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1 あはき さかえ鍼灸院 東金市東新宿15-7
2 あはき 指圧治療院桜い会 東金市油井410
3 あはき サンピアマッサージショップ 東金市東岩崎8-10サンピア4F 0475-52-0450
4 あはき 君塚鍼灸治療院 東金市台方173-2 0475-52-8341
5 あはき 創建リフレセンター 東金市田間340-1 0475-55-1570
6 あはき 栄光堂 東金市台方3 0475-55-4509
7 あはき 八街東洋鍼灸治療所 東金市極楽寺425-277 0475-55-9866
8 あはき 大和はり灸治療院 東金市家徳668-1
9 あはき 渡辺治療院 東金市道庭890-2
10 あはき 金高指圧、鍼灸治療院 東金市極楽寺619-36 0479-55-9530

11 あはき
九十九全快堂東金指圧鍼
灸院

東金市東岩崎22-7 0475-52-0831

12 あはき 山中指圧治療所 東金市東金1216

13 あはき
はり・灸・マッサージ・指圧や
つる堂治療院

東金市東金1510-10 0475-52-1222

14 あはき 東金鍼灸院 東金市東岩崎11-10 0475-52-6355
15 あはき 高野一郎指圧マッサージ院 東金市田間109-2 0475-55-6178
16 あはき 富永マッサージ治療院 東金市田間１４４６－３ ０４７５－５４－７４７７
17 あはき 東金　たま鍼灸院 東金市田間９３８－８ 0475-55-3169
18 あはき なごみ鍼灸院 東金市家徳６３５－３１ 0475-77-8066
19 あはき はり・きゅう治療処あうん 東金市山田1132-14
20 あはき マーチン訪問マッサージ 東金市南上宿4-9 0475-53-2510
21 あはき サンキュー訪問マッサージ 東金市田間3-32-16　A号室
22 あはき 鍼灸治療室斉藤 大網白里市細草3215-22 0475-77-6342
23 あはき 中村治療院 大網白里市大網871-4
24 あはき 求心治療院 大網白里市南今泉4654 0475-57-2247
25 あはき 毅然堂増田鍼灸院 大網白里市大網343 0475-72-0597
26 あはき こだま鍼灸院 大網白里市永田1460 0475-73-0585
27 あはき 石野鍼灸治療院 大網白里市大網646 0475-72-0013
28 あはき 田村鍼灸院 大網白里市北今泉3696-58 0475-77-4067
29 あはき ちのね鍼灸治療院 大網白里市北今泉3294-1 0475-77-2756
30 あはき 福井指圧所 大網白里市細草659-3 0475-77-5445
31 あはき 元気堂鍼灸院 大網白里市南横川3132-10 0475-73-4404
32 あはき 柴崎鍼灸院 大網白里市大竹264-1 0475-72-6665
33 あはき 指圧村田治療室 大網白里市桂山965-1 0475-72-4468
34 あはき 美友堂鍼灸院 大網白里市駒込1389-6 0475-73-2351
35 あはき みずほ鍼灸院 大網白里市永田1679-2 0475-72-5431
36 あはき 牧野はり温灸院 大網白里市南今泉4746 0475-77-2388
37 あはき 福島友雄施術所 大網白里市金谷郷16
38 あはき 千寿堂鍼灸治療院 大網白里市富田1621-1 0475-72-8172

39 あはき さくら堂鍼灸院
大網白里市みずほ台２-１１-１
モール伊藤１０８

０４７５－７２－６９７０

40 あはき
かねこあん摩マッサージ指
圧治療院

大網白里市北今泉８９７ ０４７５－７７－６３０１

41 あはき
マッサージ・指圧はなぶさ治
療院

大網白里市南玉７１－１４ ０４７５－７２－６１４１

42 あはき かりや治療院 大網白里市大網5002-66 0475-72-8724

43 あはき コスモス福祉指圧院
大網白里市駒込438-9
大あみはいつAー１３

0475-72-4096

44 あはき わらび台福祉指圧院 大網白里市富田２１１１－２０ 0475-73-5772
45 あはき まちのもみやさん鍼灸指圧 大網白里市みずほ台1-11-19 0475-77-8776
46 あはき カミツレ鍼灸院 大網白里市仏島28-17
47 あはき 高橋治療院 大網白里市みずほ台1-3-5 0475-77-7005
48 あはき 石田はり灸治療院 九十九里町作田5199 0475-76-5269
49 あはき はり・灸野嶋治療院 九十九里町片貝3645-1 0475-76-5335
50 あはき 浜田治療院 九十九里町作田5228-1 0475-76-6546
51 あはき 並木マッサージ院 九十九里町片貝1598
52 あはき 武田鍼灸院 九十九里町不動堂450 0475-76-7160
53 あはき すずき鍼灸施術所 九十九里町田中荒生1466-2 0475-76-2557

54 あはき
若林はり・きゅう・マッサージ
治療院

九十九里町片貝1738-1 0475-76-2517

55 あはき 九十九里飯沼治療室 九十九里町真亀1546-11 0475-76-1233
56 あはき 富永治療院 山武市成東218-3 0475-82-2533
57 あはき 和光鍼灸治療院 山武市木戸2363-3 0475-84-1278
58 あはき 鍼灸治療院天風堂 山武市真行寺616 0475-82-2195

59 あはき
小田嶋あん摩・マッサージ・
指圧治療所

山武市本須賀3481-194 0475-84-1442

60 あはき 寺田鍼灸治療院 山武市小松534 0475-84-0990
61 あはき 真行寺治療院 山武市湯坂479-2 0475-82-5283
62 あはき 成東の延命灸 山武市津辺356 0475-82-3161
63 あはき 稗田鍼灸マッサージ院 山武市姫島456-5 0475-82-6194
64 あはき 小泉指圧治療院 山武市井の内4135 0475-84-0434
65 あはき 壱萬堂治療院 山武市島285 0475-82-4972
66 あはき 太田治療院 山武市姫島319-36 0475-82-7647
67 あはき なみき治療院 山武市上横地1335-46 0475-82-7299
68 あはき ますだ治療院 山武市富田ト-465-6 0475-82-4788
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69 あはき 西郡鍼灸院 山武市椎崎429 0475-88-0019
70 あはき 按鍼堂小川治療院 山武市木原65 0475-88-0805
71 あはき 日向鍼灸院 山武市日向台8-24 0475-88-3769
72 あはき 三愛治療院 山武市大木826-111 047-322-3522
73 あはき 鍼灸江口自然感 山武市松尾町金尾460-1 0479-86-4474
74 あはき 借毛本郷鍼灸院 山武市松尾町借毛本郷566-45 0479-86-7085

75 あはき 渡辺マッサージ
山武市松尾町祝田字南祝田
140-3

0479-86-5028

76 あはき 太田はり治療院 山武市松尾町八田8-2 0479-82-1055
77 あはき 押尾あん摩施術所 山武市ロ2126 0475-86-3379
78 あはき 木津川鍼灸所 山武市ニ4440
79 あはき 宇津木鍼治療所 山武市ロ2936
80 あはき HOGUSHI 山武市松ヶ谷２７７８－１１ 0475-84-3065
81 あはき 生喜活気鍼灸院 山武市殿台583-1 0475-82-6882
82 あはき 桔梗会鍼灸院 山武市松尾町大堤115 0479-86-2160
83 あはき Kaori鍼灸院 山武市蓮沼ロ２１２４－５ 0475-86-2621
84 あはき 杉浦治療室 横芝光町鳥喰新田700-7 0479-82-3917
85 あはき 塚本あん摩施術所 横芝光町横芝741 0479-82-2751
86 あはき 藤田あん摩ちちもみ治療所 横芝光町横芝1493
87 あはき 向後治療院 横芝光町横芝1581-4
88 あはき 鈴木施術所 横芝光町北清水2557
89 あはき エバト鍼灸院 横芝光町横芝1502-2
90 あはき ハリ灸タキカワ 横芝光町横芝493-2 0479-82-2721
91 あはき 川野鍼灸治療室 横芝光町鳥喰上812
92 あはき 福山治療所 横芝光町横芝933
93 あはき マルタ治療院 横芝光町栗山4276-23 0479-82-5655
94 あはき 長陽堂鍼灸治療院 横芝光町坂田723

95 あはき 竹内マッサージ鍼灸治療院
横芝光町横芝2385黒潮ハイツ
108

96 あはき つばめ治療院 横芝光町鳥喰新田３６５－７ ０４７９－８２－４１６８
97 あはき 日色治療所 横芝光町宮川６０５５
98 あはき 新井治療所 横芝光町木戸９６３８－２ 0479-84-0134
99 あはき 静マッサージ 横芝光町宮川６０６６－１
100 あはき 遊馬マッサージ 横芝光町宮川４５５９
101 あはき 更正堂 横芝光町尾垂イー１６９２
102 あはき 草葉治療院 横芝光町宮川１１９００－２
103 あはき ヘルスケアアルファ宮本保 横芝光町宮川６０３９－２０ 0479-85-1331
104 あはき はり・灸東洋院 横芝光町宮川１１４８７－８ 0479-84-3309
105 あはき 下河指圧マッサージ治療院 横芝光町木戸４８８ 0479-84-2000

106 あはき
はりきゅうマッサージ横山治
療院

芝山町小池2330 0479-77-1608

107 あはき
京カントリークラブマッサー
ジ室

芝山町山田1181 0479-77-2222

108 あはき 藤城施術所 芝山町小池2448-2 0479-77-0154
109 あはき 治療院るか 芝山町大里2434 0479-79-1150
110あはき・柔整齊籘接骨院 東金市田間244-1 0475-54-3526
111あはき・柔整伊藤鍼灸整骨院 東金市南上宿38-25 0475-55-6220
112あはき・柔整求名はり灸接骨院 東金市道庭９３７－５ ０４７５－５２－２０７０

113あはき・柔整たがわ整骨院
東金市東新宿9-10　広田ビル
101

0475(55)4317

114あはき・柔整みずほ台接骨院 大網白里市みずほ台1-50-4 0475-73-7336

115あはき・柔整きらら鍼灸整骨院
大網白里市みどりが丘2-21-1
1F

0475-72-8583

116あはき・柔整おおあみ接骨院 大網白里市みやこ野１－２－３ 0475-70-0777
117あはき・柔整つくも整骨院 九十九里町小関２２６５ 0475-71-2930
118あはき・柔整福禄寿整骨針灸院 山武市成東字原田156-1 0475-82-8300
119あはき・柔整操健堂はすぬま整骨院 山武市蓮沼ニ2079-3 0475-86-4750
120あはき・柔整すみれ接骨院 横芝光町栗山2943-39
121 柔整 佐瀬接骨院 東金市下武射田1-187-2
122 柔整 川崎整骨院 東金市二之袋1023-1 0475-73-7042
123 柔整 山口接骨院 東金市家徳103
124 柔整 山本整骨院 東金市田間三丁目25番地4 0475-55-6655
125 柔整 東金整骨院 東金市東岩崎11-10 0475-52-6355
126 柔整 さかい接骨院 東金市油井961-1 0475-54-0530
127 柔整 東金　たま整骨院 東金市田間９３８－８ 0475-55-3169
128 柔整 さいとう整骨院 東金市道庭985-1 0475-78-3788
129 柔整 ときがね整骨院 東金市東岩崎19-4 0475(53)6340
130 柔整 東金クローバー整骨院 東金市東上宿8-11 0475(71)2127
131 柔整 しゅう整骨院 東金市東新宿18-2 0475(54)3018
132 柔整 坪井接骨院 大網白里市大網30 0475-72-2043
133 柔整 鶴岡接骨院 大網白里市北飯塚245-47 0475-72-8880
134 柔整 白里鍼灸院 大網白里市大網字新宿700-5 0475-73-6612
135 柔整 加藤岡接骨院 大網白里市北今泉3452
136 柔整 伊藤接骨院 大網白里市富田975-6
137 柔整 柴崎整骨院 大網白里市大竹264-1 0475-72-6665
138 柔整 山内整復院 大網白里市大竹129
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139 柔整 千寿堂接骨院 大網白里市富田1621-1 0475-72-8172

140 柔整 さくら堂整骨院
大網白里市みずほ台２-１１-１
モール伊藤１０８

０４７５－７２－６９７０

141 柔整 わかば整骨院 大網白里市大網797 0475-73-8890
142 柔整 大網中央整骨院 大網白里市富田2-4 0475-53-6448

143 柔整 大網街道整骨院
大網白里市大網28-5　和はう
す101

0475-73-8110

144 柔整 大網白里整骨院 大網白里市大網663-4
145 柔整 村杉接骨院 九十九里町片貝3553 0475-76-7236
146 柔整 篠崎整骨院 九十九里町粟生2264-8 0475-76-5857
147 柔整 今井整骨院 九十九里町片貝3604 0475-76-5259
148 柔整 秋葉接骨院 九十九里町片貝1156-2 0475-76-1570
149 柔整 茅根（チノネ）整骨院 九十九里町西野1332-2 0475-76-4970
150 柔整 ジャンボ整骨院 九十九里町片貝3882-1 0475-76-8887
151 柔整 平山接骨院 山武市日向台58-1 0475-88-0815
152 柔整 高田接骨院 山武市埴谷1938-26 0475-88-2289
153 柔整 真天堂高野接骨院 山武市松尾町大堤52
154 柔整 あおし整骨院 山武市成東2336-5 0475-55-1783

155 柔整
古民家ふれあい館
高宮接骨院

山武市上横地３６７９－３ 0475-53-5901

156 柔整
さんぶの森
希望ヶ丘整骨院

山武市美杉野４－１－１ 0475-51-1422

157 柔整 おおにし整骨院 山武市横田974－3 0475-53-5757
158 柔整 峰村整骨院 山武市津辺113-4 0475-82-2359
159 柔整 細田整骨院 横芝光町横芝2135-1 0479-82-3500
160 柔整 泰山堂接骨院 横芝光町柴崎１７７７－２１
161 柔整 萩原接骨院 横芝光町宮川５３４７－１
162 柔整 伊藤整骨院 横芝光町宮川１１９１５－１ 0479-84-3888

163 柔整 青葉整骨院
横芝光町宮川字入表１１３０６
－２

0479-67-3495

164 柔整 清政館接骨院 横芝光町横芝１１８２－１
165 柔整 ほねつぎはにわ接骨院 芝山町小池2601-27 0479-77-3289
166 柔整・柔整 ねもと整骨院 横芝光町横芝２０９５－１ 0479-74-7777


