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1 あ 中尾指圧治療院 茂原市北塚９４７－１７ 0475-25-4926

2 あ
真証寺マッサージ指圧
あん摩療院茂原分院

茂原市六ツ野２７９４－
６

3 あ 高橋治療院
茂原市六ツ野３１５７－
１

0475-25-8985

4 あ 平野整体指圧院 茂原市東郷９１０－１５ 0475-23-8892

5 あ マッサージひかり
茂原市千代田町１－７－
１５　マルモトビル２階

0475-22-8827

6 あ
らいふマッサージ治療院
茂原店

茂原市千代田町２－５－１
３

0475-33-6139

7 あ 鈴木施術所
茂原市八千代１－１２－
７

0475-22-1088

8 あ すみれマッサージ 茂原市茂原６４５ 0475-42-3805

9 あ 健康堂 茂原市茂原１３１３－４ 0475-24-0500

10 あ コウケン治療院 茂原市茂原１５８７ 0475-24-3515

11 あ 指圧長生館療院 茂原市茂原１５５１－４ 0475-22-6694

12 あ 茂原指圧治療院 茂原市高師９６３

13 あ 田沼指圧
茂原市早野新田１５６－
４

0475-22-7351

14 あ 黒住マッサージ 茂原市下永吉５５５－３

15 あ 石崎マッサージ治療院 茂原市早野１１５６ 0475-25-1602

16 あ マッサージ王朝 茂原市早野２９９６ 0475-22-4161

17 あ
あん摩・マッサージ・
指圧　條

茂原市早野１９２９－３
マンションコスモ茂原４
０４号

0475-25-1850

18 あ 中里マッサージ 茂原市鷲の巣１０９ 0475-24-5224

19 あ 原澤指圧治療院 茂原市長尾２５０１－２ 0475-24-6959

20 あ
すずきマッサージ治療
院

茂原市小林１５２８－１
小林ハイツ１０２

0475-26-3834

21 あ 古山マッサージ 長南町長南蔵持９５８ 0475-46-0323

22 あ 恒心堂指圧治療院
長南町市野々２７０５－
１２

23 あ 武内指圧院 長柄町国府里３３７－１ 0475-35-5874

24 あ なみきマッサージ
茂原市下太田青柳１８０
－２

0475-30-5150

25 あ かまたや 白子町剃金２４８２
26 あ 宇都宮治療院 白子町古所１３６０
27 あ 加藤指圧治療院 一宮町一宮２８５１ 0475-42-2063

28 あ 一宮指圧
一宮町一宮２６３７－１
ルピナス３０２

0475-42-6974

29 あ
永島マッサージ指圧治
療室

一宮町一宮２５７９ 0475-42-7635

30 あ 長生指圧治療院 一宮町船頭給２４９５ 0475-42-2912

31 あ 桜治療院 一宮町新地２４０７－３ 090-8005-7676

32 あ 五十嵐指圧治療院 長生村信友１９６４－２ 0475-32-3456

33 あ 加藤アンマ治療院 長生村金田２６６６
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34 あ 鵜野治療院
睦沢町上市場１４８６－
５

0475-44-1681

35 あは 久我はりあんま治療所 茂原市木崎６７４－４

36 あはき 宮崎鍼灸院 茂原市腰当１３２２－２ 0475-25-3879

37 あはき 治療院タイム 茂原市北塚６７０ 0475-24-6363

38 あはき
鎌田はり･指圧・乳房
マッサージ治療院

茂原市東郷１５３４－１
０

0475-25-7377

39 あはき
整膚リハビリマッサー
ジ治療院

茂原市高師町２９２ 0475-25-3583

40 あはき
旦谷鍼灸マッサージ整
骨院

茂原市茂原５４４ 0475-76-0815

41 あはき 岩瀨マッサージ
茂原市茂原１５４４－２
０

0475-44-7087

42 あはき
鍼灸マッサージもみり
庵

茂原市茂原７－１ 0475-44-5454

43 あはき 茂原鍼灸院 茂原市高師６０－１
44 あはき ＷＯＤＺはり治療院 茂原市高師７７－１６ 0475-22-4356

45 あはき
ハーモニー茂原マッ
サージはりきゅう治療
室

茂原市高師５４６－７ 090-8026-1321

46 あはき 吉野鍼灸院 茂原市早野新田９１
47 あはき 竹ノ橋治療所 茂原市早野２９６０
48 あはき さわ鍼灸整骨院 茂原市早野１３５８－１ 0475-22-1100

49 あはき レイス治療院　茂原 茂原市早野１１３４－２ 0475-25-2229

50 あはき 鍼灸内経堂 茂原市長清水１３７ 0475-25-0294

51 あはき 京葉治療院　茂原分院
茂原市綱島１０８０－１７
ヴィラ早野２０９

080-5978-7877

52 あはき
緑ヶ丘リゾーンハリ灸
治療ハウス

茂原市緑ヶ丘４－２６－
５

0475-22-1712

53 あはき 茂原はり・きゅう治療院 茂原市国府関１４５６ 0475-25-6211

54 あはき
鍼灸マッサージ治療院
α＋LABO ～アルファラ

茂原市押日４１０－２０２ 090-1407-3071

55 あはき 菊地治療院 長南町米満１５５－１ 0475-46-3361

56 あはき 飯塚治療院
長南町長南字鍛冶滝２３
３５－８

57 あはき
宮崎治療院ユートピア
分院

長南町岩撫５ 0475-46-2381

58 あはき 十枝治療所 茂原市粟生野４
59 あはき 野口治療所 茂原市萱場５８４－１
60 あはき 山田鍼灸院 茂原市本納２９４－３ 0475-34-5685

61 あはき 武田鍼灸院
白子町剃金２７１１－１
７

62 あはき
長生あんまマッサージ
はりきゅう治療院

白子町古所５２１６

63 あはき
整体鍼灸あん摩マッ
サージ指圧磯貝治療院

白子町中里３０３１－２ 0475-33-5814

64 あはき
はり・きゅう・あん摩
治療院

一宮町一宮３３３４

65 あはき 一宮鍼灸院
一宮町一宮１００７７－
５

0475-42-5488

66 あはき 長生鍼療院 一宮町宮原７５４－３ 0475-42-8343

67 あはき 長生鍼灸院 長生村一松２３２２－３ 0475-32-5854

68 あはき
はり・きゅう・マッ
サージ治療室たかやな
ぎ

長生村本郷６９１９－２７ 080-3279-2430
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69 は めとき接骨院 茂原市大芝４１１－８ 0475-25-3770

70 は 長生中島治療院
長生村七井土１４８８－
６

0475-32-6862

71 はき 茂原駅前鍼灸院
茂原市六ツ野２７９９番地
１４

0475-24-1733

72 はき
ライフガーデン茂原鍼
灸院

茂原市六ツ野２７８５－
１　Ｃ棟－１

0475-23-6003

73 はき 鍼灸専門　明生堂 茂原市木崎２０５３－１ 0475-23-6456

74 はき 元気のつぼ鍼灸治療院 茂原市東郷８４－４ 0475-22-4790

75 はき しん鍼灸治療院 茂原市東郷１２５５－２ 0475-33-3710

76 はき 榊山鍼灸療院 茂原市町保５

77 はき
ひめはる鍼灸整体治療
院

茂原市町保３－２２６
栄ビル４階

0475-26-6100

78 はき 西周鍼灸治療院 茂原市千代田町１－６ 0475-25-6519

79 はき 長生堂
茂原市八千代１－９－２
１

80 はき STYLE JAPAN鍼灸院
茂原市八千代１－１－２
８

0475-37-9042

81 はき 林鍼灸院 茂原市高師５６１－６
82 はき 長生はり灸治療院 茂原市高師９１１－１ 0475-26-5758

83 はき 池田はり灸治療院
茂原市東茂原字古川１３
－１０６

0475-22-7013

84 はき チカ治療室　鍼灸 茂原市下永吉２９７－２ 0475-44-6898

85 はき あざみ鍼灸院
茂原市早野１１５６－１
５

0475-25-5229

86 はき ことぶき堂鍼灸院 茂原市長尾２６７０－６ 0475-22-8900

87 はき 関谷整骨院 茂原市小林２３７４－２ 0475-24-4845

88 はき なのはな鍼灸院
茂原市小林２７２４－１
０

0475-23-6569

89 はき 笑夢整骨院 茂原市真名３２６－１ 0475-27-3375

90 はき もばら鍼灸接骨院
茂原市高師台２－５－２
アンソレイエ１０１

0475-47-3389

91 はき 森の鍼灸院 長柄町上野４８７－６ 0475-35-5235

92 はき 大田はりきゅう院 長柄町高山 0475-35-3189

93 はき 元気堂鍼灸院
白子町泆宿２６２２－１
５

0475-33-7884

94 はき つくも鍼灸院一宮院
一宮町一宮１０１３０－
３

0475-36-3357

95 はき みやばら鍼灸治療院 一宮町宮原６９７ 0475-40-1189

96 はき 十枝治療院 一宮町船頭給８１４ 0475-42-3989

97 はき 石塚整骨院 長生村信友１９４９－７
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98 はき 鍼灸身体活命院
長生郡長生村水口８６４
－４５

0475-47-2021

99 はき 東泉寺鍼灸センター 長生村小泉１１８９
100 はき 大聖院ハリ灸治療院 睦沢町佐貫３１３ 0475-43-0051

101 柔整 河野整骨院 茂原市高師９７６

102 柔整 茂原駅前整骨院
茂原市六ツ野２７９９番
地１４

0475-24-1766

103 柔整
ライフガーデン茂原整骨
院

茂原市六ツ野２７８５－
１　Ｃ棟－１

0475-23-6003

104 柔整 富田整骨院
茂原市東部台２－２５－
４

0475-22-2880

105 柔整 えがお整骨院 茂原市木崎３２３－１ 0475-36-3881

106 柔整 誠心整骨院 茂原市東郷１２７８－１ 0475-26-4007

107 柔整 市原整骨院
茂原市萩原町１－１６８
－２

0475-25-0990

108 柔整 さいとう整骨院 茂原市町保１０ 0475-22-6767

109 柔整 田中整骨院 茂原市町保３－７ 0475-22-2490

110 柔整 なないろ整骨院
茂原市八千代１－８－１
４

0475-25-3667

111 柔整 STYLE JAPAN 接骨院
茂原市八千代１－１－２
８

0475-37-9042

112 柔整
旦谷鍼灸マッサージ整
骨院

茂原市茂原５４４ 0475-76-0815

113 柔整 長門整骨院 茂原市茂原２１４－３ 0475-26-1163

114 柔整 渡辺整骨院 茂原市道表６－４ 0475-23-5002

115 柔整 茂原ひまわり整骨院 茂原市道表８－１９ 0475-36-2830

116 柔整 加藤整骨院 茂原市高師３８５
117 柔整 板倉整骨院 茂原市高師９７１－１ 0475-47-3316

118 柔整 茂原しん整骨院
茂原市高師１６９５　小
野寺店舗1階A号室

0475-47-3906

119 柔整 まるだい整骨院
茂原市高師４９４－１
ﾏｰｻﾏｻ１０１

0475-36-3639

120 柔整 早野整骨院 茂原市早野新田３２－９ 0475-22-9006

121 柔整 はやま整骨院 茂原市大芝２３４－６ 0475-23-1166

122 柔整 めとき接骨院 茂原市大芝４１１－８ 0475-25-3770

123 柔整 佐藤整骨院
茂原市下永吉１０５３－
１

0475-25-3767

124 柔整 富塚整骨院 茂原市早野２３６０ 0475-25-0793

125 柔整 さわ鍼灸整骨院 茂原市早野１３５８－１ 0475-22-1100

126 柔整 内経堂整骨院 茂原市長清水１３７ 0475-25-0294

127 柔整 御園生整骨院
茂原市三ヶ谷１８２０－
１

0475-23-3994

128 柔整 いわせ整骨院 茂原市上茂原３１２ 0475-20-4756

129 柔整 吉田整骨院 茂原市八幡原７５８

130 柔整 白鳥整骨院
茂原市緑ヶ丘１－４２－
３

0436-92-1656

131 柔整 吉野整骨院 茂原市小林３１４０ 0475-25-3876

132 柔整 せこ接骨院
茂原市小林２４５１番地
５

0475-36-6230

133 柔整 関谷整骨院 茂原市茂原２３７４－２ 0475-24-4845

134 柔整 笑夢整骨院 茂原市真名３２６－１ 0475-27-3375

135 柔整 もばら鍼灸接骨院
茂原市高師台２－５－２
ｱﾝｿﾚｲｴ１０１

0475-47-3389

136 柔整 牧野整骨院 長南町長南２６５０
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137 柔整 本清整骨院 長南町長南４０２

138 柔整 しま整骨院 長南町芝原３３８３－１ 0475-36-3268

139 柔整 椎名整骨院 長柄町徳増３３９－３
140 柔整 茂原整骨院 茂原市茂原６４５
141 柔整 小山整骨治療室 一宮町一宮２０２５ 0475-42-3403

142 柔整 下林整骨院
茂原市粟生野２６７３－
１

0475-34-7106

143 柔整 田中整骨院 茂原市本納１５８１－２ 0475-34-4331

144 柔整 石井すこやか整骨院 茂原市法目１１７６－２ 0475-34-1567

145 柔整 多田整骨院 茂原市下太田６１９

146 柔整 細谷整骨院 白子町古所３３８１－２ 0475-33-2170

147 柔整 たなか整骨院 白子町古所３４３５ 0475-40-1870

148 柔整 おどろき整骨院 白子町驚１１３１－１７ 0475-33-7680

149 柔整 石渡整骨院 白子町関１３６３ 0475-32-0018

150 柔整 古山整骨院 一宮町一宮３０７２

151 柔整 森整骨院 一宮町一宮２０６１－１

152 柔整 斉藤整骨院 一宮町一宮８６５４－９ 0475-42-8308

153 柔整 たいよう整骨院 一宮町一宮２６３３－２ 0475-36-2133

154 柔整 つくも接骨院一宮院
一宮町一宮１０１３０－
３

0475-36-3357

155 柔整 石塚整骨院 長生村信友１９４９－７

156 柔整 斉藤整骨院
長生村七井土１７４１－
５

0475-32-0356

157 柔整 並木整骨院
長生村本郷５３７３－１
６

0475-32-5022

158 柔整 菅原整骨院 睦沢町上市場８８４－９ 0475-44-2336

159 柔整 関口整骨院 睦沢町大谷木１５２４


