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1 あはき 習志野サウナ 習志野市大久保４－２１－１ 047-472-1561
2 あはき 長命堂治療院 習志野市東習志野５－３３－１４ 047-475-5430
3 あはき 杉田治療院 習志野市実籾町４－１０９６－３８ 047-473-0434
4 あはき イソカワ総合指圧治療院 習志野市津田沼２－１１－２０－２０２ 047-476-6475
5 あはき ヤシキ指圧治療所 習志野市屋敷５－９－１１ 047-472-9648
6 あはき 習志野ハリ灸院 習志野市東習志野６－５－１６ 047-477-8844
7 あはき 三幸堂　藤枝治療院 習志野市鷺沼台４－４－１６ 047-475-6839

8 あはき はりとお灸　東漢堂治療院
習志野市実籾町２－７８８
関口コーポ１０２

047-472-1330

9 あはき はり・きゅう東洋治療院 習志野市谷津５－４－１３ 047-476-9555
10 あはき 津田沼治療院　 習志野市津田沼５－１３－４９ 047-453-3711
11 あはき 竹内鍼灸院 習志野市藤崎６－１２－１０ 047-472-5357
12 あはき 指圧田所治療院 習志野市実籾町４－１００４－２０１ 047-479-0482

13 あはき 伊藤治療院
習志野市実籾町１－７２４－５
サニーコーポ１０２

047-475-3260

14 あはき アリス鍼灸院 習志野市津田沼５－１－１ 047-451-2579
15 あはき 指圧・田中治療院 習志野市新栄２－１０－１３ 047-475-4335
16 あはき 椿治療院 習志野市東習志野６－１１－４２ 047-475-5466
17 あはき 三陽指圧鍼灸院 習志野市香澄３－５－３ 047-451-9008
18 あはき 永嶋鍼灸接骨院 習志野市大久保１－２５－１７ 047-477-9313
19 あはき 赤津接骨院 習志野市谷津３－２－１３ 047-451-7619
20 あはき 市角はり灸治療院 習志野市袖ヶ浦５－１２－１ 047-453-3885
21 あはき 岐山堂はり灸 習志野市大久保１－２７－３ 047-472-3455
22 あはき 気掌堂治療院 習志野市本大久保１－１８－１５ 047-471-3328
23 あはき 創健快療院 習志野市谷津１－１７－７ 047-474-0636
24 あはき 宮越治療院 習志野市東習志野４－１４－１７ 047-476-1088

25 あはき 習志野接骨院
習志野市大久保２－４－３
ホーマス第２ビル１－B

047-473-6511

26 あはき 谷津はり・きゅう院
習志野市谷津５－４－７
ファースト谷津ハイツ

047-478-8340

27 あはき 鍼灸山﨑治療院 習志野市津田沼１－１０－４１－６０１ 047-493-5558
28 あはき 太陽鍼灸治療院 習志野市谷津１－１７－２６　深谷ビル２F 047-478-1672
29 あはき エーデルワイス鍼灸院 習志野市谷津４－３－１４－３０１ 047-453-5270
30 あはき 土屋鍼灸院 習志野市実籾町４－９８４－３４ 047-472-6333
31 あはき 茂木針灸院 習志野市秋津２－５－６－３０２ 047-453-8144
32 あはき わだやま接骨院 習志野市袖ヶ浦１－１８－７ 047-455-0707
33 あはき 松井鍼灸院 習志野市谷津２－１４－１７ 047-454-3554
34 あはき 大行施術院 習志野市津田沼５－１３－４－１５０４ 047-454-0684

35 あはき みつはしはり灸院
習志野市津田沼７－９－３０
サンリッチ津田沼１０２

047-470-6789

36 あはき はりきゅうマッサージひろせ治療院 習志野市鷺沼５－１６－２０ 047-454-3781
37 あはき 鍼灸治療院こころ 習志野市谷津５－１４－３ 047-477-6885
38 あはき アップル鍼灸整骨院 習志野市大久保１－３－２１ 047-477-7046
39 あはき くみ治療室 習志野市津田沼６－４－１ 047-451-9490
40 あはき 浜田治療院 習志野市泉町２－３－３－３０４

41 あはき 春生堂整骨院　実籾店
習志野市実籾５－４－２０
タイムズスクエア１F

047-403-8440

42 あはき マッサージはりきゅう　CURAR　クラール 習志野市袖ヶ浦４－５－５ 047-453-2598

43 あはき 歩和鍼灸整骨院
習志野市津田沼２－１－１０
ヒカリマンション１０５

047-475-5620

44 あはき はり・灸・マッサージ日光治療院 習志野市津田沼７－５－１６ 047-454-0696
45 あはき 秋津鍼灸マッサージ治療院 習志野市秋津５－１８－１２ 047-453-6884
46 あはき アイナ整骨院 習志野市袖ヶ浦３－５－４－１０５ 047-408-0670
47 あはき こなえ鍼灸院 習志野市本大久保２－１１－１４ 047-471-6539
48 あはき 楽（らあく）（はり、きゅう、マッサージ） 習志野市津田沼１－２１－２６－１F 047-474-4122

49 あはき 泰心堂　はりきゅう院
習志野市大久保２－５－７
大久保ハイツ１０３

047-404-5225

50 あはき 谷津駅前整骨院 習志野市谷津４－４－１５ 047-451-3343
51 あはき フィジカル　ケア　スペース　クーラ 習志野市実籾１－２－１２ 047-403-0909
52 あはき いるか鍼灸院 習志野市本大久保１－４－２８ー１０２ 047-474-5875
53 あはき 大久保三丁目治療院 習志野市大久保３－８－１６ 047-402-3433
54 あはき はり・きゅう　健康推進会　ケンスイ治療院 習志野市鷺沼３－２０－８－１Ｆ
55 あはき プリズム鍼灸治療院 習志野市谷津３－１　３１－２１２

56 あはき はり きゅ うマッサージ たくぼ治療院
習志野市本大久保４－１４ー１０
オークランド５　１０５号室

047-493-8495

57 あはき まりも鍼灸院 習志野市津田沼5－11－8－001 047－481-8530

58 あはき 小山内鍼灸治療院
習志野市津田沼３－４－２３
カーサポルタ２３B

047-471-0390

59 あはき シャローム鍼灸治療院 習志野市実籾１－２４－７ 047-476-2847
60 あはき なかむら鍼灸接骨院幕張店 習志野市花咲１－２０－３１ 047-409-6449

61 あはき 京成津田沼治療院
習志野市津田沼５－１１－１３
三橋ビル１F

047-454-9388

62 あはき つだぬまはり・きゅう整骨院 習志野市津田沼１－２１－２５ 047-403-0309
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63 あはき 誠訪問マッサージ 習志野市花咲１－１５－１９
64 あはき くくる鍼灸院 習志野市実籾４－３－１５　１Ｆ 047-476-1133
65 あはき さざんか鍼灸院 習志野市花咲２－９－２１ 047-471-6606
66 あはき けやきの森鍼灸マッサージ院 習志野市谷津４－８－４５ 047-454-4748
67 あはき おみ鍼灸院 習志野市津田沼５－２－２９－１０２ 047-408-0035
68 あはき サロン　グリーン・ウォーター 習志野市谷津５－３６－１８　５１２ 047-493-4768

69 あはき 鍼灸治療鍼屋伍一六
習志野市津田沼１－４－３４　新津田沼パ
スタビル５階

70 あはき モリシア鍼灸院
習志野市谷津１－１６－１
モリシア津田沼１Ｆ

047-471-9555

71 あはき ＩＳＯスポーツマッサージ鍼灸治療院 習志野市津田沼７－１－５ 047-453-5097
72 あはき マッサージルーム 習志野市茜浜３－６－２ 047-408-2345
73 あはき レオン治療院 習志野市津田沼４－８－１１ティアラ津田沼 047-454-3615
74 あはき Kumi鍼灸治療室 習志野市袖ケ浦１－１２－１１－１０２ 047-451-0289
75 あはき 森の鍼灸院 習志野市東習志野３－１－２５ 047-407-3413

76 あはき 鍼灸院　爽快館　津田沼店
習志野市津田沼１－３－１
ミーナ津田沼３F

047-493-1749

77 あはき TR習志野鍼灸院 習志野市東習志野７－４－１０ 047－407-0128
78 あはき こくう鍼灸院 習志野市奏の杜２－３－２－１６２１ 047-476-8613

79 あはき 津田沼るぴにあ鍼灸処
習志野市津田沼１－１３－２４
カメリアマンション１０８

80 あはき 三浦鍼灸院
習志野市大久保２－１－１７
丸山ビル１０１

047-494-8829

81 あはき 奏の杜中央鍼灸院
習志野市奏の杜１－３－１
Sankoo Minami 103号室

047-481-8780

82 あはき 整骨院プラス PLuS
習志野市津田沼１－１５－６
広瀬ビル１F

047-489-1875

83 あはき げんき堂鍼灸院
習志野市津田沼１－３－１
mina津田沼２F

047-471-4447

84 あはき 大久保鍼灸院 習志野市本大久保３－８－７ 047-471-0145

85 あはき 眞癒はりきゅう治療室
習志野市谷津７－７－５１
アーバン津田沼１０１号室

047-409-8989

86 あはき いずみ鍼灸マッサージ院　実籾
習志野市実籾５－１－４
下田ビル１F

047-475-1122

87 あはき こばやし鍼灸院 習志野市大久保３－７－６
88 あはき ケアサロンアンド鍼灸ユーリン 習志野市谷津７－５－２ 047-475-2472
89 あはき さくら鍼灸院 習志野市大久保３－１５－１　さくらビル１F 047-409-3328
90 あはき 手わざ整骨院 習志野市谷津１－１２－３ 047-478-0800
91 あはき かすみ整骨院 習志野市香澄６－４－９ 047-411-5513
92 あはき あんしん治療院 習志野市奏の杜１－１４－１３－４０３ 047-406-5455

93 あはき 伊集院鍼灸院　津田沼院
習志野市津田沼２－８－１３　ダイワティア
ラ津田沼Ⅲ－１Ｆ

047-489-5388

94 あはき いずみ鍼灸マッサージ院　津田沼 習志野市谷津１－１７－８　SAKビル１０１ 047-779-1056
95 あはき 片岡治療所 八千代市村上２１０５ 047-485-9297
96 あはき 八千代マッサージ治療所 八千代市八千代台東１－４４－１１
97 あはき 江口マッサージ 八千代市八千代台西８－２－４ 047-482-2090
98 あはき 吉川治療院 八千代市勝田台南２－５－９ 047-484-7207
99 あはき 勝田苑サウナ 八千代市勝田台１－３１－３ 047-483-1080

100 あはき 誠道和広　指圧治療院 八千代市八千代台東１－４４－２７ 047-483-5992
101 あはき 加藤治療院 八千代市大和田５６－１０ 047-484-8054
102 あはき 水谷治療院 八千代市大和田新田１０５３－２７ 047-450-0347
103 あはき 白鳥鍼灸院 八千代市八千代台北３－２－１ 047-483-0484
104 あはき 鍼灸指圧マッサージ鈴木 八千代市大和田５５０－９ 047-482-7040
105 あはき 八千代鍼灸治療院 八千代市吉橋１１６０－２ 047-450-9199
106 あはき 八千代台東鍼療所　くろだ 八千代市八千代台東３－１２－３５ 047-483-4301
107 あはき 斎藤治療院 八千代市八千代台南１－３－１２
108 あはき 湯徳接骨院 八千代市八千代台東１－８－７ 047-484-3370
109 あはき 岩井治療院 八千代市八千代台北１６－９－６ 047-483-6627
110 あはき 金沢はり灸院 八千代市米本２１６８－６７ 047-488-8702
111 あはき 島田接骨鍼灸院　（合併：島田鍼灸院） 八千代市村上１６４３－１８ 047-485-8856
112 あはき 指圧八千代治療院 八千代市大和田新田４４６－９６ 047-450-3554
113 あはき 伊藤鍼灸院 八千代市萱田町５４０－４７ 047-450-9354
114 あはき 辰巳・はりきゅう治療院 八千代市八千代台西３－１０－１７ 047-485-7406
115 あはき アイモノ指圧治療院 八千代市村上３０９５－２０ 047-484-1614
116 あはき 高津治療院 八千代市勝田台４－２６－１３ 047-485-5941
117 あはき 八千代長生館療院 八千代市八千代台北１－１０－１１ 047-483-7137
118 あはき 鍼灸・観音堂水越治療院 八千代市大和田新田１０９７－３６ 047-459-6265
119 あはき 健豊堂接骨院 八千代市勝田台１－１３－２０ 047-486-6727
120 あはき 大久保治療院 八千代市八千代台西２－６－１１ 047-484-0529
121 あはき 佐藤接骨院 八千代市村上１７３５－７８ 047-484-3936

122 あはき マッサージ・鍼・灸きたかた治療院
八千代市八千代台西３－９－１９
メゾンササキ１０１
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123 あはき たかの接骨院（旧高野鍼灸接骨院）
八千代市八千代台北１－４－１１
鬼沢ビル１F

047-486-3111

124 あはき PAO治療院 八千代市八千代台西１０－４－１４ 047-487-6631
125 あはき 朝戸鍼灸治療院 八千代市八千代台西３－１０－２ 047-485-5077
126 あはき 岩村はり・灸治療院 八千代市勝田台１－１０－A５０１ 047-483-4445
127 あはき 按摩マッサージ治療院　ワンエイト 八千代市大和田９８０－１３ 047-485-4569
128 あはき 太田接骨院 八千代市八千代台北２－１－１５ 047-484-9317
129 あはき さとう鍼灸治療院 八千代市勝田台南３－１４－１３ 047-486-1243
130 あはき 八千代指圧鍼灸治療院 八千代市高津８５０－９４ 047-459-5146
131 あはき 指圧・はり・きゅう　よしなが治療院 八千代市島田１０３０－３ 047-480-5155

132 あはき 鍼・マッサージ保坂治療院
八千代市八千代台東２－９－２６
志村ハイム２F

047-482-9313

133 あはき みやこ　はりマッサージ治療院 八千代市八千代台北１１－１４－１５ 047-482-1017
134 あはき 和漢堂治療院 八千代市村上４４９５－２　菅原ビル４F 047-482-7011
135 あはき 青葉はり灸 八千代市大和田新田４１１－３６ 047-450-6957
136 あはき みどりの湯マッサージルーム 八千代市緑が丘１－２－１ 047-480-4126
137 あはき 長命館治療院 八千代市勝田台７－１９－２４ 047-483-4808
138 あはき 三楽鍼灸治療院 八千代市勝田台北３－１９－８ 047-483-6602
139 あはき ヒロ鍼灸院 八千代市大和田新田９６－１１ 047-459-1915
140 あはき 八千代台はり・きゅう院 八千代市八千代台東１－３２－１３ 047-482-8925

141 あはき あすなろ鍼灸院
八千代市勝田台２－６－６
石橋ビル第２　１０１

047-405-6661

142 あはき 大和田駅前接骨院 八千代市大和田３０４－１３ 047-481-7557

143 あはき 鳥山指圧治療院
八千代市八千代台北１－１０－１
桑原ビル２F

047-484-5951

144 あはき 夢スタジオ 八千代市大和田新田７１－３８
145 あはき フレッシュ治療院 八千代市勝田台１－４－１４ 047-486-1081
146 あはき はり・灸・マッサージなかがわ 八千代市大和田新田４６０－１００ 047-459-0337

147 あはき ペルセウスはり・灸治療院
八千代市大和田新田
１０５４－１９０－２０１スチューデントハウス

047-459-9502

148 あはき ペルセウスはり・灸治療院 八千代市ゆりのき台４－１２－１４ 047-482-6580

149 あはき アキュア鍼灸院
八千代市勝田台北１－１０－３
サンピック１F

047-482-0841

150 あはき 中野整骨院
八千代市高津東４－７－８
メゾン岩井１F

047-450-5739

151 あはき ゆり鍼灸院 八千代市八千代台南１－２４－１５ 047-484-1177
152 あはき 三ツ星接骨院 八千代市八千代台東１－２１－２４ 047-485-3351
153 あはき あおぞら治療院 八千代市大和田新田８９０－１９３
154 あはき 小出鍼灸治療院 八千代市八千代台東１－３２－６ 047-484-5233
155 あはき 摩文仁堂鍼灸院 八千代市大和田５７－２６ 047-487-5355

156 あはき 緑が丘治療室
八千代市緑が丘１－２－２
アパタクーズ八千代緑が丘９２５

047-404-7675

157 あはき 米野鍼灸治療院
八千代市大和田新田５６４－１
アルファグランデ八千代中央１０６

047-459-8058

158 あはき 劉鍼灸院 八千代市勝田台１－３４－９ 047-487-0474

159 あはき オレンジ鍼灸・整骨院
八千代市勝田台２－６－４
青いトマトビル１F－A

047-486-0123

160 あはき 工藤はりきゅう整骨院 八千代市村上南１－１－１３ 047-482-4005
161 あはき 八千代療整院 八千代市萱田町５４０－２１ 047-450-7532
162 あはき はりきゅう　和（やわらぎ） 八千代市八千代台北６－１－５ 047-484-7168

163 あはき 梅津治療院
八千代市八千代台南１－３－６
テイトビル２Ｆ

047-480-6661

164 あはき 伊藤治療院 八千代市勝田台南２－３－６ 047-484-1910

165 あはき ゆりのき鍼灸院
八千代市ゆりのき台２－２－１２
ゴールド八千代１F

047-751-7733

166 あはき 余梅鍼灸院 八千代市緑が丘２－３３－２菜の花ビル１０１ 047-450-8652

167 あはき 在宅訪問マッサージ治療室　和漢堂
八千代市緑が丘３－１－１
リーセントヒルズⅠー１０１

047-750-1025

168 あはき ｓｈｉｎｗａ 八千代市米本２１６７－８ 047-489-2111
169 あはき 城ノ戸鍼灸院 八千代市緑が丘１－２－１９－１０２号 047-405-2430
170 あはき 大和田治療院 八千代市大和田１０３３－６ 047-484-8519
171 あはき わかば鍼灸マッサージ院 八千代市八千代台東１－１５－３－１０３ 047-455-3271
172 あはき やちよ接骨院 八千代市八千代台南１－７－２ 047－483-4970

173 あはき 勝田台駅前治療院
八千代市勝田台１－２９
サンコーポ勝田台F－１１１

047-487-1605

174 あはき はりきゅう陽命堂 八千代市ゆりのき台４－２２－１４ 047-750-0074
175 あはき ぱんだ鍼灸院 八千代市八千代台南１－３－３　１Ｆ 047-482-5899
176 あはき 鍼灸とやま治療院 八千代市勝田台１－３８－１－１０１ 047-484-8022
177 あはき セドナ整骨院・鍼灸院 八千代市村上南１－１０－２１Ｆ－Ａ 047－487-8867
178 あはき 高津ひかり鍼灸院 八千代市大和田新田１５－１－１３－１１８ 047-459-5756

179 あはき みうら鍼灸整骨院
八千代市緑が丘２－１－３
イオンジャスコ緑が丘店2階

047－458-3912

180 あはき セントラル鍼灸院 八千代市八千代台東１－１－１０　セントラルウェルネスクラブ八千代台内５Ｆ 047-487-4467
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181 あはき 勝田台げんきはりきゅう院 八千代市勝田台北１－１９－４５ 047-487-0241
182 あはき いずみ 八千代市勝田台北１－３－１４菅原ビル４Ｆ 047-411-94476

183 あはき きりん堂指圧治療院
八千代市勝田台１－２２－４
中村ハイツ１０２号室

047-483-5667

184 あはき はり灸院おぐち治療院 八千代市大学町５－４－１ 047-750-0797
185 あはき ハートフル鍼灸マッサージ院千葉 八千代市大和田新田５１４－５９
186 あはき 八千代緑が丘はりきゅう院 八千代市大和田新田７５８－２ 047-458-5590
187 あはき いわい鍼灸院 八千代院 八千代市八千代台北１－２－２－１０２ 047-409-1632
188 あはき まりんスポーツ鍼灸院 八千代市大和田新田６０－５ 047-450-9744
189 あはき オアシス鍼灸院 八千代市八千代台北１－９－１１ 047-455-3391

190 あはき 和らぎ鍼灸院
八千代市緑が丘２－２－９
秋葉第二ビル１０２

047-405-9351

191 あはき はりきゅう　はりねずみ堂 八千代市八千代台東２－９－８ 047-769-0327

192 あはき なのはな鍼灸院
八千代市大和田新田３５５－１６
アベニューゆりのき１０４

047-406-4618

193 あはき 長生人マッサージ治療院 八千代市勝田台５－２９－３ 047-767-3144
194 あはき こあら鍼灸院 八千代市大和田２９０－３ 047-405-1675

195 あはき すこやか整骨院
八千代市勝田台北１－２－２
エーストキタビル１F

047-481-1517

196 あはき 夏目あん摩マッサージ指圧治療院
八千代市勝田台３－４４－５
勝田荘１０３

197 あはき 訪問マッサージライフケアサポート八千代営業所 八千代市大和田６４０－３　B-１０１
198 あはき からだ元気治療院　八千代店 八千代市勝田台北１－３－１６　４０２ 047-409-2284
199 あはき 春生堂整骨院 八千代市八千代台北6－2－9 047-484-1800
200 あはき あいのて鍼灸院 八千代市勝田台北２－１３－１－１０１ 047-409-1280

201 あはき 八千代の里鍼灸院
八千代市八千代台南１－２－９
山口ビル１F

047-487-1235

202 あはき 街の鍼灸院 八千代市八千代台北１５－１５－１０ 047-483-6800
203 あはき キュアナ鍼灸治療院 八千代市大和田新田７６－４３加瀬ビル２B 047-494-5828
204 あはき ＫＥｉＲＯＷ八千代中央ステーション 八千代市萱田２２３３－６　砂田ビル102号 047-455-8639
205 あはき 明治ゴルフセンター内　鍼灸治療院 八千代市大和田新田７７７ 047-450-0231
206 あはき 在宅・訪問マッサージ治療院　オネスト船橋八千代店 八千代市ゆりのき台２－５－７ 047-407-4864

207 あはき 鎌ケ谷中沢治療院
鎌ケ谷市中沢１４３６－６
鎌ケ谷市中沢１４４１－６（H21.03.25現在)

047-444-0589

208 あはき 篠宮治療所 鎌ケ谷市北初富４４６ 047-443-1102
209 あはき 木村治療所 鎌ケ谷市道野辺５０１
210 あはき あんしんマッサージ小林 鎌ケ谷市東道野辺１－１０－３３
211 あはき 大関はり灸治療院 鎌ケ谷市丸山３－４－３６ 047-445-2517
212 あはき 梅原治療院 鎌ケ谷市鎌ケ谷４４３
213 あはき 大正堂鍼灸科 鎌ケ谷市初富５１７ 047-443-1260
214 あはき 鎌ケ谷治療院 鎌ケ谷市二本椚３９４－７
215 あはき 鎌ケ谷中沢療院 鎌ケ谷市初富１０４８
216 あはき 桜い会　上野指圧整体(旧：指圧整体桜い会) 鎌ケ谷市鎌ケ谷３－３－３０ 047-443-9745
217 あはき 上野鍼灸治療院 鎌ケ谷市南佐津間１４
218 あはき 指圧・はり・たかや 鎌ケ谷市初富９３４－４
219 あはき 秋山治療院 鎌ケ谷市鎌ケ谷５５－２８
220 あはき 伊藤指圧整体治療院 鎌ケ谷市道野辺４８２
221 あはき 山形マッサージ治療所 鎌ケ谷市鎌ケ谷９－１１－１　下沢荘 047-443-1781
222 あはき 指圧長生みなみ治療院 鎌ケ谷市中沢１４８４ 047-445-7148
223 あはき 延命閣鍼灸院 鎌ケ谷市南初富５－１０－６２ 047-445-5372
224 あはき 三晃堂鍼灸治療院　鎌ケ谷施術所 鎌ケ谷市鎌ケ谷７－８－５６ 047-445-3506
225 あはき よもぎ倶楽部はりきゅう治療室 鎌ケ谷市東道野辺４－５－３ 047-445-0044
226 あはき 右京塚はり・きゅう治療院 鎌ケ谷市右京塚３－１８－２０１ 047-442-5393
227 あはき 成田はり・きゅう整骨院 鎌ケ谷市道野辺本町２－９－１５ 047-443-8024
228 あはき 塩野鍼灸院 鎌ケ谷市南初富５－２－６０ 047-443-7654
229 あはき 鎌ケ谷鍼灸院 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－１１－２７ 047-445-7972
230 あはき 初富中央鍼灸院 鎌ケ谷市初富６－１－７ 047-446-8400
231 あはき 東洋マッサージ 鎌ケ谷市丸山１－１５－４８
232 あはき ナイキ接骨院 鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４３
233 あはき 青葉接骨院 鎌ケ谷市西道野辺１５－２６
234 あはき コスモトップマッサージ 鎌ケ谷市くぬぎ山５－９－２３
235 あはき 森はり灸治療院 鎌ケ谷市道野辺本町１－６－１５ 047-441-1154
236 あはき 平林マッサージ治療院 鎌ケ谷市道野辺中央２－６－２５
237 あはき くぬぎ山鍼灸院 鎌ケ谷市くぬぎ山４－１１－１８
238 あはき 堤指圧整体治療院 鎌ケ谷市鎌ケ谷９－１５－５５

239 あはき あん摩・マッサージ　松本治療院
鎌ケ谷市くぬぎ山３－１０－２５
ベンテン荘１０２

047-389-3915

240 あはき 鍼・灸・マッサージ院　椎乃実 鎌ケ谷市道野辺中央１－９－２０ 047-443-7846
241 あはき 鍼・灸・あん摩　爽快 鎌ケ谷市佐津間１３７５－２ 047-442-1489
242 あはき あわの鍼灸治療院 鎌ケ谷市粟野７３９ 047-443-0338

243 あはき 永池鍼灸整骨院
鎌ケ谷市丸山１－１－９
キクヤビル１F

047-442-7383

244 あはき 祥和鍼灸院 鎌ケ谷市新鎌ケ谷４－３－２０ 047-404-1700
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245 あはき ヒール・ザ・ワールド療術院 鎌ケ谷市南鎌ケ谷３－１－２２－１３ 047-441-5018
246 あはき 伊藤鍼灸治療院 鎌ケ谷市くぬぎ山１－４－７ 047-385-1776
247 あはき 福徳寿針灸指圧院 鎌ケ谷市丸山１－５－２５ 047-443-3323
248 あはき 富田接骨院 鎌ケ谷市初富本町２－１９－２２ 047-443-8600
249 あはき ハートフィル治療院 鎌ケ谷市南鎌ケ谷１－１３－２３ 047-446-8836
250 あはき 鎌ケ谷西口鍼灸院 鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３３ 047-442-6855
251 あはき よしざきはり灸院 鎌ケ谷市東道野辺５－１６－１６ 047-402-2087

252 あはき 鍼灸治療院　ほっと・ばらんす
鎌ケ谷市南初富５－９－３８
Nビル１０２

047-446-2262

253 あはき くぬぎ山総合はりきゅう治療院
鎌ケ谷市くぬぎ山４－７－１１
ワコーレ鎌ケ谷２号館１０７

047-701-8911

254 あはき サポート治療院 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２－３－５０　101号 047-444-1244
255 あはき はり・きゅう治療室アサンテ 鎌ケ谷市佐津間１０１５－９
256 あはき 和真はりきゅう・マッサージ院 鎌ケ谷市東初富5-24-24 047-444-5578
257 あはき 整骨院　友樹 鎌ケ谷市道野辺中央２－３－１ 047－391-5086
258 あはき 治療室リタ 鎌ケ谷市丸山３－７－７ ０４７－４４１－５７７７
259 あはき 訪問マッサージクオン 鎌ケ谷市道野辺本町２－２５－１２ハイツナイシア１０１ ０４７－４４４－３５４５
260 あはき 高村鍼灸院 鎌ケ谷市東初富４－３６－１７ 047-446-5571
261 あはき 一文字鍼灸マッサージ治療院 鎌ケ谷市東中沢２－２４－４５ 047-442-6838
262 あはき たつみ鍼灸院 鎌ケ谷市鎌ケ谷８－１－９０ 047-401-8302
263 あはき さくら治療院　東鎌ケ谷院 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２－１７－４ 047-460-9091
264 あはき はりきゅう東陽治療院 鎌ケ谷市南初富４－１０－１１ 047-427-9914
265 あはき らくらく堂馬込沢鍼灸院 鎌ケ谷市馬込沢３－３５ 047-429-5575
266 あはき KSK鍼灸院 鎌ケ谷市中央１－１－３４前田ビル１F 047-402-3317
267 あはき 鎌ケ谷道野辺鍼灸院 鎌ケ谷市道野辺中央３－１－４６ 047－404－117１
268 あはき 鎌ヶ谷はりきゅう院 鎌ケ谷市南初富４－１７－４５ 047-402-2766
269 あはき ＦＣアスリート鍼灸院 鎌ケ谷市鎌ケ谷３－３－３８ 047-436-8280
270 あはき 鍼灸院かりん 鎌ケ谷市道野辺中央１－５－３４－３ 047-436-8555
271 あはき 鎌ケ谷めぐみ鍼灸院 鎌ケ谷市鎌ケ谷４－１－２９ 047-401-6575

1 柔整 向後整骨院 習志野市実籾町４－１００４－３０６ 047-477-3318
2 柔整 イソカワ総合指圧治療院 習志野市津田沼２－１１－２－２０２ 047-476-6475
3 柔整 桜田接骨院 習志野市津田沼６－４－１ 047-452-2175
4 柔整 佐藤整骨院 習志野市谷津５－１５－１
5 柔整 小暮整骨院 習志野市実籾４－９８７－２３ 047-475-3594
6 柔整 京成谷津整骨院 習志野市谷津４－５－２１ 047-452-7558
7 柔整 赤津接骨院 習志野市谷津３－２－１３ 047-451-7619
8 柔整 大場整骨院 習志野市袖ヶ浦５－７－１３ 047-453-1527
9 柔整 袖ヶ浦整骨院 習志野市津田沼６－２－３ 047-452-2488

10 柔整 習志野整骨院
習志野市大久保２－４－３
ホーマス第2ビル１－B

047-473-6511

11 柔整 川上整骨院
習志野市藤崎６－１８－５
和田企画ビル

047-479-4117

12 柔整 わだやま接骨院 習志野市袖ヶ浦１－１８－７ 047-455-0707
13 柔整 みもみ整骨院 習志野市実籾４－３－７ 047-472-0103
14 柔整 安藤整骨院 習志野市香澄２－６－１７ 047-453-4757
15 柔整 さくら接骨院 習志野市藤崎２－１９ 047-471-0210
16 柔整 アイナ整骨院 習志野市袖ヶ浦３－５－４－１０５ 047-408-0670
17 柔整 ふるだて接骨院 習志野市谷津５－４－１２ 047-477-9909
18 柔整 アップル鍼灸整骨院 習志野市大久保１－３－２１ 047-477-7046

19 柔整 春生堂整骨院　実籾店
習志野市実籾５－４－２０
タイムズスクエア１Ｆ

047-453-2598

20 柔整 歩和鍼灸整骨院
習志野市津田沼２－１－１０
ヒカリマンション１０５

047-475-5620

21 柔整 市和堂整骨院 習志野市大久保１－２４－６ 047-493-1332
22 柔整 野中接骨院 習志野市津田沼１－２１－２６－１F 047-474-4155
23 柔整 三上整骨院 習志野市東習志野５－２３－１６ 047-403-1050
24 柔整 かすみ整骨院 習志野市香澄６－４－９ 047-411-5513
25 柔整 谷津駅前整骨院 習志野市谷津４－４－１５ 047-451-3343
26 柔整 フィジカル　ケア　スペース　クーラ 習志野市実籾１－２－１２ 047-403-0909
27 柔整 いるか整骨院 習志野市本大久保１－４－２８ー１０２ 047-474-5875

28 柔整 サルー整骨院
習志野市本大久保１－２５－１６
　　　　　　　　　　　　　　　　小川ビル１Ｆ

047-471-7974

29 柔整 東習志野接骨院 習志野市実籾５－２３－６－１０１ 047-477-2055

30 柔整 げんき堂整骨院
習志野市津田沼１－３－１
ｍｉｎａ津田沼２Ｆ

047-471-4447

31 柔整 まりも整骨院 習志野市津田沼5－11－8－001 047－481-8530

32 柔整 京成津田沼整骨院
習志野市津田沼５－１１－１３
三橋ビル１F

047-454-9388

33 柔整 了英会整骨院
習志野市津田沼６－１－２２

047-452-5055 

34 柔整 なかむら鍼灸接骨院幕張店 習志野市花咲１－２０－３１ 047-409-6449
35 柔整 つだぬまはり・きゅう整骨院 習志野市津田沼１－２１－２５ 047-403-0309
36 柔整 くくる整骨院 習志野市実籾４－３－１５　１Ｆ 047-476-1133
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37 柔整 けやきの森整骨院 習志野市谷津４－８－４５ 047-454-4748
38 柔整 高橋整骨院 習志野市津田沼２－１０－２０ 047-479-0811
39 柔整 整骨院ぽっかぽか 習志野市東習志野６－７－８イオン東習志野 047-409-1114

40 柔整 ふなき整骨院
習志野市津田沼３－９－３小松ビルエント
ピアⅡ１Ｆ－１０２号

047-474-5033

41 柔整 クオーレ整骨院 習志野市津田沼５－９－１１ 047－452-3637

42 柔整 モリシア整骨院
習志野市谷津１－１６－１
モリシア津田沼津田沼1F

047-471-9555

43 柔整 ウィル整骨院 習志野市谷津１－１７－２６ 047-476-4288
44 柔整 森の接骨院 習志野市東習志野３－１－２５ 047-407-3413
45 柔整 TR習志野整骨院 習志野市東習志野７－４－１０ 047－407-0128

46 柔整 整骨院プラスPluS
習志野市津田沼１－１５－６
広瀬ビル１F

047-489-1875

47 柔整 三浦接骨院
習志野市大久保２－１－１７
丸山ビル１０１

047-494-8829

48 柔整 奏の杜中央整骨院
習志野市奏の杜１－３－１
Sankoo Minami 103号室

047-481-8780

49 柔整 谷津中央整骨院
習志野市谷津５－４－７
ファースト谷津ハイツ1号棟106号室

047-407-3966

50 柔整 アルル整骨院
習志野市津田沼５－１２－１２
サンロード津田沼１F

047-455-3430

51 柔整 かみの接骨院 習志野市谷津２－４－２９ 047-427-0625
52 柔整 ひだまり接骨院 習志野市実籾５－９－２９ 047-471-7639
53 柔整 大久保接骨院 習志野市大久保３－８－７ 047-471-0145

54 柔整 いずみ整骨院　実籾
習志野市実籾５－１－４
下田ビル１F

047-475-1122

55 柔整 さくら整骨院 習志野市大久保３－１５－１　さくらビル１F 047-409-3328
56 柔整 手わざ整骨院 習志野市谷津１－１２－３ 047-478-0800
57 柔整 いずみ整骨院　津田沼 習志野市谷津１－１７－８　SAKビル１０１ 047-779-1056
58 柔整 三木接骨院 八千代市八千代台東１－４４－１１ 047-482-5804
59 柔整 羽渕接骨院 八千代市八千代台東４－５－５
60 柔整 大学堂整骨院 八千代市萱田町１０３６－１８ 047-483-3038
61 柔整 河野接骨院 八千代市大和田９８０－３ 047-484-2291
62 柔整 湯徳接骨院 八千代市八千代台東１－８－４ 047-484-3370
63 柔整 八千代台　名倉接骨院 八千代市八千代台西５－１－１ 047-485-1991
64 柔整 八千代台接骨院 八千代市八千代台東２－４－９ 047-486-2509
65 柔整 作田整骨院 八千代市勝田台北１－６－２６ 047-484-0503
66 柔整 三田接骨院 八千代市大和田２５４－１ 047-483-5665
67 柔整 島田接骨鍼灸院（旧：島田接骨院） 八千代市村上１６４３－１８ 047-485-8856
68 柔整 健豊堂接骨院 八千代市勝田台１－１３－３ 047-486-6727
69 柔整 小西接骨院 八千代市大和田新田７６－３５ 047-450-0281

70 柔整 一條整骨院
八千代市八千代台南１－４－１０
グレイス八千代１０１

047-486-0087

71 柔整 西八千代接骨院 八千代市大和田新田１０６１－１ 047-459-8688
72 柔整 佐藤接骨院 八千代市村上１７３５－７８ 047-484-3936
73 柔整 中央接骨院 八千代市ゆりのき台５－２９－１７ 047-483-4003

74 柔整 たかの接骨院（旧：高野鍼灸接骨院）
八千代市八千代台北１－４－１１
鬼沢ビル１F

047-486-3111

75 柔整 太田接骨院 八千代市八千代台北２－１－１５ 047-484-9317
76 柔整 八千代整骨院 八千代市高津８５０－９４ 047-459-5177

77 柔整 やちよ中央整骨院
八千代市ゆりのき台５－１－１
イーグル八千代

047-487-2727

78 柔整 よこかわ整骨院 八千代市緑ヶ丘２－３４－２１ 047-458-3272

79 柔整 中央整骨院
八千代市米本２２０８
ショッピングセンター付属店舗１３－３

047-488-8829

80 柔整 フレッシュ治療院 八千代市勝田台１－４－１４ 047-486-1081
81 柔整 田中接骨院 八千代市村上南４－１２－１１ 047-481-0656
82 柔整 くぼ整骨院 八千代市勝田台２－１６－１１ 047-483-7064

83 柔整 匡正堂　前田整骨院
八千代市ゆりのき台１－８－２
エステートピア・ラ・テールⅠ－１０２

84 柔整 中野整骨院
八千代市高津東４－７－８
メゾン岩井１F

047-485-2747

85 柔整 小西接骨院 八千代市大和田新田７６－３５ 047-450-0281
86 柔整 ゆり整骨院 八千代市八千代台南１－２４－１５ 047-484-1177

87 柔整 勝田台駅前整骨院
八千代市勝田台１－２９
サンコーポ勝田台F－１１１

047-487-1605

88 柔整 三ツ星整骨院 八千代市八千代台東１－２１－２４ 047-485-3351
89 柔整 おおみね整骨院 八千代市緑ヶ丘３－７－７ 047-469-1832
90 柔整 敬愛整骨院 八千代市萱田２２３７－９７ 047-486-9078
91 柔整 劉整骨院 八千代市勝田台１－３４－９ 047-487-0474

92 柔整 オレンジ鍼灸・接骨院
八千代市勝田台２－６－４
青いトマトビル１F－A

047-486-0123

93 柔整 工藤はりきゅう整骨院 八千代市村上南１－１－１３ 047-482-4005
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94 柔整 ゆりのき整骨院
八千代市ゆりのき台２－２－１２
ゴールド八千代１F

047-751-7733

95 柔整 緑が丘整骨院
八千代市緑が丘１－４－１カムザ・スクエア八
千代緑が丘エスタシオン１Ｆ

047-450-2244

96 柔整 船橋整骨院 八千代市八千代台東１－１５－３－１１５ 047－480-2784

97 柔整 太陽堂整骨院
八千代市八千代台南１－７－５
大栁ビル２F

047-484-2250

98 柔整 プラス整骨院
八千代市ゆりのき台３－１－５
エスタフレンテ２F

047-405-1102

99 柔整 万野整骨院
八千代市村上南１－１０－３
G・STARマンション１－A

047－481-2393

100 柔整 城ノ戸接骨院 八千代市緑が丘１－２－１９－１０２号 047-405-2430
101 柔整 やちよ接骨院 八千代市八千代台南１－７－２ 047-483-4970
102 柔整 オアシス整骨院 八千代市八千代台北１－９－１１ 047-455-3391

103 柔整 北総保健整骨院
八千代市米本２２０８
スーパーモリスタテナントC号室

047-488-8870

104 柔整 わかば整骨院 八千代市八千代台東１－１５－３－１０２ 047-455-3270
105 柔整 つばさ整骨院 八千代市勝田台１－３７－５ 047-480-1280
106 柔整 大和田駅前接骨院 八千代市大和田１０１０－１８ 047-481-7557
107 柔整 ぱんだ整骨院 八千代市八千代台南１－３－３　１Ｆ 047-482-5899
108 柔整 セドナ整骨院・鍼灸院 八千代市村上南１－１０－２１Ｆ－Ａ 047－487-8867
109 柔整 高津ひかり整骨院 八千代市大和田新田１５－１－１３－１１８ 047-459-5756

110 柔整 みうら整骨院
八千代市緑が丘２－１－３
イオンジャスコ緑が丘店2階

047－458-3912

111 柔整 たいよう整骨院 八千代市小池４９０ 047ー489－1395
112 柔整 勝田台接骨院 八千代市勝田台１－３５－１２ 047-483-1860
113 柔整 寿光接骨院 八千代市米本２２１８－５７ 047-494-6560

114 柔整 勝田台中央接骨院
八千代市勝田台１－４－２４
渡辺ビル１Ｆ

047-485-5100

115 柔整 整骨院・元気庵
八千代市ゆりのき台４－１－１２
Ｎ＆Ｓビル１－Ａ

047－406-5020

116 柔整 セントラル接骨院
八千代市八千代台東１－１－１０
セントラルウェルネスクラブ八千代台内５Ｆ

047-487-4467

117 柔整 勝田台げんき整骨院 八千代市勝田台北１－１９－４５ 047-487-0241
118 柔整 高津接骨院 八千代市大和田新田５９－１１９ 047-450-8686
119 柔整 きら星整骨院 八千代市勝田台１－３６－１ 047-411-6611

120 柔整 モア整骨院
八千代市ゆりのき台３－３－４
パールシティ八千代１F

047-405-6484

121 柔整 東葉整骨院
八千代市緑が丘２－３３－１０
飯田第１２ビル１０４

047-458-2719

122 柔整 ほねつぎ八千代緑が丘接骨院 八千代市大和田新田７５８－２ 047-458-5590
123 柔整 いわい整骨院　八千代院 八千代市八千代台北１－２－２－１０２ 047-409-1632
124 柔整 まりんスポーツ整骨院 八千代市大和田新田６０－５ 047-450-9744

125 柔整 新のぞみ接骨院
八千代市八千代台南１－７－４
京成ビル２F

047-487-3008

126 柔整 和らぎ整骨院
八千代市緑が丘２－２－９
秋葉第二ビル１０２

047-405-9351

127 柔整 高津団地整骨院 八千代市高津８３３ 047-459-0355

128 柔整 なのはな整骨院
八千代市大和田新田３５５－１６
アベニューゆりのき１０４

047-406-4618

129 柔整 こあら整骨院 八千代市大和田２９０－３ 047-405-1675

130 柔整 すこやか整骨院
八千代市勝田台北１－２－２
エーストキタビル１F

047-481-1517

131 柔整 はいさい整骨院
八千代市勝田台１－２９
京成サンコーポF－１０９

047-409-8131

132 柔整 春生堂整骨院 八千代市八千代台北6－2－9 047-484-1800
133 柔整 あいのて整骨院 八千代市勝田台北２－１３－１－１０１ 047-409-1280

134 柔整 八千代の里整骨院
八千代市八千代台南１－２－９
山口ビル１F

047-487-1235

135 柔整 街の整骨院 八千代市八千代台北１５－１５－１０ 047-483-6800

136 柔整 あくしす中央整骨院
八千代市勝田台１－２－５
いなほ第2ビル１F

047-409-5851

137 柔整 村上接骨院 八千代市村上１１１３－１ー２－１３－１０４ 047-486-9025
138 柔整 田辺整骨院 鎌ケ谷市南初富５－１０－６２ 047-444-7682
139 柔整 湯浅接骨院 鎌ケ谷市鎌ケ谷９－６
140 柔整 くぬぎ山整骨院 鎌ケ谷市初富１００７－４２ 047-484-4512
141 柔整 鎌ケ谷接骨院 鎌ケ谷市道野辺中央１－２－１１ 047-443-0066
142 柔整 創健会　佐藤整骨院 鎌ケ谷市南初富６－４－１８－１ 047-445-8130
143 柔整 伊藤整骨院 鎌ケ谷市東道野辺７－１－２５ 047-443-0334
144 柔整 鞴韜接骨院 鎌ケ谷市初富８０１－１２６ 047-444-9403
145 柔整 石山接骨院 鎌ケ谷市東初富３－３１－３ 047-444-9127
146 柔整 成田はりきゅう整骨院 鎌ケ谷市道野辺本町２－９－１５ 047-443-8024
147 柔整 道野辺整骨院 鎌ケ谷市道野辺中央３－１－５３ 047-443-2706
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148 柔整 鎌ケ谷中央整骨院（旧：高橋接骨院） 鎌ケ谷市南初富３－４－１ 047-445-8656
149 柔整 井草橋接骨院 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２－２０－４８ 047-445-3936
150 柔整 岡崎整骨院 鎌ケ谷市西佐津間１－１９－２７ 047-498-5556
151 柔整 ナイキ接骨院 鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４３
152 柔整 青葉接骨院 鎌ケ谷市西道野辺１５－２６ 047-446-9325
153 柔整 松飛台中央整骨院 鎌ケ谷市くぬぎ山１－１０－２１ 047-384-1576
154 柔整 はま整骨院 鎌ケ谷市馬込沢３－４３ 047-438-4870
155 柔整 大仏整骨院 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－５－５５ 047-445-0507
156 柔整 さつま接骨院 鎌ケ谷市中佐津間２－５－８ 047-473-2236
157 柔整 南整骨院 鎌ケ谷市南初富３－４－３ 047-443-8851

158 柔整 永池鍼灸整骨院
鎌ケ谷市丸山１－１－９
キクヤビル１F

047-442-7383

159 柔整 祥和接骨院 鎌ケ谷市新鎌ケ谷４－３－２０ 047-404-1700

160 柔整 カモミール整骨院
鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１
イオン鎌ケ谷店１F

047-441-2008

161 柔整 富田接骨院 鎌ケ谷市初富本町２－１９－２２ 047-443-8600
162 柔整 初富中央整骨院 鎌ケ谷市南初富６－１－７ 047-446-8400
163 柔整 東中沢整骨院 鎌ケ谷市東中沢２－２２－４４ 047-442-2320
164 柔整 鎌ケ谷西口整骨院 鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３３ 047-442-6855
165 柔整 よしざき整骨院 鎌ケ谷市東道野辺５－１６－１６ 047-402-2087
166 柔整 こころぎ整骨院 鎌ケ谷市馬込沢８－３０ 047－438-2971
167 柔整 整骨院　友樹 鎌ケ谷市道野辺中央２－３－１ 047－391-5086
168 柔整 右京塚整骨院 鎌ケ谷市右京塚３－１２ 047-401-6387
169 柔整 咲が丘整骨院 鎌ケ谷市東初富６－９－５４ 047-404-4527
170 柔整 くぬぎ整骨院 鎌ケ谷市東鎌ケ谷１－１－６８ 047-443-5003
171 柔整 月辰会ふなとり整骨院新鎌ヶ谷 鎌ヶ谷市新鎌ケ谷２－７－２ＣＩＡＯ２Ｆ３号室 047-445-4477
172 柔整 さくら接骨院 鎌ケ谷市北中沢１－１－５ 047-445-2123
173 柔整 みちのべ名倉整骨院 鎌ケ谷市東道野辺５－２－１６ 047-402-2272
174 柔整 プライマリーキュア接骨院鎌ケ谷 鎌ケ谷市鎌ケ谷５－９－５５ 047-407-2318
175 柔整 たつみ接骨院 鎌ケ谷市鎌ケ谷８－１－９０ 047-401-8302
176 柔整 FCアスリート整骨院 鎌ケ谷市鎌ケ谷３－３－３８ 047-436-8280
177 柔整 KSK整骨院 鎌ケ谷市中央１－１－３４前田ビル１F 047-402-3317
178 柔整 鎌ケ谷道野辺整骨院 鎌ケ谷市道野辺中央３－１－４６ 047－404－117１

179 柔整 ほねつぎ鎌ヶ谷接骨院 鎌ケ谷市南初富４－１７－４５ 047-402-2766
180 柔整 馬込ふじ整骨院 鎌ケ谷市馬込沢１－３０ ０４７－４０１－５８７７

181 柔整 東鎌ケ谷RECO整骨院
鎌ケ谷市東鎌ケ谷２－３－１５
サニーハウスⅡ１０２

047-412-1105

182 柔整 塚越接骨院 鎌ケ谷市中央２－２３－１８ ０４７－４０４－５５５８

183 柔整 鎌ケ谷純接骨院 鎌ケ谷市東中沢２－２４－４０ 047-427-9053
184 柔整 鎌ケ谷めぐみ鍼灸院 鎌ケ谷市鎌ケ谷４－１－２９ 047-401-6575


