
1 あはき 池上指圧院 香取市佐原ﾛ2147-13 0478-54-7853
2 あはき 水郷指圧治療院 香取市北2-11-22 0478-54-4850
3 あはき 畔蒜治療院 香取市佐原ｲ56-29 0478-52-4647
4 あはき あんまはりきゅう室岡治療院 香取市佐原ｲ59-10 0478-52-3544
5 あはき 飯田鍼灸マッサージ治療院 香取市佐原ｲ3310-2 0478-54-4539
6 あはき 伊藤治療院 香取市佐原ｲ594-16 不明
7 あはき 小川はり治療室 香取市佐原ｲ612 0478-52-2570
8 あはき 小倉鍼灸院 香取市佐原ｲ3-3 0478-52-3401
9 あはき 快気堂 香取市佐原ｲ2747-2 0478-52-6011

10 あはき 海宝鍼灸マッサージ治療院 香取市佐原ｲ2-33 0478-54-2701
11 あはき 佐原治療院 香取市佐原ｲ55 0478-54-5354
12 あはき 篠塚治療院 香取市佐原ｲ3261 0478-52-3424

13 あはき せきの針灸治療院
香取市佐原ｲ177-4
ｶｰﾌﾟﾊｲﾂ1F

0478-52-6210

14 あはき たけだあん摩治療院 香取市佐原ｲ2135-4 0478-54-1899
15 あはき マッサージ松本 香取市佐原ｲ3473-2 0478-52-0054
16 あはき はりきゅう手あて治療院 香取市佐原ｲ486
17 あはき 久保木治療院 香取市津宮4410-2 0478-57-0931
18 あはき 鈴木はりきゅう治療院 香取市津宮1008-2 0478-57-0251

19 あはき 香取指圧センター
香取市津宮1232-2
本宮ｱﾊﾟｰﾄ1号

20 あはき 瀬川治療院 香取市大倉708 0478-57-0119
21 あはき 佐藤マッサージ 香取市下小野1026-4 0478-59-2609
22 あはき ハリ灸マッサージ観音治療院 香取市観音171 0478-58-1774
23 あはき はりきゅうリラクゼーション木村治療院 香取市鳥羽22-36 0478-58-1445
24 あはき 一般社団法人あいのて　マッサージ 香取市玉造3-7-11 0478-79-0948
25 あはき 創健堂治療院 香取市岩部1580 0478-75-3126
26 あはき マッサージ・テイクキュア治療院 香取市沢13-15
27 あはき かつみ治療院 神崎町郡258-1 0478-70-1208
28 あはき 訪問マッサージ　あいのて　成田店 神崎町古原791-26 0478-79-9208
29 あはき 松井鍼灸治療院 神崎町植房552共生のすまい
30 あはき 細田はりきゅう指圧院 神崎町神崎本宿2001-35 0478-72-3545
31 あはき 木村鍼灸治療院 香取市八日市場926 不明
32 あはき 高岡ハリキュウ指圧院 香取市小見川514 0478-82-2284
33 あはき マッサージ須郷治療院 香取市小見川1299 0478-82-2832
34 あはき すこやか鍼灸院 香取市野田450 0478-79-6917
35 あはき このはな鍼灸院 香取市久保895 0478-79-6025
36 あはき 越川鍼灸院 香取市新々田37-16 0478-83-3624
37 あはき 山田マッサージ 香取市内野473-2 0478-82-7250
38 あはき 髙橋はり治療院 香取市小見1247 0478-78-2786
39 あはき 香取マッサージ 香取市神生1611 0478-78-1328
40 あはき 長島マッサ－ジ院 香取市府馬3620-18 0478-78-4128
41 あはき 大楠鍼灸院 香取市府馬1940-1
42 あはき 鈴木治療院 東庄町笹川い5576 0478-86-1533
43 あはき 前田はりきゅう治療院 東庄町笹川ろ1284-157 0478-86-1339
44 あはき 柳堀鍼灸治療院 東庄町新宿1183 0478-86-1100
45 あはき アサダはりマッサージ治療院 東庄町石出1502-26 0478-86-4417
46 あはき 今井マッサージ治療院 多古町飯笹1091-2 0479-75-0528
47 あはき おがわ治療院 多古町多古1101-1 2F
48 あはき カナリア治療院 多古町多古475 0479-76-5382
49 あはき ゆう治療院 多古町染井2-9 0479-76-2138
50 あはき 艾舘灸治室 多古町本三倉257-3
51 あはき・柔整 翔道鍼灸院、翔道整骨院 香取市北1-8-39 0478-55-1358
52 あはき・柔整 くさかべ鍼灸院・くさかべ整骨院 香取市佐原ｲ1864-1 0478-79-9539
53 あはき・柔整 応慶はり灸治療院 神崎町古原乙321-16 0478-72-1117
54 あはき・柔整 こうざき鍼灸マッサージ院・こうざき整骨院 神崎町神崎本宿3209-2 0478-72-1922
55 あはき・柔整 まこと鍼灸院・まこと接骨院 香取市小見川100-1 0478-79-9099
56 あはき・柔整 浜崎鍼灸治療院、浜崎接骨院 香取市入会地3-311 0478-83-0268
57 あはき・柔整 ひとやすみ鍼灸院・ひとやすみ接骨院 東庄町新宿1313-12 0478-86-4585
58 柔整 高橋接骨院 香取市小見1247 0478-78-2786
59 柔整 永長接骨院 香取市佐原ﾛ2097-68 0478-52-4590
60 柔整 石井接骨院 香取市北2-8-1豊島ﾋﾞﾙ 0478-54-5565
61 柔整 健心堂接骨院 香取市北2-3-5 0478-52-6655
62 柔整 今泉接骨院 香取市佐原ｲ2594 0478-52-2516
63 柔整 岡野整骨院 香取市佐原ｲ3908 0478-52-3686
64 柔整 佐原接骨院 香取市佐原ｲ43-3 0478-55-0337
65 柔整 しみや接骨院 香取市佐原ｲ537-1 0478-52-3204
66 柔整 かとり接骨院 香取市佐原ｲ1302-200 0478-79-6755
67 柔整 倉本整骨院 香取市津宮1304-8 0478-57-1962
68 柔整 ことみ接骨院 香取市森戸20-4 0478-54-5470
69 柔整 小野田接骨院 香取市岩部1579-2 0478-70-5630
70 柔整 やまく整骨院 香取市扇島2644-2 0478-79-9995
71 柔整 愛健一発＆総合整骨治療院 神崎町四季の丘20-13 0478-72-1575
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72 柔整 岳洋接骨院 神崎町神崎神宿328-1 0478-72-4000
73 柔整 しのづか整骨院 香取市一ﾉ分目1242-1 0478-83-7722
74 柔整 小見川整骨院 香取市下小堀394-1 0478-83-2001
75 柔整 名倉堂接骨院 香取市本郷73-3 0478-82-0012
76 柔整 久保木接骨院 香取市小見川910-1 0478-83-9561
77 柔整 クローバー整骨院 香取市小見川691-3 0478-79-9608
78 柔整 銚子堂接骨院 香取市小見川514 0478-82-2284
79 柔整 すこやか整骨院 香取市野田450 0478-79-6915
80 柔整 たかぎ整骨院 香取市野田744-3 1F 0478-79-8878
81 柔整 髙岡接骨院 香取市下飯田根舞329-1 0478-83-8029
82 柔整 まんまる整骨院 東庄町笹川い565-1 0478-86-5351
83 柔整 塙接骨院 東庄町笹川い791-1 0478-86-4441
84 柔整 くぼき接骨院 東庄町笹川い4713-188 0478-79-0464
85 柔整 宮澤整骨院新宿分院 東庄町新宿1497 0478-86-4298
86 柔整 笑福堂整骨院 多古町井戸山70
87 柔整 多古ルネサンス整骨院 多古町飯笹859 0479-74-8439
88 柔整 大川整骨院 多古町多古440-3 0479-76-5850
89 柔整 三善接骨院 多古町多古30 0479-76-2771
90 柔整 さら整骨院 多古町出沼かとはし175-6 0479-75-1206


