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大街 施術所 所在地 肩書 電話番号

上街 中澤はり院 上町５丁目５－２ 824-2768

上街 片岡鍼灸治療院 上町４丁目１０－３ 875-6452

上街 アイム在宅鍼灸マッサージ 上町3丁目8－1 エイワビル3Ｆ 802-7488

高知街 西弘小路鍼灸院 丸ノ内１丁目７－２５ 875-3408

高知街 いやしの苑 丸ノ内２丁目７－５ 872-1389

高知街 鍼灸高知東洋医学治療院 本町５丁目６－４６ 古田ビル３F 873-7821

高知街 市原治療院 与力町１０－１９ 872-2554

高知街 あさ鍼灸室 升形４－１０ 升形マンション２０１

高知街 山本治療院 永国寺町３－２ 823-8591

高知街 マッサージレイス治療院高知 唐人町５－１１ 821-8503

高知街 鍼灸のヒノウラ 帯屋町２丁目１－１７ 823-2722

南街 山正鍼灸院 城見町８－８ 855-7215

南街 だるま堂漢方鍼治療院 農人町２－１９ 882-1451

南街 沖治療院 菜園場町３－１０ 883-1883

北街 氏原はり療院 桜井町２丁目１－１２ 883-5935

北街 藤下健康堂 桜井町２丁目９－２１ 882-6255

北街 野﨑治療院 桜井町１丁目８－３ 桜井ビル１Ｆ 884-8010

北街 ながたき治療院 桜井町１丁目１１－２９ 879-2202

北街 和（なごみ）鍼灸治療院 桜井町１丁目３－６ 883-6522

北街 みもみ鍼灸指圧整骨院 はりまや町１丁目５－７ 874-0117

下知 高津東洋鍼灸院 北金田１２－１６ 883-7222

下知 友永鍼・灸・指圧院 北金田１２－１８ 883-6916

下知 濱口按鍼院 弥生町５－２４ 883-6685

下知 大黒マッサージ 南宝永町５－３ 883-8090

下知 整骨鍼灸所　三華堂 知寄町１丁目２－２６ 883-3232

下知 きげんどう鍼灸院 北御座１１－３　 861-9777

江の口 寺石鍼灸専門院 洞ケ島町７－３ 872-0633

江の口 土佐鍼灸治療院 中水道 ３－２８ 871-3872
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江の口 丸井堂漢方鍼療院 幸町２－２２ 825-1615

江の口 はり灸整骨院　天鍼 伊勢崎町１１－７ 875-0607

江の口 上地接骨鍼灸院 中水道１－１２ 822-5692

江の口 田村鍼灸接骨院 幸町４－１１ 872-0088

江の口 吉岡鍼灸院 入明町１２－１３ 872-4204

江の口 みき治療院 栄田町３丁目８－２２ 824-3848

江の口 治療院　和 愛宕町３丁目１３－３１ 823-2690

江の口 和　接骨院 愛宕町１丁目５－１４ 875-6131

江の口 マッサージKOKO 大川筋１丁目７－３０ 875-2823

江の口 和田鍼灸院 幸町７－１ 873-7882

江の口 青山漢方治療院 愛宕町２丁目７－２１ 873-7666

江の口 蘇生堂整体治療室 寿町１－７ 871-0599

江の口 指心館 大川筋２丁目３－２７－２０２

江の口 笑む鍼灸整骨院 新本町２丁目１３－５０ 879-7818

江の口 はり・灸・マッサージ葵治療院 新本町２丁目５－１１ 874-0942

江の口 渡辺指圧治療院 大川筋１丁目６－４９ 871-3226

江の口 笹岡尚幸鍼灸院 比島町３丁目１８－１ 080-2971-1170

小高坂 大黒鍼灸接骨院 山ノ端町２２０－３ 823-0502

小高坂 小野治療院 井口町８０ 825-2321

小高坂 塩見はりきゅう院 西町１０ 822-7477

小高坂 桑山あんまマッサージ指圧治療院 新屋敷１丁目１－１３ 873-9256

小高坂 武田整体鍼灸接骨院 山ノ端町２－１ 875-9732

小高坂
こだかさ障害者支援センター
はり・灸・マッサージ

越前町２丁目４－５ 823-6192

小高坂 たどころ鍼灸院 宝町１０－１ 875-8777

小高坂 山中鍼灸院 新屋敷２丁目８－１３ 090-4494-7599

小高坂 笑陽堂 宝町21-９ 855-3185

旭街 秋澤鍼灸治療院 本宮町７９ 844-4144

旭街 浜田はり・きゅう・接骨院 元町１０－５ 823-6896

旭街 旭駅前鍼灸院 縄手町５７ 872-4961

旭街 片岡治療院 下島町１１４番地 873-4818

旭街 利休堂指圧針灸治療院 旭町３丁目９２ 822-1150
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旭街 えぐち鍼灸整骨院 鏡川町８６－１３ 855-4510

旭街 しん整骨院 福井町１７２７－５ 823-3322

旭街 中嶋鍼灸治療院 石立町７４ スカイハイツTAKANO１階 833-9010

旭街 伊藤治療院 長尾山町４０－１１ 843-9494

旭街 ゆすはら鍼灸院 塚ノ原１５０－９ 090-4975-9743

旭街 河渕鍼灸療院 旭町１丁目９－６ 872-1448

旭街 てとてあさひ 旭駅前町３１ 881-0575

旭街 満月堂 山手町54-6 881-4992

潮江 吉川針灸接骨院 竹島町１６５－６ 832-6634

潮江 マッサージ・はり治療　まえおか 北新田町６－２０ 833-1133

潮江 西村鍼灸接骨院 高見町３８０ ジョイフル高見１F 834-1520

潮江 冨士田治療院 百石町１丁目６－１ 832-3034

潮江 大野接骨院 北竹島町４１８－６ 831-2424

潮江 西川接骨鍼灸院 桟橋通３丁目２８－６ 831-5645

潮江 快鍼ルーム　フジタ 百石町１丁目６－２０ 803-8802

潮江
あんま・鍼・灸てあて所
 universal health care

桟橋通４丁目１３－２４ 833-6610

潮江 みその鍼灸接骨院 北竹島町６－９ 856-5174

潮江 しん整骨院 潮新町２丁目１３－１９ 832-3399

潮江 詩麻鍼灸院 仲田町２－７ 080-3926-7576

潮江 なかむら指圧治療院 南河ノ瀬町９５－１ セーシェルONE１０５ 833-5363

潮江 らくらく接骨院 竹島町１５８－１ 831-8588

潮江 按庵 土居町１０－７ シャメゾンＫＩ　１階 090-5023-9479

潮江 あわじ鍼灸室 役知町１１－１２ あわじ薬局２Ｆ 090-8287-4673

潮江 シャンティ施術所 筆山町6-10 831-8577

三里 山本鍼灸院 種崎４０８ 847-7867

三里 竹内はり灸マッサージ治療院 十津３丁目２１－１１ 847-5091

五台山 五台山鍼灸治療院 吸江２３９ リバーサイドハイツ１０２号 882-7990

高須 東洋はり研 葛島３丁目４－１９ 884-2218

高須 命源堂はり灸治療院 葛島３丁目１４－６ 883-1541
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高須 風の音鍼灸接骨院 高須３丁目４－４０ 885-2299

高須 鮫島漢方鍼灸院 高須東町１７－１４ 855-4541

布師田 ハート鍼灸治療院 布師田２６８０ 846-0070

一宮 薊野鍼灸接骨院 薊野西町２丁目１－１５ 845-5229

一宮 安達はり灸整骨院 薊野西町２丁目１６－２３ 846-0666

一宮 山本指圧整体治療院 一宮中町３丁目１８－３０ 846-2667

一宮 あざみの鍼灸院 薊野東町１２－８ 855-3633

一宮 だいふく堂漢方鍼療院 薊野南町２１－７ 846-0906

一宮 トリアス鍼灸接骨院 薊野西町1丁目２２－１６ 821-7500

一宮 もてぎほねつぎ鍼灸院 薊野南町２８－２０ 北村ビル１階３号 879-0913

一宮 おかばやし鍼灸接骨院 一宮中町３丁目２－６０－４ 879-6854

秦 うらた鍼灸接骨院 中秦泉寺４３ パストラルK１０２号室 871-6533

秦 斉鍼灸院 中秦泉寺３２８－２４ 871-3911

秦 渡辺針灸療院 秦南町１丁目８－３ 823-5790

秦 かしわい治療院 西秦泉寺１１２－１ パストラルＫ２　１Ｆ 822-2123

秦 フレアス在宅マッサージ高知 東秦泉寺７７－１ アイビータウン１Ｆ 854-9890

初月 安岡漢方鍼療院 中万々１－１５ 824-8956

初月 谷脇鍼灸院 南久万６１－１１ 822-0581

初月 花岡鍼灸接骨院 南万々２９－６ 875-2614

初月 ｃｏｚｙ　ＫＵＲＯ 一ツ橋町２丁目７２ サンビレッジＢ棟１０１ 822-9522

初月 まきむら鍼灸治療院 みづき３丁目２７０６ 090-8971-0408

初月 鍼灸治療院　陽だまりの森 中万々１０９－７ 上原ビル１０６ 881-3927

初月 大倉鍼灸整骨院 万々909 824-6020

朝倉 一ツ橋鍼灸 針木北１丁目１０－４８ 844-6680

朝倉 國澤鍼灸接骨院 朝倉横町１－３ 843-7667

朝倉 上田鍼灸院 朝倉本町１丁目１２－２４ 844-1606

朝倉 氏原鍼灸接骨院 朝倉丙８－４ 844-7177

朝倉 鍼灸院"宇宙"そら 鵜来巣２－１９ 840-9180
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朝倉 陽だまり治療室 朝倉東町３６－１２ 843-6821

朝倉 門田治療院 朝倉南町２－３０－３ 843-7616

朝倉 おかの鍼灸整骨院 若草南町２１－２０ 843-7802

朝倉
いきいきの里あんま・はり・きゅ
う治療院

朝倉己７７６－１ 828-8839

朝倉
いきいきの里あんま・はり・きゅ
う第二治療院

朝倉己７７１－９ 解放センター２階 828-8839

朝倉 松野指圧治療院 針木本町８－１ 844-5701

朝倉 森岡治療院 朝倉本町１丁目１０－３５ 879-0839

鴨田 神田鍼灸接骨院 神田６２８－２ 833-8111

鴨田 尾崎整骨鍼灸院 鴨部１丁目１８－２ 844-1842

鴨田 かもだ鍼灸整骨院 神田４４６－１５ 832-4500

鴨田 めだか治療院 鴨部３丁目１－４７ アーネスト鴨部３０５号 090-7788-9067

長浜 吉岡治療院 横浜新町３丁目３１６－４ 848-2738

長浜 宮地はり接骨院 横浜新町４丁目３２５ 842-0560

長浜 瀬戸長生療院 瀬戸南町１丁目１０－５ 842-8457

長浜 いちかわ針灸整骨院 瀬戸東町２-１０ 842-5072

長浜
マッサージ・はり・灸 治療院 ほん
わか

瀬戸２丁目１２－３ 841-6272

長浜 山中接骨鍼灸院 長浜４７３８ 841-2677

長浜 タカオ接骨針灸院 瀬戸１丁目２－６３ 842-3381

長浜 鍼灸マッサージ　しんら 瀬戸南町１－１３－２０－４６

浦戸 池川療院 浦戸２６３ 842-2724

大津 漢方治療院　明安堂 大津乙４３８－６ 866-0267

大津 治療院　ゆるり 大津乙１６１－１８ 866-1781

介良 高木治療院 介良乙２７０１－８ 860-1230

春野 平成はり灸整骨院 春野町平和３３９３－２３ 848-0151

春野 勝賀野鍼灸治療院 春野町弘岡下１３９６ 894-3102

春野 たけよし鍼灸院 春野町南ケ丘５丁目６－４ 841-5513

春野 風光鍼灸治療院 春野町平和２４７ 841-7707
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