
2016年
厚生労働
省調査

業の種類
(鍼灸・接
骨)

施術所名
（施術者名※）

住 所 電話番号

1 あ 坂尾マッサージ 銚子市笠上町７０９９ 0479-24-7121

2 あ 山田マッサージ 銚子市愛宕町３４７５－２0479-24-7893

3 あ 増田マッサージ 銚子市外川町１－１０８５１0479-25-7747

4 あ 石橋治療院 銚子市内浜町１８５３ 0479-24-5707

5 あ フタバマッサージ 銚子市前宿町６４７－３ 0479-25-5565

6 あ 大根治療院 銚子市中央町14－20 0479-22-1168

7 あ 土屋マッサージ治療院 銚子市若宮町５－１２ 0479-24-1906

8 あ 佐藤マッサージ 銚子市植松町２１４８－１0479-23-0301

9 あ 渡辺揉療治 銚子市竹町１５２１ 0479-22-5985

10 あ 林マッサージ 銚子市内浜町１５４９－１３0479-23-7312

11 あ 健伸堂 銚子市植松町６２２４－２0479-24-4090

12 あ 名雪治療院 銚子市松本町３－９７２ 0479-25-8317

13 あ 中山マッサージ 銚子市春日町２１５０ 0479-22-5967

14 あ 大塚マッサージ 銚子市本城町３－６７ 0479-23-3207

15 あ 犬吠長生院 銚子市上野町２９２－７ 0479-26-4154

16 あ
一般社団法人ライフケア
サポート  匝瑳事務局

匝瑳市上谷中２２１５－
２４－２０１

03-5856-
4371

17 あ
訪問マッサージ あい
のて 匝瑳店

匝瑳市吉田６８２－１
0479-73-
1656

18 あ 長生館五黄指圧治療院旭市二５４３９－１４ 0479-62-7228

19 あ 髙橋マッサージ 旭市井戸野４３１３－３ 0479-63-3110

20 あ 遠藤整骨院 旭市三川１９２３ 0479-57-5877

21 あ 田辺マッサージ 旭市飯岡字新畑１９５９－３0479-57-5128

22 あ
冨沢あん摩・マッサージ・指
圧治療院 旭市下永井７４０－３ 0479-57-4333

23 あ 柴指圧治療院 旭市三川６７２９－１ 0479-57-3693

24 あ 染谷マッサージ 旭市三川5286－13 0479-57-4824

25 あ
三川治療院（指圧・マッサー
ジ） 旭市三川６５２９－２ 0479-57-6166

26 あはき
はり、灸、マッサージ佐伯治
療院 旭市桜井２４－１ 0479-74-3836

27 あはき 宮内治療院 旭市萬歳１５２３－１ 0479-68-4727

28 あはき 辻内快心鍼灸治療院 旭市鏑木２２２７ 0479-68-2780

29 あはき 菅谷鍼灸院 匝瑳市八日市場ハ７７７
0479-73-
2729

30 あはき 山崎治療所
匝瑳市八日市場イ２８８
４

0479-72-
1658

31 あはき
はり・灸・指圧ﾎﾞﾃﾞｨｹｱｻﾛ
ﾝUNO

旭市二５９７１－５０ 0479-63-9227

32 あはき 宍倉鍼灸療院 旭市イ２００－2 0479-63-2178

33 あはき リフレッシュ鍼灸院 旭市イ２６８５ 0479-63-6111

34 あはき
石橋、ハリ、キュウ、マッ
サージ治療院 旭市西足洗３５６９ 0479-62-2443

35 あはき
くろねこ堂治療院マッサー
ジ・鍼・灸 旭市ロ３７５－１０ 0479-62-2252

36 あはき 遠藤マッサージ 旭市足川３９７１－６ 0479-63-2616

37 あはき
はり・きゅう・マッサージのリ
フレッシュルーム恒久 旭市井戸野1118-1 0120-917-539

38 あはき 照海マッサージ鍼灸治療院 旭市後草４５８－２ 0479-55-6355

39 あはき 鍼灸三郷治療院 旭市後草３２９７－８ 0479-55-1541

40 あはき 宇井野鍼灸院
匝瑳市栢田７８１８－３
６

0479-67-
5419

41 あはき 栄光堂治療院 匝瑳市堀川６６８５－３
0479-67-
4665

42 あはき
総合治療院　吉田鍼灸
院

匝瑳市川辺１６８７－３
0479-67-
3433

43
あはき
・柔整

ケアるが整骨院
匝瑳市八日市場イ２１１
０－３

0479-73-
6220

44
あはき
・柔整

ノアイル整骨院 匝瑳市八日市場イ４６２
0479-70-
2003
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45 あはき・柔整 塙鍼灸接骨院 旭市新町１３６８－１ 0479-62-0484

46 あ鍼灸 長谷川治療院 銚子市榊町３８９５－２ 0479-22-0437

47 あ鍼灸 多治見マッサージ治療院銚子市愛宕町３６６４ 0479-22-3079

48 あ鍼灸
はり・きゅう・マッサージ院
サカマキ安心堂

銚子市愛宕町９３９ 0479-22-9639

49 あ鍼灸 住吉治療院 銚子市前宿町３０４ 0479-22-9332

50 あ鍼灸 永井はりきゅう電気治療院銚子市東芝町４－１０ 0479-22-5447

51 あ鍼灸 積田鍼灸按マッサージ療院銚子市新生町２－８３ 0479-22-1324

52 あ鍼灸 大野治療院 銚子市清水町１４３５ 0479-22-2153

53 あ鍼灸 五宇鍼灸院 銚子市後飯町６－３ 0479-22-2437

54 あ鍼灸 こはく治療院 銚子市内浜１５４８－２７ 0479-26-4140

55 あ鍼灸 泰明堂 銚子市幸町２－７０－２ 0479-23-3207

56 あ鍼灸 きむら整骨院 銚子市橋本町１９１９ 0479-22-9339

57 あ鍼灸 小林鍼灸院 銚子市松本町２－８３５ 0479-22-2098

58 あ鍼灸 鈴木治療院 銚子市松本町２－８１０－４0479-22-6994

59 あ鍼灸 酒井鍼灸院 銚子市春日町２４９０－６３0479-22-4681

60 あ鍼灸 モモ鍼灸院 銚子市春日町３４６１ 0479-24-2686

61 あ鍼灸 石渡接骨院 銚子市清川町１－９－２１0479-24-1232

62 あ鍼灸 加藤鍼灸治療院 銚子市清川町１－９－５ 0479-22-8901

63 あ鍼灸 鈴木治療所 銚子市本城町４－５６７－６0479-22-1769

64 あ鍼灸 向後鍼灸院 銚子市松岸町３－３６１－２0479-25-1329

65 あ鍼灸 髙木体鍼堂 銚子市松岸町１－７３－２0479-24-2879

66 あ鍼灸 睦美治療院 銚子市柴崎町２－４４２－１０ 0479-24-7161

67 あ鍼灸 山本整骨院 銚子市宮原町５３２－１ 0479-33-2602

68 あ鍼灸柔 三河接骨院 銚子市外川町１－１０６９７0479-25-3295

69 あ鍼灸柔 後飯町接骨院 銚子市後飯町３－１７ 0479-24-7503

70 柔整 鈴木接骨院
匝瑳市八日市場イ２３９
３－１

0479-72-
0470

71 柔整 十三枚福島接骨院 匝瑳市八日市場イ２２７
0479-72-
0074

72 柔整 飯倉駅前接骨院 匝瑳市飯倉２４－６
0479-73-
6988

73 柔整 かずき整骨院
匝瑳市飯倉台１９番地
１６号

0479-85-
6899

74 柔整 野栄接骨院 匝瑳市野手４８６
0479-67-
2256

75 柔整 大木接骨院 匝瑳市野手６０３８－２
0479-67-
2159

76 はき 共興鍼灸院
匝瑳市東小笹１２４－１
９

0479-72-
5727

77 はき きらら鍼灸院 匝瑳市新９６－２
0479-74-
7030

78 はき 小倉接骨院 旭市ロ５０２ 0479-62-0014

79 はき し楽中い鍼灸院 旭市後草１５２８ 0479-55-2525

80
はき

・柔整
くるみ鍼灸整骨院 匝瑳市吉田５９２２

0479-74-
7227

81 はき・柔整はり・灸・接骨はやし整骨院 旭市川口３４４９-4 0479-62-6534

82 はき柔 にしひろ整骨院 銚子市川口町１－２０５０－１ 0479-23-1150

83 はき柔 はやし整骨院 銚子市中央町１３－３ 0479-25-5383

84 鍼灸 銚子鍼灸治療院 銚子市小畑町９２１３－６0479-24-9593

85 鍼灸 あずま鍼灸接骨院 銚子市前宿町６４７－３ 0479-21-5507

86 鍼灸 是空舎柴田鍼灸院 銚子市前宿町１１６１ 0479-22-1192

87 鍼灸 三合堂治療院 銚子市南小川町７００－１0479-25-4107

88 鍼灸 関鍼灸院 銚子市西芝町９－４ 0479-25-8750

89 鍼灸 籠谷接骨院 銚子市飯沼町１８６－５５ 0479-25-556

90 鍼灸 ユタカはりきゅう治療院 銚子市本城町１－２５ 0479-25-5765


