 鍼灸 ひまわり鍼灸院
松戸市串崎南町２６サン
モールモリヤ１０１

047-383-5009

248 鍼灸 ホシ鍼灸院
松戸市高塚新田６４１－
６０アーバンフローラル５
号室

249 鍼灸 秋山鍼灸院 松戸市秋山373-45

250 鍼灸 おりーぶ鍼灸院
松戸市東松戸３－７－１
泰明第２ハイツ１０１

047-391-7788

251 鍼灸 わくわくいこいの場 松戸市稔台１－２２－５ 047-361-8766

252 鍼灸 厚仁堂 松戸市松戸新田605-47

253 鍼灸 鍼灸院友誼
松戸市松戸新田４６３
ゲートハウス１Ｆ

047－331-0022

254 鍼灸 三浦はりきゅう治療院 松戸市松戸新田440-5 047-362-1878

255 鍼灸 夢の鍼灸院
松戸市松戸新田575-25
オオイビル1階

047-711-8393

256 鍼灸 上本郷駅前はり・きゅう 松戸市仲井町３－２ 047-393-8128

257 鍼灸 上本郷名倉整骨院
松戸市仲井町3-71第3ｱ
ﾝﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ１階

047-66-8567

258 鍼灸 五香ひかり鍼灸院
松戸市金ヶ作408-2中沢
ビル1F

047-710-7506

259 鍼灸 鍼灸院たなごころ 松戸市金ケ作２３４－１３

260 鍼灸 ファイテン治療院
松戸市千駄堀字前新田
１５７０番１

261 鍼灸 新八柱はりきゅう院
松戸市日暮1-3-1及川ﾋﾞ
ﾙ601

047-89-9680

262 鍼灸 プラナ松戸治療院
松戸市日暮2-3-2相田ﾋﾞ
ﾙ502

047-389-2047

263 鍼灸 夢の鍼灸院八柱院 松戸市日暮２－５－１１ 047-383-8393

264 鍼灸 安蒜はり灸治療院 松戸市常盤平22-49

265 鍼灸 落合鍼灸院五香分院
松戸市常盤平５－２８上
岡ビル２Ｆ

047-394-5556

266 鍼灸 桜通り鍼灸院
松戸市常盤平2-20-5長
谷川ﾏﾝｼｮﾝ202号

047-385-3555

267 鍼灸 鍼灸治療室グリュー 松戸市常盤平7-19-9 047-727-1495

268 鍼灸 ときわ鍼灸接骨院
松戸市常盤平2-9-8ｻｸﾗ
ｱﾍﾞﾆｭｰA

047-88-2902

269 鍼灸 常盤平中央鍼灸院 松戸市常盤平３－２１－ 384-0971
270 鍼灸 むらた鍼灸接骨院 松戸市常盤平1-20-3 047-83-1222

271 鍼灸 ユーカリ鍼灸院
松戸市常盤平５－２１－
２玄澤ビル１階

047-710-0106

272 鍼灸 レディス鍼灸院ナカムラ 松戸市常盤平柳町22-7 047-384-7272

273 鍼灸 とさかはり灸院
松戸市西馬橋蔵元町
118ｺｰﾎﾟあずさ101

047-700-5637

274 鍼灸 海陽堂鍼灸院
松戸市馬橋１８０６中村
店舗１０１

047-700-5948

275 鍼灸 土屋灸術院 松戸市馬橋1896-2
276 鍼灸 中島整体診療院 松戸市馬橋301-1 047-342-6771

277 鍼灸
鍼灸治療院碧空～そら
～

松戸市新作２４０－３プ
レスメント２０２

278 鍼灸 青木鍼灸院 松戸市栄町3-146-1 047-64-1011

279 鍼灸 医心堂鍼灸院 松戸市栄町8-694-14 047-368-8284

280 鍼灸 えびす鍼灸院
松戸市北松戸２－１－１
スカイコーラル１０１

047-703-8721

281 鍼灸 岩出はり灸院 松戸市上本郷3120 047-365-1990

282 鍼灸 つばき温灸院
松戸市上本郷3757関根
ｺｰﾎﾟ102

283 鍼灸 ふたほ接骨院
松戸市上本郷4140-1ｻﾝ
ﾗｲﾄﾊﾟﾃｨｵ105、106

047-703-8504
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284 鍼灸 和の輪鍼灸院
松戸市上本郷901鈴木ビ
ル403号

047-368-1361

285 鍼灸 かつまた鍼灸治療院 松戸市古ヶ崎4-3562-1

286 鍼灸 遊心堂鍼灸院
松戸市根本3-9アクシス
根本201

047-369-1331

287 鍼灸 創方堂鍼灸治療院
松戸市根本14-1津田ﾋﾞﾙ
604

047-68-0604

288 鍼灸 鳳凰鍼灸治療院
松戸市根本461弁天会
館410

047-68-8621

289 鍼灸 松戸駅前中央鍼灸院
松戸市根本2-1パークハ
イツオガワ１階１号室

047-60-8355

290 鍼灸 松戸整骨院
松戸市根本3-6田中ﾋﾞﾙ
１階

047-61-2248

291 鍼灸 けん鍼灸院
松戸市二十世紀が丘戸
山町３８－５

047-710-5101

292 鍼灸 松戸の灸 松戸市本町21-13 047-362-3102

293 鍼灸 リフレッシュサロンコルボ
松戸市本町４－４GK松
戸ビル３０１

047-312-2898

294 鍼灸 東洋針灸治療院
松戸市松戸1239ｾｷﾈﾋﾞﾙ
3F

047-367-8264

295 鍼灸 今井鍼灸院 松戸市下矢切73-1 047-367-9001

296 鍼灸 はる鍼灸院
松戸市下矢切148-2ｸﾞﾗﾝ
ﾌｫｰﾚ矢切101

047-331-1407

297 鍼灸 香林堂鍼灸院 松戸市栗山27 047-62-3752

298 鍼灸 みなみ鍼灸院
松戸市栗山55‐6ﾛｰｽﾞﾊﾞ
ﾝｸ矢切１階-A

047-365-2299

779 柔道整復 あじさい鍼灸整骨院 松戸市平賀12-1 047-347-0808

770 柔道整復 旭柔道整復院 松戸市東平賀天神下 電話不明
734 柔道整復 田中接骨院 松戸市殿平賀209 047-341-0259

735 柔道整復 蛯原整骨院 松戸市殿平賀195-1-２Ｆ 047-340-3420
736 柔道整復 仁優堂整骨院 松戸市殿平賀１８９－１ 047-703-7707

600 柔道整復 大金平接骨院 松戸市大金平5-393 047-344-2285

601 柔道整復 たばた整骨院 松戸市大金平2-106-6 047-347-3500

602 柔道整復 ふるや接骨院 松戸市大金平５－３４４ 047-347-5605

700 柔道整復
うえつ接骨院

松戸市大金平５－３９２
－２ジュネパレス松戸第
３７１０３号 047-713-1686

635 柔道整復
みよし接骨院

松戸市小金きよしヶ丘2-
20-3 047-343-6320

636 柔道整復
きよしヶ丘整骨院

松戸市小金きよしヶ丘3-
4-22メゾン北小金202 047-711-6763

625 柔道整復 松本接骨院 松戸市小金443 047-341-0544

626 柔道整復 小松接骨院 松戸市小金637 047-344-8241

627 柔道整復 平井接骨院 松戸市小金4-13 047-344-4020

628 柔道整復 ゆーかり接骨院 松戸市小金135 047-347-5520

629 柔道整復 健美整骨院 松戸市小金44-1-2 047-341-8216

630 柔道整復
りゅうぞう整骨院

松戸市小金2ﾋﾟｺﾃｨ西館1
階103号室 047-341-1543

631 柔道整復 たかべや接骨院 松戸市小金68-1 047-727-8806

632 柔道整復 いいずみ整骨院 松戸市小金４２８－１ 047-340-3988

633 柔道整復
北小金南口整骨院

松戸市小金４４３－２８ラ
ビア北小金２Ｆ 047-341-1868

634 柔道整復
あゆみ整骨院

松戸市小金清志町３－４
メゾン北小金 047-711-9148

660 柔道整復 らびの整骨院 松戸市幸谷460-７ 047-382-5225

759 柔道整復 大井整骨院 松戸市二ツ木１２８２－２ 047-346-0207

620 柔道整復 佐久間整骨院 松戸市小金原2-1-68 047-343-5427

621 柔道整復
石山整骨院

松戸市小金原3-15-18
第7ｺｰﾎﾟﾗｽ1F 047-347-3227

622 柔道整復 大橋整骨院 松戸市小金原6-2-15 047-341-0038

623 柔道整復 リヤーダ整骨院 松戸市小金原4－9－61 047-342-0080
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637 柔道整復 いしばし整骨院 松戸市小金原3-6-6- 047-309-1484

638 柔道整復
小金原中央整骨院

松戸市小金原5-30-4ﾗ
ﾌｨｰﾇﾅﾐｷ102 047-346-3443

639 柔道整復 あかば整骨院 松戸市小金原4－12－ 047-349-0810

640 柔道整復 さくら整骨院 松戸市小金原6－2－7 047-393-8839

641 柔道整復 ながえ整骨院 松戸市小金原6-11-1 047-705-7348

642 柔道整復
こがね整骨院

松戸市小金原7－33－
11サンライズ中山1Ｆ 047-374-5330

643 柔道整復 小金原整骨院 松戸市小金原6－11－ 047-344-7767

644 柔道整復
堀内整骨院

松戸市小金原6-8-17第
3コーポラス101号室 047-710-5515

645 柔道整復 まつの樹整骨院 松戸市小金原８－３１－ 047-710-2145

646 柔道整復 優氣接骨院 松戸市小金原８－４－３ 047-703-7680

767 柔道整復 八ケ崎名倉接骨院 松戸市八ヶ崎797 047-341-2130

768 柔道整復
落合接骨院八ヶ崎分院

松戸市八ヶ崎1-1-12トッ
プヒル新松戸１－Ｂ 047-382-5216

769 柔道整復 八ケ崎さくら整骨院 松戸市八ケ崎２－９－１ 047-718-8105

840 柔道整復
はちがさき整骨院

松戸市八ケ崎８－１９－
９－１０１ 047-342-2002

743 柔道整復 なんかつ整骨院 松戸市中和倉１４０－２１ 047-700-5354
780 柔道整復 二ツ木整骨院 松戸市二ﾂ木1459-1 047-342-9242

781 柔道整復 松戸みらい整骨院 松戸市二ツ木１７８７ 047-729-3087

671 柔道整復 大郷接骨院 松戸市新松戸6-88-6 047-346-0633

672 柔道整復
橋本接骨院

松戸市新松戸4-207かえ
でｺｰﾎﾟ105 047-343-6383

673 柔道整復 新松戸南接骨院 松戸市新松戸3-456 047-341-3911

674 柔道整復
新松戸駅前整骨院

松戸市新松戸1-480栄
場ﾋﾞﾙ4F 047-343-2801

675 柔道整復 桑原接骨院 松戸市新松戸5-194-1 047-309-5050

676 柔道整復
あじさい整骨院

松戸市新松戸4-112ﾀｼﾞﾏ
ｺｰﾎﾟ103 047-346-3147

677 柔道整復 あおぞら整骨院 松戸市新松戸3-224-2 047-348-0268

678 柔道整復 東葛接骨院 松戸市新松戸1－225 047-346-1912

679 柔道整復 とびの整骨院 松戸市新松戸1－187－ 047-321-6853

680 柔道整復
名倉堂山本接骨院

松戸市新松戸3-356第
二ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂA-1-B 047-346-1211

681 柔道整復 辰巳接骨院 松戸市新松戸6－42 047-314-8750

682 柔道整復
自律治療院

松戸市新松戸２－１５森
ビル３階 047-345-2114

683 柔道整復
三丁目整骨院

松戸市新松戸3－89－2
グリーンバードはっとり 047-710-3189

684 柔道整復
ハルク整骨院新松戸

松戸市新松戸3－132ラ
フィーヌ・メイプル102 047-369-7283

685 柔道整復 ３６０°鍼灸接骨院 松戸市新松戸1－442－ 047-710-0980

686 柔道整復
新松戸鍼灸整骨院

松戸市新松戸2－15森ビ
ル5F 047-346-3798

687 柔道整復
新松戸さかえ接骨院

松戸市新松戸６－１－２
石崎ビル1階 047-382-5648

688 柔道整復
ひだまり整骨院

松戸市新松戸３－１２６
ベル・クレール１０１ 047-711-8851

689 柔道整復
ひばり整骨院

松戸市新松戸４－２０２
関口第６ビル１０５号 047-703-9674

690 柔道整復
潤整骨院

松戸市新松戸３－３８小
高ビル１０１ 047-712-1066

691 柔道整復
アスリライト整骨院

松戸市新松戸６－３６エ
スプラザ１０２ 047-341-8100

692 柔道整復
新松戸中央整骨院

松戸市新松戸３－２８９
エスビーシー第１ビル１
階１号室 047-346-9800

693 柔道整復
新松戸北鍼灸接骨院

松戸市新松戸７－１６５
－１０ 047-710-7232
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694 柔道整復 新松戸クラシオン整骨院 松戸市新松戸１－１６－ 047-344-7850

695 柔道整復
ポプラ整骨院（柔道整
復）

松戸市新松戸３－３０４
グリーンプラザＢ－２ 047-710-2861

696 柔道整復
アステル整骨院

松戸市新松戸３－１７ワ
イズ１０１１A 047-340-0300

697 柔道整復
ゼロスポ整骨院新松戸
けやき通り

松戸市新松戸３－１３日
暮ビル１０５ 047-344-1777

698 柔道整復
ときた整骨院

松戸市新松戸２－３５
コーポコーエイ１０１号室 047-340-5560

699 柔道整復 新松戸名倉接骨院 松戸市新松戸南1-485 047-345-4113

2 あん摩 富士見治療院 流山市東深井321-1 04-7152-0324

9 あはき 末広治療院 流山市東深井1109-87 04-7152-1729

14 あん摩 小林マッサージ治療院 流山市東深井41 04-7152-716

41 あはき
石井はり・きゅう・指圧治
療院

流山市東深井865-65 04-7154-1501

80 あん摩
ながれやま訪問マッサー
ジ

流山市東深井３９４－３
ジュネパレス運河０１－
Ａ－１０５

04-7199-9201

202 柔道整復 ひがしふかい整骨院
流山市東深井字水辺８８
５－２３２

04-7153-2653

209 柔道整復 千住名倉運河整骨院 流山市東深井２４７－２ 04-7152-5507

222 柔道整復 運河さくら整骨院 流山市東深井４２１－３ 04-7157-2274

230 柔道整復 運河駅前整骨院 流山市東深井３３４－２ 04-7136-1575

11 あはき 新保鍼灸院 流山市こうのす台629-23 04-7154-6746
45 あはき 康太朗治療院 流山市こうのす台1076- 04-6182-2773

51 鍼灸 みらい健康堂 流山市こうのす台1074- 04-8314-9136

17 鍼灸 杉山鍼灸治療院
流山市美原1213-6-A-
302

04-7154-0393

199 柔道整復 えんどう接骨院 流山市美原1-160-2 04-7152-3440

233 柔道整復 かえる整骨院
流山市美原１－１２１７杉
村店舗５号室

04-7152-0981

6 あはき 長生堂 流山市江戸川台東1- 不明

13 鍼灸 平井鍼灸治療院
流山市江戸川台東4-
252-2

04-7154-3475

25 あはき
はり灸専門青木清枝治
療院

流山市江戸川台東4-
169

04-7152-2164

27 あん摩 小沢指圧
流山市江戸川台東2-
109-2

04-7155-5421

32 あはき 祐馬鍼灸治療院 流山市江戸川台東2-84 04-7153-0819

33 あはき リスブラン鍼灸院 流山市江戸川台東1- 04-7152-3901

40 あはき 神田ここちあ堂 流山市江戸川台東1-99 04-7196-7747

72 鍼灸 江戸川台駅前鍼灸院
流山市江戸川台東２－２
４正木ビル１Ｆ

04-7197-6310

77 あん摩 いしい指圧治療院 流山市江戸川台東2-5- 04-7153-6899

191 柔道整復 渡辺整骨院
流山市江戸川台東1-9-
1-1F

04-7152-6061

195 柔道整復 神田ここちあ堂整骨院 流山市江戸川台東1-99 04-7196-7747

216 柔道整復 江戸川台駅前整骨院
流山市江戸川台東２－２
４正木ビル１Ｆ

04-7197－6310

223 柔道整復 いしばし整骨院
流山市江戸川台東1-10
ｻﾝﾊﾟﾃｨｰｸ102

04-7153-8088

227 柔道整復 えどがわ台整骨院
流山市江戸川台東２－３
１１－３

04-7152-0184

228 柔道整復 いしい整骨院 流山市江戸川台東2-5- 04-7153-6899

65 鍼灸 柏の葉鍼灸院 流山市青田4-3 04-7155-3598

189 柔道整復 柏の葉接骨院 流山市青田4-3 04-7155-3598

37 鍼灸 はりきゅう院ふうか 流山市駒木台492-5 04-7153-8502

232 柔道整復 小倉整骨院 流山市駒木台２８４－３ 04-7155-5611

19 あん摩
指圧マッサージ按摩藤
原治療所

流山市東初石1-159-1 04-7155-2006
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46 鍼灸 サラサ鍼灸治療院
流山市東初石3-311-1
ｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ初石Ｄ-601

04-7155-7301

61 鍼灸 匠鍼灸接骨院 流山市東初石4-238-42 04-7154-1156

64 鍼灸 中央鍼灸院
流山市東初石４－１３５
－９５

04-７128-9717

171 柔道整復 白石接骨院 流山市東初石2-199-2 04-7153-2566

212 柔道整復 匠鍼灸接骨院 流山市東初石4-238-42 04-7154-1156

215 柔道整復 中央整骨院
流山市東初石４－１３５
－９５

04-７128-9717

217 柔道整復 おおひなた整骨院
流山市東初石３－１３３
－４第2メゾン豊晃ビル１
０４号

04-7189-8218

225 柔道整復 おおたかの森整骨院
流山市東初石6-185-6グ
リーンヒルズ１Ｆ

04-7152-5776

1 あん摩 山本施術所 流山市江戸川台西1- 不明
43 あはき 鍼灸マッサージもみ太郎 流山市江戸川台西1- 04-7152-9919

81 あはき 青山元気堂
流山市江戸川台西２－５
－８昼間荘２０１号

174 柔道整復 佐藤接骨治療院 流山市江戸川台西3-94 04-7155-2958

185 柔道整復 仁天堂接骨院 流山市江戸川台西1- 04-7152-2013

42 鍼灸 喜多スポーツ鍼灸院 流山市北134-23 04-7152-5707

198 柔道整復 喜多スポーツ接骨院 流山市北134-23 04-7152-5707

3 あん摩 柴治療院 流山市西初石5-176-57 不明
4 あん摩 ひがし治療院 流山市西初石3-12-7 不明
8 あはき 岡山治療院 流山市西初石2-80-8 04-7154-5035

26 あはき 漢方はり灸治療院楽々 流山市西初石4-370-27 04-7155-3119

39 鍼灸 えびす鍼灸整骨院 流山市西初石4-112-21 04-7153-9888

53 鍼灸 たなごころ鍼灸院 流山市西初石3-1447-2 04-7153-3625

55 あん摩 ガーデンマッサージ院 流山市西初石３－８－１ 04-7155-5113

57 鍼灸 初石駅前鍼灸院
流山市西初石3-100森
田ビル１F

04-7155-3120

66 あはき
鍼灸・マッサージ「治療る
～む」

流山市西初石4-474-1 04-7154-1523

73 あん摩鍼
初石マイン鍼マッサージ
院

流山市西初石３－９６－
２４

04-7190-5889

188 柔道整復 玉井整骨院 流山市西初石3-103-10 04-7152-2187

194 柔道整復 えびす鍼灸整骨院 流山市西初石4-112-21 04-7153-9888

196 柔道整復 ガーデン整骨院 流山市西初石3-8-10 04-7155-5113

203 柔道整復 たなごころ整骨院 流山市西初石3-1447-2 04-7153-3625

205 柔道整復 初石駅前整骨院
流山市西初石3-100森
田ビル１F

04-7155-3120

218 柔道整復 初石接骨院 流山市西初石4-474-1 04-7154-1523

224 柔道整復 初石マイン整骨院
流山市西初石３－９６－
２４

04-7190-5889

235 柔道整復
おおたかの森セントラル
整骨院

流山市西初石６－１８５
－２流山おおたかの森
Ｓ．Ｃ３Ｆ

04-7154-6288

236 柔道整復 はついし整骨院
流山市西初石３－１－１
９ファミールアゼリア２号

183 柔道整復 富士見台整骨院 流山市富士見台2-14- 04-7153-8683

18 あはき 大学はり灸院 流山市駒木620-10 04-7154-0226

56 あはき
元気鍼灸マッサージ治
療院

流山市駒木649-86

12 あん摩 植木指圧整体治療所 流山市長崎1-49 04-7145-1872

47 あはき 秋元鍼灸院 流山市野々下6-613-13 04-7145-1969

175 柔道整復 秋元接骨院 流山市野々下6-613-13 04-7145-1969

186 柔道整復 とよしき整骨院 流山市野々下5-975 04-7145-7673

63 鍼灸 不動堂鍼灸治療院 流山市市野谷401-3 04-7158-6828

79 あはき ここ鍼灸マッサージ院
流山市市野谷６６７－１４
（新Ｂ４０街区５）ハンプト
ン１０１

04-7196-7333
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234 柔道整復 ここ接骨院
流山市市野谷６６７－１４
（新Ｂ４０街区５）ハンプト
ン１０１

04-7196-7333

7 あん摩 阿部指圧治療所 流山市松ヶ丘1-568-15 04-7144-6870

31 あはき 松ヶ丘鍼灸院 流山市松ヶ丘320-48 04-7143-1755

44 あん摩 松ヶ丘治療院 流山市松ヶ丘5-681-18 04-7143-2665

74 あん摩
訪問リハビリマッサージ
楽らく

流山市松ケ丘１－４６２
－２０

04-7143-4976

197 柔道整復 愛心松ヶ丘整骨院
流山市松ヶ丘2－320－
109

04-7146-8875

21 鍼灸 張英潔鍼灸院 流山市向小金4-21-130 04-7154-2630

54 あん摩
工藤指圧マッサージ治
療院

流山市向小金１－４５０
－１４

04-5394-0950

82 鍼灸 ゆたか鍼灸治療院
流山市向小金１－４４８
－１３ボン・エリーゼ２０５

04-7170-1260

181 柔道整復 張英潔接骨院 流山市向小金4-21-130 04-7174-2630

192 柔道整復 ざおう接骨院 流山市向小金3-133-9 04-7174-0584

182 柔道整復 中田接骨院 流山市名都借824-1 04-7148-6188

68 あん摩 マッサージ院おおば 流山市前平井101-2- 04-7157-1899

208 柔道整復 接骨院おおば 流山市前平井101-2- 04-7157-1899

226 柔道整復
セントラルパーク駅前整
骨院

流山市前平井94ｱｰｸﾋﾙ
ｽﾞ英0001

04-7197-4948

184 柔道整復 荒牧接骨院 流山市宮園1-10-3 04-7159-0390

5 あん摩 宇佐美治療院 流山市西平井1-4 04-7159-4357

52 鍼灸 Marzメルツ治療院 流山市西平井2-16 04-7113-0066

62 あん摩 はな指圧治療院
流山市大字西平井385
山崎ビル102

04-7157-3990

15 あん摩 平和台マッサージ 流山市平和台3-2-1 04-7159-9316

34 あん摩 高橋指圧治療院 流山市平和台3-3-3- 04-7158-0300

36 鍼灸 健祥鍼灸院 流山市平和台3-4-2 04-7159-4499

172 柔道整復 村山接骨院 流山市平和台3-2-11 04-7158-1008

180 柔道整復 平和台中央整骨院 流山市平和台4-36-10 04-7158-6714

190 柔道整復 健祥整骨院 流山市平和台3-4-2 04-7159-4499

213 柔道整復
千住名倉よつ葉柔道整
復施術所

流山市平和台3-4-14-1 04-7157-1948

16 鍼灸 鰭ヶ崎鍼灸院 流山市鰭ヶ崎1485-8 不明
58 あはき のざき鍼灸治療院 流山市鰭ケ崎１５９０－２ 04-7158-8160
60 鍼灸 はるみ鍼灸院 流山市鰭ヶ崎1445-1 04-7192-7481

75 あん摩
訪問マッサージＫＥｉＲＯ
Ｗ南流山ステーション

流山市鰭ケ崎２１００－３ 0120-099-988

173 柔道整復 高柳整骨院 流山市鰭ヶ崎1600-1 04-7158-3327

200 柔道整復 みなみ接骨院
流山市鰭ヶ崎1722-8ﾏﾝ
ｼｮﾝ西川端101号

04-7178-8870

204 柔道整復 柏陽堂街かど整骨院 流山市鰭ケ崎11-9 04-7179-5698

211 柔道整復 はるみ接骨院 流山市鰭ヶ崎1445-1 04-7192-7481

229 柔道整復 ひれがさき整骨院
流山市鰭ケ崎1448第一
スズキビル１F

04-7158-8282

10 鍼灸 流山鍼灸院 流山市南流山5-7-4 04-7159-5263

23 あん摩 カツオ指圧 流山市南流山1-1-7 04-7150-5232

29 灸 南流山灸堂院
流山市南流山3-10-1-
102

04-7159-3131

30 あはき 鍼灸院やすらぎ 流山市南流山6-6-5- 04-7159-5089

35 あん摩 あおいマッサージルーム
流山市南流山1-24-6-
201

04-7178-8360

38 あはき みのり鍼灸院 流山市南流山1-20-1 04-7159-0939

49 あはき 鍼灸院つきあかり
流山市南流山2-5-10-
201

04-7103-8820

50 あはき 天気堂鍼灸院 流山市南流山3-16-7 04-7150-4646

59 あはき あず鍼灸院 流山市南流山3-10-1 04-7159-9899

67 鍼灸 南流山駅前鍼灸院 流山市南流山２－２－８ 04-7158-5511
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69 鍼灸 まりん鍼灸院
流山市南流山2-23-9松
影ビル１階

04-7150-8580

70 あはき はり灸治療院美潤
流山市南流山４－１－４
ＫＳビル1階

04-7199-3734

71 あん摩 けやきの森治療院
流山市南流山３－１－３
BriliantFlower１０階1006

04-7158-0135

76 鍼灸 ブルーベア鍼灸院
流山市南流山６－１８－
１７

04-7159-8114

78 あはき 中井スポーツ鍼灸院
流山市南流山1-19-7ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾙｰｼｽ103

04-7113-4104

177 柔道整復 千住名倉流山整骨院分 流山市南流山1-7-2-
178 柔道整復 流山第一接骨院 流山市南流山4-5 04-7150-2820

179 柔道整復 岡村整骨院 流山市南流山2-16-6 04-7150-2890

187 柔道整復 南流山整骨院 流山市南流山4-4-19 04-7159-9371

193 柔道整復 みのり整骨院 流山市南流山1-20-1 04-7159-0939

206 柔道整復 天気堂鍼灸整骨院 流山市南流山3-16-7 04-7150-4646

207 柔道整復 あず整骨院 流山市南流山3-10-1 04-7159-9899

210 柔道整復 伊原接骨院 流山市南流山６－２９－ 04-7170-1839

219 柔道整復 南流山駅前整骨院 流山市南流山２－２－８ 04-7158-5511

220 柔道整復 まりん整骨院
流山市南流山2-23-9松
影ビル１階

04-7150-8580

221 柔道整復 ひかり整骨院
流山市南流山6-9-5セン
トラルハイツ１０２

04-7199-2117

231 柔道整復 中井スポーツ整骨院
流山市南流山1-19-7ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾙｰｼｽ103

04-7113-4104

22 あはき 中澤治療院 流山市流山6-570-1 04-7158-6080

48 あはき 山崎治療院 流山市流山1-132 不明

214 柔道整復 平和台駅前整骨院
流山市流山５－１－１駅
前ビル１０２

04-7159-5535

24 あん摩 小谷指圧治療院 流山市三輪野山945-2 04-7159-1378

20 あん摩
中島指圧マッサージ治
療室

流山市加1629-3 04-7159-8872

28 あはき 寿楽堂鍼灸指圧治療院 流山市加4-1-14 04-7150-0320

176 柔道整復 むらやま秀愛接骨院 流山市加1596-1
201 柔道整復 ながれやま整骨院 流山市加４－１０－１７ 04-7159-4563

63 鍼灸 生田鍼灸治療室 我孫子市都部100-10 04-7187-3239

71 鍼灸 丸山治療院 我孫子市布佐1-23-8 04-7189-0362

72 あん摩 堀越マッサージ 我孫子市布佐2974 04-7189-1394

73 あはき 誠心堂鍼灸院 我孫子市布佐3370-17 04-7181-6089

74 あはき 光憧漢 我孫子市布佐1-29-5 04-717189-4649

75 あはき
おかの鍼灸マッサージ治
療院

我孫子市布佐1-10-15 04-7189-2902

181 柔道整復 ＵＰ湘南整骨院
我孫子市布佐８４５－１
ヒルサイドビル丹羽１０２

04-7188-6644

182 柔道整復 布佐みどり整骨院 我孫子市布佐2798-6 04-7189-5587

221 柔道整復 小川接骨院 我孫子市布佐2902 04-7189-1709

222 柔道整復 飯田整骨院 我孫子市布佐2174 04-7189-2570

223 柔道整復 おざき接骨院 我孫子市布佐1212 04-7189-1898

224 柔道整復 乾整骨院 我孫子市布佐1-24-12 04-7189-6333

203 柔道整復 坂田治療センター 我孫子市江蔵地556 04-7188-3034

3 鍼灸 アイランド鍼灸院
我孫子市新木野３－１１
－１９

04-7170-1920

51 あん摩 須藤マッサージ 我孫子市中峠2003-9 04-7188-1300

52 あはき
我孫子市老人福祉セン
ター（（つつじ荘））

我孫子市中峠2607 04-7188-0123

53 あはき 治療室一灸 我孫子市中峠1230-8 04-7188-5019

212 柔道整復 橘接骨院 我孫子市中里304 04-7188-0022

56 あはき 橘指圧治療院 我孫子市中里304 04-7188-0022

186 柔道整復 湖北中央整骨院 我孫子市中里３２４ 04-7199-3634

66 鍼灸 鍼灸院ナルシマ 我孫子市日秀254-19 04-7188-0829

219 柔道整復 海老原接骨院 我孫子市日秀27-2 04-7188-0345
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54 鍼灸 陽明堂鍼灸院 我孫子市中峠台14-21 04-7187-0219

55 あん摩 治療室川田 我孫子市中峠台11-6 04-7188-2105

211 柔道整復 高橋接骨院 我孫子市中峠台19-6 04-7106-6666

217 柔道整復 唐津整骨院 我孫子市都部100-1 04-7188-1224

8 あはき
鍼灸・マッサージ我孫子
治療院

我孫子市湖北台1-13-6 04-7188-5811

9 あはき かなで鍼灸マッサージ院
我孫子市湖北台8-6-9-
1F

04-7107-7048

10 あはき しろくま治療院
我孫子市湖北台3-3-1ク
リスタルハイツ湖北台２０

04-7196-6507

31 あん摩 川田治療院 我孫子市湖北台8-16
32 あん摩 佐藤指圧治療所 我孫子市湖北台8-10-6
33 あん摩 宮城マッサージ 我孫子市湖北台5-4-22

34 鍼灸 アクツ鍼灸院
我孫子市湖北台10-6-
3-102

04-7187-0174

35 あん摩 治療院いしじま
我孫子市湖北台8-1-1-
1-108

04-7188-6318

36 あん摩 岡野マッサージ院 我孫子市湖北台1-7-2 04-7187-6254

37 あん摩
湖北台マッサージ治療
院

我孫子市湖北台1-15-
3102号室

04-7188-9039

38 あはき たちばな治療院 我孫子市湖北台1-17- 04-7192-8072

81 あはき
わかば鍼灸接骨院（あは
き）

我孫子市湖北台1-13-
20

04-7139-2646

183 柔道整復 かなで整骨院
我孫子市湖北台8-6-9-
1F

04-7107-7048

199 柔道整復 アクツ接骨院
我孫子市湖北台10-6-
3-102

04-7187-0174

200 柔道整復 湖北台整骨院 我孫子市湖北台3-4-11 04-7187-3804

201 柔道整復 わかば鍼灸接骨院（柔 我孫子市湖北台1-13- 04-7139-2646

202 柔道整復 おのでら接骨院 我孫子市湖北台9-6-7 04-7187-6702

26 あん摩 鈴木マッサージ 我孫子市下ヶ戸140-4 04-7184-0090

5 あん摩 一心道眞指圧治療院 我孫子市栄14-3 04-7182-1610

13 鍼灸 接骨院こころ 我孫子市泉4-40 04-7186-5563

48 あん摩 泉指圧院 我孫子市泉15-11 04-7183-1567

185 柔道整復 鍼灸院こころ 我孫子市泉4-20 04-7186-5563

7 鍼灸 鍼灸院ＫＩＲＩＮ
我孫子市天王台2-5-5
サンライトヒルズＤ102

16 あはき
訪問マッサージはりきゅ
う水谷治療院

我孫子市天王台2-12-8 04-7184-7674

57 鍼灸 かすみ鍼灸院
我孫子市天王台1-1-30
ロイヤルマンション301

04-7185-9599

58 あはき 花鳥鍼灸院 我孫子市天王台3-13-1 04-7184-1989

59 あはき 倉持鍼灸院 我孫子市天王台3-8-11 04-7182-4814

60 あはき ゆう治療室 我孫子市天王台3-12- 04-7182-3571

61 鍼 天王台中央鍼灸院 我孫子市天王台2-2-30 04-7170-4911

62 鍼灸 天王台駅前鍼灸院
我孫子市天王台1-20-1
サンライフ天王台１F

04-7182-1777

187 柔道整復 天王台リラックス接骨院
我孫子市天王台１－２４
－４川村第１３ビル１Ｆ

04-7128-9371

213 柔道整復 天王台整骨院 我孫子市天王台2-3-11 04-7184-4938

214 柔道整復 倉持接骨院 我孫子市天王台3-8-11 04-7182-4814

215 柔道整復 天王台中央整骨院 我孫子市天王台2-2-30 04-7170-4911

216 柔道整復 天王台駅前整骨院
我孫子市天王台1-20-1
サンライフ天王台１F

04-7182-1777

64 あん摩 渡辺マッサージ 我孫子市東我孫子1-4- 04-7182-4513

65 鍼灸 観風堂
我孫子市東我孫子1-
22-14

04-7182-8764

218 柔道整復
らくだ鍼灸マッサージ整
骨院

我孫子市東我孫子2-
33-22ｻﾝﾊｲﾂｾｲﾉ101

04-7182-8119

4 あん摩 吉田マッサージ・セラ 我孫子市高野山97-46 04-7189-3324

39 あん摩 川田治療院 我孫子市高野山547 04-7182-3318
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44 あはき 清水鍼灸治療院 我孫子市若松135-5 04-7152-6202

207 柔道整復 ことぶき整骨院 我孫子市若松139-15 04-7183-5050

18 あはき かおり鍼灸院
我孫子市本町3-5-1安
井ビル301

04-7186-3007

19 鍼灸 我孫子駅前鍼灸院 我孫子市本町2-4-6 04-7186-5260

20 鍼灸 あびこオレンジ鍼灸院 我孫子市本町２－１－２ 04-7128－4949

77 鍼灸 ヨシオカハリ灸院 我孫子市本町3-5-24 04-7185-1579

78 あん摩 若葉治療院
我孫子市本町1-4-5-
F202

04-7186-4886

190 柔道整復 パーム整骨院 我孫子市本町2-4-111F 04-7186-6981

191 柔道整復 我孫子駅前整骨院 我孫子市本町2-4-6 04-7186-5260

192 柔道整復 あびこ南整骨院 我孫子市本町3-3-7 04-7185-4620

193 柔道整復 あびこオレンジ整骨院 我孫子市本町２－１－２ 04-7128－4949

45 あはき ことぶき鍼灸治療室 我孫子市寿1-6-21
46 鍼灸 熒はりきゅう院 我孫子市寿2-3-13 04-7186-2018

208 柔道整復 磯野整骨院 我孫子市寿2-9-15 04-7152-5507

21 あん摩 ほしの指圧治療院 我孫子市緑1-11-35 04-7184-8119

22 あはき
てがぬまＦＩＥＬＤ鍼灸院・
整骨院

我孫子市緑１－１１－３１
－２階

04-7157-1210

79 あはき 長井治療院 我孫子市緑2-2-1 04-7152-4583

80 あはき 藤村治療院 我孫子市緑1-1

194 柔道整復
てがぬまＦＩＥＬＤ鍼灸院・
整骨院

我孫子市緑１－１１－３１
－２階

04-7157-1210

17 あはき
KEiROW我孫子白山ス
テーション

我孫子市白山2-5-21メ
ゾン松丸102

04-7199－9407

67 鍼灸 本木治療院
我孫子市白山1-3-13-
1-3

04-7182-3626

68 あはき 我孫子鍼灸指圧治療院 我孫子市白山2-1-3
69 あはき はりきゅう指圧白山治療 我孫子市白山2-18-4 04-7182-4226

70 鍼灸 本木鍼灸科治療院 我孫子市白山1-1 04-7182-3626

188 柔道整復 いわぶち接骨院
我孫子市白山2-2-18
ヴェイル我孫子201

04-7197-1706

220 柔道整復 海老原接骨院 我孫子市白山2-6 04-7182-2714

2 鍼灸 ゐろは鍼漢院 我孫子市我孫子新田 04-7100-0039

14 鍼灸 ゐろは鍼漢院 我孫子市船戸3-5-7 04-7100-0039

49 鍼灸 有馬鍼灸治療院 我孫子市船戸3-3-14 04-7184-6703

30 あん摩 実治療院 我孫子市久寺家18-1 04-7184-6928

6 鍼 ハート鍼灸院
我孫子市つくし野６－４
－２１

04-7186-7553

24 あはき 川西鍼灸治療院
我孫子市つくし野1-2-25
ｺｰﾎﾟ天子山ＮＯ１１０４

04-7136-2253

25 あん摩 指圧あすなろ治療院
我孫子市つくし野６－６
－５

04-7184-4775

180 柔道整復 ハート整骨院
我孫子市つくし野６－４
－２１

04-7186-7553

196 柔道整復 しのざき接骨院 我孫子市つくし野7-1614 04-7186-0702
197 柔道整復 我孫子ビレジ接骨院 我孫子市つくし野3-22-1 04-7183-7666
76 あん摩 木下マッサージ院 我孫子市並木6-1-33 04-7182-2973

189 柔道整復 並木整骨院 我孫子市並木5-5-4 04-7183-7739

1 鍼灸 さんきゅう鍼灸院
我孫子市我孫子1-2-1
三宅第一ビル１０１

04-7181-3977

27 あはき 千代田針灸院 我孫子市我孫子170-2 04-7152-5560

28 あん摩
リフレッシュハウス指圧
マッサージ

我孫子市我孫子428-3 04-7169-1244

29 鍼灸 我孫子北口鍼灸院 我孫子市我孫子1-11-1 04-7179-1121

175 柔道整復 ひまわり整骨院
我孫子市我孫子1-17-
21-B

04-7183-9040

176 柔道整復 匡正堂前田整骨院 我孫子市我孫子1-22- 04-7182-7227

177 柔道整復 あびこ中央整骨院
我孫子市我孫子１－８－
１８ラ.セーヌ１Ｆ

04-7182-4976
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178 柔道整復 さんきゅう接骨院
我孫子市我孫子1-2-1
三宅第一ビル１０１

04-7181-3977

179 柔道整復 ＭＴ我孫子整骨院
我孫子市我孫子４－３－
３ルッシュル１

04-7199-0900

195 柔道整復 たかぎ整骨院
我孫市我孫子4-29-5-
101

04-7170-0627

198 柔道整復 我孫子北口整骨院 我孫子市我孫子1-11-1 04-7179-1121

15 鍼灸 鍼灸院orku
我孫子市台田4-5-19パ
ストラルハイム３号棟１０

23 あん摩 訪問マッサージおひさま
我孫市台田4-6-3パスト
ラルハイム１号棟205号

04-7196-7474

50 あはき 有賀鍼灸治療院 我孫子市台田2-7-53 04-7183-2240

11 あはき 鍼灸マッサージ院ANISH 我孫子市根戸３６６－１

40 あん摩
我孫子市西部福祉セン
ター

我孫子市根戸917-1 04-7185-5818

209 柔道整復 湖北名倉堂 我孫子市青山863
47 あはき 東洋鍼灸院 我孫子市青山台4-21-
210 柔道整復 稲毛整骨院 我孫子市青山台4-17-1 04-7183-3220

12 鍼灸 慧仙堂鍼灸院
我孫子市柴崎台4-5-
13-201

04-5181-1825

41 鍼灸 エルボ・鍼灸院
我孫子市柴崎台1-7-5
司ビル１Ｆ

04-7183-6459

42 あはき 天王台健康院 我孫子市柴崎台2-13- 04-7182-8963

43 鍼灸 ひばり鍼灸院 我孫子市柴崎台3-5-27 04-7185-3835

184 柔道整復 柴崎台接骨院
我孫子市柴崎台２－１１
－２０－１０２

04-7128-8837

205 柔道整復 エルボ・整骨院
我孫子市柴崎台1-7-5
司ビル１Ｆ

04-7183-6459

206 柔道整復 ひばり整骨院 我孫子市柴崎台3-5-27 04-7185-3835

204 柔道整復 川村整骨院 我孫子市柴崎2910 04-7183-7400

705 柔道整復 竹山整骨院 松戸市高柳1590-3 047-384-6826

834 柔道整復 岡本整骨院 松戸市六高台2-100 047-387-3059

835 柔道整復 戸村整骨院 松戸市六高台5-162-2 047-311-7500

836 柔道整復 中野整骨院 松戸市六高台7-119 047-311-5300

837 柔道整復 きりん整骨院 松戸市六高台7－71 047-729-4756

831 柔道整復 千寿接骨院 松戸市六実7-1-20 047-384-1656

832 柔道整復
六実駅前整骨院

松戸市六実４－２－９エ
ポックビル１０１ 047-388-2900

833 柔道整復
さわべ整骨院

松戸市六実４－１－１４
丸五ビル１０１ 047-701-5264

841 柔道整復
須藤整骨院

松戸市六実６－５－６駿
高店舗１階東側 047-386-1314

842 柔道整復
たかはし整骨院

松戸市六実４－１０－１
横一ビル１Ａ 047-711-8979

647 柔道整復 松戸東整骨院 松戸市五香六実734-6 電話不明
657 柔道整復 六実整骨院 松戸市五香六実3-17- 047-386-9551

624 柔道整復 整骨院友梨 松戸市五香南１－１３－ 047-700-5676

653 柔道整復 東洋整骨院 松戸市五香南2-31-5 047-387-6231

654 柔道整復
元気整骨院

松戸市五香南1-3-22-
102 047-384-3335

655 柔道整復
元山ゆうしん整骨院

松戸市五香南２－２４－
１４－２Ｆ 047-387-4137

656 柔道整復 元山駅中わくわく整骨院 松戸市五香南１－５－１ 047-712-1770

648 柔道整復 佐々木接骨院 松戸市五香4-20-7 047-331-1450

649 柔道整復 高橋治療院 松戸市五香2-24-7 047-311-2772

650 柔道整復 さくら元山整骨院 松戸市五香4‐58‐2 047-383-2888

651 柔道整復 五香あおぞら整骨院 松戸市五香２－１－３ 047-713-3279

806 柔道整復 茂木接骨院 松戸市松飛台111 047-386-1071

807 柔道整復 大山接骨院 松戸市松飛台586-34 047-386-9377

808 柔道整復 岡部整骨院 松戸市松飛台535 電話不明
809 柔道整復 はせがわ整骨院 松戸市松飛台530-5 047-311-0050
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810 柔道整復 御立場接骨院 松戸市松飛台145-2 047-387-7776

618 柔道整復
ひまわり整骨院

松戸市串崎南町２６サン
モールモリヤ１０１ 047-383-5009

652 柔道整復 五香さくら接骨院 松戸市五香西２－９－１ 047-387-0526

612 柔道整復
松飛台接骨院

松戸市紙敷1-11-3ｳﾞｪﾙ
ｳﾞｨ松飛台1F-B 047-384-6222

701 柔道整復 加藤接骨院 松戸市高塚新田135 047-391-5334

702 柔道整復
サトウ整骨院

松戸市高塚新田494-
13-10-102 047-392-8778

703 柔道整復 セントラルスポーツ接骨 松戸市高塚新田１２３－ 047-711-7688

704 柔道整復
星整骨院

松戸市高塚新田６４１－
６０アーバンフローラル５
号室

595 柔道整復
なゆほ整骨院秋山駅前
院

松戸市秋山142－1ルポ
ンドラルカンシェル101 047-710-3377

596 柔道整復
やまて接骨院

松戸市秋山字牧ノ内１４
５－２ 047-312-7622

771 柔道整復
東松戸整骨院

松戸市東松戸１－３－８
ｱﾙﾌﾞﾙ・ﾄﾞ・ｿｱ102号室 047-3848780

772 柔道整復
おりーぶ整骨院

松戸市東松戸３－７－１
泰明第２ハイツ１０１ 047-391-7788

773 柔道整復 BAMBS真術整骨院 松戸市東松戸３－７－１ 047-712-1677

821 柔道整復 佐藤整骨院 松戸市稔台187-4 047-363-3923

822 柔道整復 稔台整骨院 松戸市稔台2-63-6 047-366-5606

823 柔道整復 山口接骨院 松戸市稔台1130-1 047-391-1008

824 柔道整復 おぎはら整骨院 松戸市稔台2-1-1 047-361-3822

825 柔道整復
波のり接骨院

松戸市稔台7－３－1関
コーポ１０２ 047-366-4044

826 柔道整復
みのり台一番街整骨院

松戸市稔台１００－５クミ
アイビル１０２ 047-365-0055

827 柔道整復
みのり台駅前整骨院

松戸市稔台７－１３－２
第３山田マンシオン101 047-363-1911

793 柔道整復 川口整骨院 松戸市松戸新田281 047-367-2906

794 柔道整復 大昌整骨院 松戸市松戸新田460-2 047-367-1382

795 柔道整復 松戸新田接骨院 松戸市松戸新田266-10 047-368-9222

798 柔道整復 濱田接骨院 松戸市松戸新田490 047-362-5285

799 柔道整復
夢の整骨院

松戸市松戸新田575-25
オオイビル1階 047-711-8393

800 柔道整復
整骨院友誼

松戸市松戸新田４６３
ゲートハウス１Ｆ 047－331-0022

801 柔道整復 しまけん整骨院 松戸市松戸新田２１－２ 047-308-5519

802 柔道整復
海野整骨院

松戸市松戸新田２６５－
１６１Ｆ 047-710-7814

803 柔道整復
美島接骨院

松戸市松戸新田５７６－
１８－１Ｆ 047-710-3757

804 柔道整復 松戸新田ファミリー整骨 松戸市松戸新田１１８－ 047-711-7174

737 柔道整復 水崎接骨院 松戸市仲井町3-45 047-367-9163

738 柔道整復 上本郷名倉整骨院 松戸市仲井町3-71 047-366-8567

739 柔道整復 整骨院友祐 松戸市仲井町3－10－2 047-368-6622

740 柔道整復 上本郷駅前整骨院 松戸市仲井町３－２ 047-393-8128

741 柔道整復
きくち整骨院

松戸市仲井町２－１２０
－１１F 047-317-2333

766 柔道整復
のぎく野接骨院

松戸市野菊野66号棟
103号室 047-365-8393

603 柔道整復 かねがさく接骨院 松戸市金ヶ作303-19 047-389-0511

604 柔道整復 きたおか整骨院 松戸市金ヶ作419-55 047-387-1271

605 柔道整復 五香東口整骨院 松戸市金ヶ作413 047-388-1001

606 柔道整復
五香ひかり整骨院

松戸市金ヶ作408-2中沢
ビル1F 047-710-7506

607 柔道整復 ふきざわ整骨院 松戸市金ケ作418-82 047-386-5995
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608 柔道整復
桜整骨院

松戸市金ヶ作408－1432
階 047-389-5569

609 柔道整復 ボアソルチ接骨院 松戸市金ヶ作３６－８ 047-384-4976

774 柔道整復 夢の整骨院八柱院 松戸市日暮２－５－１１ 047-383-8393

775 柔道整復
あんず整骨院

松戸市日暮1-15-17ｸﾞﾗﾝ
ﾋﾞｭー戸部101号室 047-387-6715

776 柔道整復
聖仁堂さくら整骨院

松戸市日暮1-1-2八柱
駅ﾋﾞﾙ第一1FD号 047-394-7667

777 柔道整復 ひぐらし４丁目接骨院 松戸市日暮4-8-3 047-391-9015

778 柔道整復 千住名倉八柱整骨院 松戸市日暮3－10－5 047-392-3527

706 柔道整復 常盤平鍼療所 松戸市常盤平1-5-6 047-385-2511

707 柔道整復 常盤平中央接骨院 松戸市常盤平3-21-8 047-384-0971

708 柔道整復
さくら通り接骨院

松戸市常盤平2-20-5長
谷川ﾏﾝｼｮﾝ203 047-385-3555

709 柔道整復
太陽整骨院

松戸市常盤平5-11-36
五香ﾋﾞﾙ101 047-386-3977

710 柔道整復 錦整骨院 松戸市常盤平4-13-42 047-387-9863

711 柔道整復 すはら整骨院 松戸市常盤平7-4-11 047-389-1208

712 柔道整復 むらた鍼灸接骨院 松戸市常盤平1-20-3 電話不明

713 柔道整復
ときわ鍼灸接骨院

松戸市常盤平2-9-8ｻｸﾗ
ｱﾍﾞﾆｭｰA 047-388-2902

714 柔道整復 ペンギン整骨院 松戸市常盤平3－8－9 047-384-1127

715 柔道整復 五香中央整骨院 松戸市常盤平５－１８－ 047-389-2235

720 柔道整復
ユーカリ整骨院

松戸市常盤平５－２１－
２立澤ビル１階 047-710-0106

721 柔道整復 楓整骨院 松戸市常盤平３－９－６ 047-710-5906

722 柔道整復 五香駅前整骨院 松戸市常盤平5－20－4 047-383-3703

723 柔道整復 整骨院友彩 松戸市常盤平3－9－19 047-385-0062

724 柔道整復
楽整骨院

松戸市常盤平2-24-2-
C-3 047-388-0255

725 柔道整復 落合接骨院 松戸市常盤平4-12-10 047-394-1377

726 柔道整復 アスリートウェーブ整骨 松戸市常盤平5-1-6 047-311-6511

727 柔道整復 ひがし店舗整骨院 松戸市常盤平5-16- 047-727-5154

728 柔道整復
リリース五香整骨院

松戸市常盤平５－１６－
１４ 047-711-5867

729 柔道整復 アルト接骨院 松戸市常盤平７－１９－ 047-727-1495

730 柔道整復
落合接骨院五香分院

松戸市常盤平５－２８上
岡ビル２Ｆ 047-394-5556

731 柔道整復 つかよし整骨院 松戸市常盤平５－１２－ 047-383-5505

732 柔道整復
かみやま足腰整骨院

松戸市常盤平５－１９－
１五香駅西口ビル３階 047-386-7233

733 柔道整復
とまり接骨院

松戸市常盤平５－２４－
２０かわむらビル左Ａ号 047-389-8007

718 柔道整復 北沢接骨院 松戸市常盤平双葉町5- 047-386-0558

719 柔道整復 谷村接骨院 松戸市常盤平柳町27- 047-386-3090

716 柔道整復 双葉整骨院 松戸市常盤平陣屋前1- 047-386-3293

717 柔道整復
安蒜整骨院

松戸市常盤平西窪町
22-49 047-388-1665

789 柔道整復
牧の原団地整骨院

松戸市牧の原2－481－
20－116 047-385-2528

790 柔道整復 いちむら接骨院 松戸市牧の原１－１１ 047-712-2007

791 柔道整復 ヒラオ整骨院 松戸市牧の原1-12 047-387-6441

792 柔道整復 まきのはら中央整骨院 松戸市牧の原２－４８－ 047-729-3815

744 柔道整復
すえまつ接骨院

松戸市西馬橋3-48-5
ﾆｭｰﾊﾟﾚｽⅢ-101 047-342-3786

745 柔道整復
アンザイ整骨院

松戸市西馬橋相川町
117ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ馬橋店
舗２号室 047-343-8906

746 柔道整復 レミディおか部整骨院 松戸市西馬橋蔵元町28 047-342-2558

747 柔道整復
板垣接骨院

松戸市西馬橋蔵元町
198-2 047-341-0582
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748 柔道整復
健康の森接骨院

松戸市西馬橋蔵元町
196-1 047-343-1741

749 柔道整復
TBF月の接骨院

松戸市西馬橋蔵元町１８
３シティプラザⅡ３０１ 047-700-5095

750 柔道整復 いとう整骨院 松戸市西馬橋蔵元町３５ 047-382-6900

751 柔道整復
まばし中央接骨院

松戸市西馬橋幸町54幸
町ハイツ101 047-340-2333

811 柔道整復 佐久間接骨院 松戸市馬橋1815 047-341-5023

812 柔道整復 馬橋整骨院 松戸市馬橋234山口ﾋﾞﾙ 047-345-2650

813 柔道整復
及川接骨院

松戸市馬橋1640八広ｺｰ
ﾎﾟ1F 04-342-7475

814 柔道整復 馬橋接骨院 松戸市馬橋1898 047-349-0554

815 柔道整復 馬橋北堂接骨院本院 松戸市馬橋1766-7 047-349-7171

816 柔道整復 馬橋東口整骨院 松戸市馬橋104－1 047-342-4440

817 柔道整復
ポプラ整骨院

松戸市馬橋１０６－３シェ
モア１０１ 047-701-5539

667 柔道整復 リブラ接骨院 松戸市栄町西１－８５４ 047-382-5565

661 柔道整復 大友整骨院 松戸市栄町6-458 047-363-6415

662 柔道整復 松戸・栄町整骨院 松戸市栄町4-204-3 047-363-8478

663 柔道整復 医心堂整骨院 松戸市栄町8-694-14 047-368-8284

664 柔道整復 つかはら整骨院 松戸市栄町3－182－2 047-710-3167

665 柔道整復 佐久間接骨院 松戸市栄町５－２７３－３ 047-365-1586

666 柔道整復
栄町２丁目整骨院

松戸市栄町２－９１－６
MONTRESOR１A

047-375-8747

615 柔道整復 北松戸整骨院 松戸市北松戸2-12-5 047-367-8831

616 柔道整復
えびす整骨院

松戸市北松戸２－１－１
スカイコーラル１０１ 047-703-8721

617 柔道整復 北松戸カナリア整骨院 松戸市北松戸２－７－６ 047-393-8867

599 柔道整復 春風堂整骨院 松戸市上本郷１５－４ 047-5682-0085

610 柔道整復
小林接骨院

松戸市上本郷3-4083-1
ﾍﾞﾙｸﾚｰﾙ上本郷103 047-368-6083

611 柔道整復 上本郷整骨院 松戸市上本郷435 047-330-1133

613 柔道整復
ふたほ接骨院

松戸市上本郷4140-1ｻﾝ
ﾗｲﾄﾊﾟﾃｨｵ105、106 047-703-8504

614 柔道整復
米澤接骨院

松戸市上本郷924-5ジュ
ネパレス松戸第12-1F 047-711-6900

782 柔道整復 たかまつ接骨院 松戸市古ケ崎３－３３７７ 047-712-2600
838 柔道整復 古ヶ崎中央整骨院 松戸市古ヶ崎２－３２４３ 047-369-7977

839 柔道整復
古ヶ崎接骨院

松戸市古ヶ崎４－３５９２
－４ 047-360-0302

658 柔道整復 THB接骨院 松戸市小根本20－63Ｆ 047-369-5959

819 柔道整復 緑ケ丘名倉整骨院 松戸市緑ヶ丘2-384-2 047-366-3446

820 柔道整復
緑ヶ丘接骨院

松戸市緑ヶ丘1-23第1泉
ﾋﾞﾙ102号 047-367-0033

659 柔道整復 富士見台接骨院 松戸市胡録台164－8 047-363-1139

597 柔道整復 笠間接骨院 松戸市岩瀬618-20 047-364-7211

598 柔道整復 遠藤接骨院 松戸市岩瀬22-1 047-362-3932

760 柔道整復
鳳凰整骨院

松戸市根本461弁天会
館401 047-368-8621

761 柔道整復
松戸整骨院

松戸市根本3-6田中ビル
1階 047-361-2248

762 柔道整復
松戸駅前中央整骨院

松戸市根本2－1パーク
ハイツオガワ1階１号室 047-360-8355

763 柔道整復
りゅう整骨院

松戸市根本9－17宮本
歯科医院2F 047-368-3950

764 柔道整復 えびはら整骨院 松戸市根本78-1 047-727-3404

765 柔道整復
まつどはるの接骨院

松戸市根本１３９－１金
沢マンション１Ｆ 047-712-2966

758 柔道整復
なゆほ整骨院

松戸市二十世紀が丘美
野里町25ﾋﾞｭｰﾊﾟﾚｽ美野
里105
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752 柔道整復
ほたか接骨院

松戸市二十世紀が丘戸
山町94 047-391-7455

753 柔道整復
けん接骨院

松戸市二十世紀が丘戸
山町38－5 047-710-5101

754 柔道整復
丸山町整骨院

松戸市二十世紀が丘丸
山町124 047-361-6613

757 柔道整復
相澤接骨院

松戸市二十世紀が丘丸
山町63 047-391-0370

755 柔道整復
萩町整骨院

松戸市二十世紀が丘萩
町238 047-363-9336

756 柔道整復
ひやま整骨院

松戸市二十世紀が丘萩
町143ｶｰｻﾕﾐ1F 047-366-8810

818 柔道整復
とちのき通り整骨院

松戸市三矢小台４－１４
－４ 047-315-0288

783 柔道整復
命泉整骨院

松戸市本町17-7松葉ﾋﾞﾙ
102 047-366-0612

784 柔道整復 しいの木整骨院 松戸市本町14－9 047-363-0008

785 柔道整復 竹田接骨院 松戸市松戸3-1797 047-362-4618

786 柔道整復 戸定整骨院 松戸市松戸1090 047-368-0104

787 柔道整復
あず接骨院

松戸市松戸1765古川ﾋﾞﾙ
1F 047-369-0666

788 柔道整復
まつど中央接骨院

松戸市松戸1331-5ｱｰﾙ
松戸1F 047-331-3773

796 柔道整復
小松接骨院

松戸市松戸1178小松ﾋﾞﾙ
２Ｆ 047-367-5551

797 柔道整復 セキ整骨院 松戸市松戸1834－7 047-363-1189

805 柔道整復 宮崎接骨院 松戸市松戸新萩379 047-365-2583

742 柔道整復 吉岡接骨院 松戸市中矢切559-10 047-362-6641

668 柔道整復 今井整骨院 松戸市下矢切73-1 047-367-9001

669 柔道整復
矢切中央整骨院

松戸市下矢切153ﾊﾟｲﾝｸ
ﾚｽﾄ883-102 047-360-5730

670 柔道整復
はる接骨院

松戸市下矢切148－2グ
ランフォーレ矢切101 047-331-1407

619 柔道整復
みなみ接骨院

松戸市栗山55‐6ﾛｰｽﾞﾊﾞ
ﾝｸ矢切１階-A 047-365-2299

828 柔道整復 浜谷接骨院 松戸市三矢小台3-19-2 047-366-2269

829 柔道整復 高木整骨院 松戸市三矢小台3-8-7 電話不明

830 柔道整復
柿ﾉ木台接骨院

松戸市三矢小台5-9-12
ﾒｿﾞﾝ青雲103 047-363-6066


