
高知市届出済施術所（令和４年９月30日現在）
施設名 所在地 備考

cozyKURO 高知市一ツ橋町2丁目72番地サンビレッジB棟101

E-SALON 高知市鏡川町86-10

ＩＧＯＳＳＯ 高知市百石町一丁目18-18　フェリオ澤田２Ｆ

TOTONOI 高知市札場15-2リバージュマンション106号

アイム在宅鍼灸マッサージ 高知市上町三丁目８番１号エイワビル３F

あさひ指圧治療所 高知市西秦泉寺386番地5

あざみの鍼灸院 高知市薊野東町12番8号

あさ鍼灸室 高知市升形4番10号　升形マンション201

あたご和治療院 高知市愛宕町3丁目13番31号

あわじ鍼灸室 高知市役知町１１番12号　あわじ薬局２F

あんま、はり沖治療院 高知市菜園場町3番10号

あんま、マッサージ、指圧　水野 高知市南宝永町13番12号

あんま、マッサージ指圧　伊藤治療院 高知市長尾山町40番地11

あんま、指圧、マッサージ　山﨑治療院 高知市鴨部高町2番10号

あんま・鍼・灸 てあて所 Universal Health Care 高知市桟橋通4丁目13番24号

あんまマッサージ指圧ＫｏＫｏ 高知市大川筋1丁目7番30号

いい治療院 高知市梅ノ辻2番6号

いきいきの里あんま・はり・きゅう治療院 高知市朝倉己776番地1

いきいきの里あんま・はり・きゅう第二治療院 高知市朝倉己771番地9 解放センター2階

いちかわ針灸整骨院 高知市瀬戸東町2丁目10番地

いやしの苑 高知市丸ノ内2丁目7番5号

うらた鍼灸接骨院 高知市中秦泉寺43番地　パストラルＫＬ102号室

えぐち鍼灸整骨院 高知市鏡川町86番地13

おかの鍼灸整骨院 高知市若草南町21番20号

おかばやし鍼灸接骨院 高知市一宮中町３丁目２番60－４号

かしわい治療院 高知市西秦泉寺112番地1　パストラルK2　1F

かもだ鍼灸整骨院 高知市神田446番地15

きげんどう鍼灸院 高知市北御座11番3号　フォブールカメーリエ102

くすおか鍼灸整骨院 高知市桜馬場10番4号

くまがい整骨院 高知市若松町13番17号

こだかさ障害者支援センター はり・灸・マッサージ 高知市越前町2丁目4番5号

この花鍼灸院 高知市西町94番地１

こまつ鍼灸院 高知市北本町三丁目９-28　エトワール山本103

しなね鍼灸院 高知市一宮東町五丁目４番18号

シャンティ施術所 高知市筆山町6－10

しんほんまち鍼灸整骨院 高知市新本町2-5-34-2　キロキロモール店舗１号

しん整骨院 高知市福井町1727番地5

しん整骨院 高知市潮新町2丁目13番19号

すえまさ鍼灸整骨院 高知市介良320番地9

スタイル鍼灸整骨院 高知市弥生町13－15　EXT－３　101

せがわ整骨院 高知市介良乙1004番地6

そら鍼灸整骨院 高知市竹島町141－2　Ｂ棟

だいふく堂漢方鍼療院 高知市薊野南町21番7号

タカオ接骨針灸院 高知市瀬戸1丁目2番63号

タカハマ整骨院 高知市南久保２番33号 休止中

たけだ鍼灸整骨院 高知市山ﾉ端町2番地1

たけよし鍼灸院 高知市春野町南ヶ丘5丁目6番地4

たどころ鍼灸院 高知市宝町10-1

だるま堂鍼灸院 高知市農人町2番19号

たんとん 高知市本町2丁目1番35号　山本ビル3F

てとてあさひ 高知市旭駅前町31

てらお接骨鍼灸院 高知市旭駅前町９－２

トリアス鍼灸接骨院 高知市薊野西町１丁目22-16

ながたき治療院（はり・きゅう・マッサージ） 高知市桜井町1丁目11番29号

なかむら指圧治療院 高知市南河ノ瀬町95番地１ｾｰｼｪﾙONE105

なごやか指圧 高知市福井東町1-16コーポ福井東町１階北号

ハート鍼灸治療院 高知市布師田2680番地

はり、きゅう、指圧　瀬戸長生療院 高知市瀬戸南町1丁目10番5号

ハリ、灸、マッサージ　活生庵 高知市西秦泉寺354番地7

はり・きゅう　MIYABI 高知市鴨部1476-1　明高ビル１階１号

はり・きゅう　みまき治療所 高知市鵜来巣12番22号

はり・きゅう・マッサージ院　ひろた 高知市重倉23-15

はり・灸・マッサージ葵治療院 高知市新本町二丁目５番11号



はり・灸指圧マッサージ西山治療院 高知市百石町2丁目19番16号

はりきゅう自然治療院癒しのそら月光 高知市万々28－１　クリーングレーハウス１Ｆ

はり灸　下元指圧治療所 高知市新屋敷1丁目10番8号

はり灸整骨院　天鍼 高知市伊勢崎町11番7号

はり指圧　永野治療所 高知市土居町4番1号

はる鍼灸治療院 高知市鏡川町8番地

フレアス在宅マッサージ高知 高知市東秦泉寺７7番地1  アイビータウン1F

まきむら鍼灸治療院 高知市みづき三丁目2706

まごころ治療院 高知市東秦泉寺515番地129 休止中

マッサージ　レイス治療院　高知 高知市唐人町5番11号

マッサージ・はり・灸治療院　ほんわか 高知市瀬戸2丁目12番3号

マッサージ・はり治療　まえおか 高知市北新田町6番20号

マッサージはり灸明石 高知市西町104番地1

マッサージみさを治療院 高知市伊勢﨑町9番12号

みき治療院 高知市栄田町3丁目8番22号

みその鍼灸接骨院 高知市北竹島町６－９

みもみ鍼灸指圧整骨院 高知市はりまや町一丁目５番７号

めだか治療院 高知市鴨部3丁目1番47号　アーネスト鴨部305号室

もてぎほねつぎ接骨院/もてぎほねつぎ鍼灸院 高知市薊野南町28-20北村ビル1階3号

もとよし整骨院 高知市大津甲584番地3

ゆすはら鍼灸院 高知市塚ノ原150番地９

よしもと接骨院 高知市宝永町2番20号

よもぎ鍼灸院 高知市鴨部3丁目8-26-5

ライフケア施術所 高知市長浜1349番地1

らくらく接骨院 高知市竹島町158番地1

レイス治療院　高知知寄町 高知市札場1-5　ベラッサ201

亜里鍼灸治療院 高知市北本町4丁目4-47　アルファステイツ北本町壱番館603号

旭駅前鍼灸院 高知市縄手町57番地

安岡漢方鍼療院 高知市中万々1番地15

安達はり灸整骨院 高知市薊野西町2丁目16番23号

按庵 高知市土居町10番７号　シャメゾンKI１階

井上鍼灸整骨院 高知市八反町1丁目4番24号

磯江接骨院 高知市井口町27番地

一ツ橋接骨院 高知市一ツ橋町2丁目139番地3　ツインズ一ツ橋１F

一ツ橋鍼灸 高知市針木北1丁目10番48号

影山鍼灸整骨院 高知市薊野中町33-43　あざみのスクエアー

塩見はりきゅう院 高知市西町10

岡田治療院 高知市東雲町4番30－3号

岡田鍼灸接骨院 高知市横浜450番地1

岡本鍼灸接骨院 高知市長浜1618番地4

河渕鍼灸療院 高知市旭町一丁目９番６号

花岡針灸接骨院 高知市南万々29番地6

快鍼ルーム　フジタ 高知市百石町1丁目6番20号

漢方はり松原治療院 高知市桟橋通3丁目29番8号

漢方鍼灸院　明安堂 高知市大津乙438番地6

丸井堂漢方鍼療院 高知市幸町2番22号

吉岡鍼灸院 高知市入明町12番13号

吉川針灸接骨院 高知市竹島町165番地6

宮地はり接骨院 高知市横浜新町4丁目325番地

宮地整骨院 高知市本町1丁目4番6号

京都よしだ鍼灸院高知分院 高知市本町三丁目６番33号３Kビル２F

桑山あん摩・マッサージ・指圧治療院 高知市新屋敷1丁目1番13号

五台山接骨院 高知市吸江239番地　リバーサイドハイツ103号

五台山鍼灸治療院 高知市吸江239番地　リバーサイドハイツ102号

孝行堂鍼灸接骨院 高知市潮新町二丁目15－7

高砂鍼灸接骨院 高知市新本町2丁目7番14号　高砂マンション2Ｆ

高森鍼灸院 高知市旭町2丁目40番地3

高知いちまる鍼灸院 高知市大川筋2－3－27－603

高知県立盲学校施術室 高知市大膳町6番32号

高知長生館 高知市九反田16番17号

高津鍼灸院 高知市北金田12番16号

高木治療院 高知市介良乙2701番地8 休止中

在宅マッサージ楽楽　高知事業所 高知市小倉町4番3-604号

桜もち鍼灸院 高知市幸町22番17号



笹岡尚幸鍼灸院 高知市比島町3丁目18-1

鮫島漢方鍼灸院 高知市二葉町１１－１

三華堂整骨鍼灸所 高知市知寄町1丁目2番26号

山下指圧 高知市若草町9番18号

山正鍼灸院 高知市城見町８番８号

山中接骨鍼灸院 高知市長浜4738番地

山中鍼灸院 高知市新屋敷2丁目８－13

山田治療院 高知市東雲町4番5-7号

山本指圧整体治療院 高知市一宮中町3丁目18番30号

山本鍼灸院 高知市種崎408番地

山﨑指圧院 高知市旭天神町111番地

山﨑指圧治療院 高知市上町5丁目5番35号

山﨑鍼灸院 高知市神田1415番地2

山﨑鍼灸接骨院 高知市中宝永町1番7号

四国銀行本店　ハリ治療室 高知市南はりまや町1丁目1番1号

市川はり指圧院 高知市比島町４－２－16

指圧、あんま　中山 高知市潮新町1丁目5番14号

指圧・あん摩マッサージ市原治療院 高知市与力町10番19号

指圧・野﨑治療院 高知市桜井町1丁目8番3号　カーサ・ヴェルデ桜井1Ｆ

指圧マッサージ　江の口治療院 高知市寿町3番3号 休止中

指心館 高知市大川筋2丁目3番27号　鷹城マンション2F　202号

氏原はり療院 高知市桜井町2丁目1番12号

氏原鍼灸接骨院 高知市朝倉丙8番地4

詩麻鍼灸院 高知市仲田町2番7号

寺石鍼灸専門院 高知市洞ヶ島町7番3号

治療院　ゆるり 高知市大津乙161番地18

秋澤鍼灸治療院 高知市本宮町79番地

勝賀野鍼灸治療院 高知市春野町弘岡下1396番地

小野治療院 高知市井口町80番地

昇龍堂 高知市百石町3丁目20－23

松下接骨院 高知市百石町1丁目18番9号

松本指圧治療センター 高知市南宝永町13番1号

松野指圧治療院 高知市針木本町8番1号

笑む鍼灸整骨院 高知市新本町2丁目13－50

笑陽堂 高知市宝町21－９

上地接骨鍼灸院 高知市中水道1番12号

上田鍼灸院 高知市朝倉本町1丁目12番24号

森岡治療院（はり・きゅう・あんま） 高知市朝倉本町1－10－35

神田鍼灸接骨院 高知市神田628番地2

清岡整体指圧 高知市相生町1番25号　レジデンスノナミ201号

西弘小路鍼灸院 高知市丸ノ内一丁目７番25号

西川接骨鍼灸院 高知市桟橋通3丁目28番6号

西村鍼灸接骨院 高知市高見町380番地　ジョイフル高見1階

青山漢方治療院 高知市愛宕町2丁目7番21号

斉鍼灸院 高知市中秦泉寺３２８－２４

仙頭接骨院 高知市石立町89番地１

川添鍼灸接骨院 高知市介良乙998番地17　コーポフジ101

蘇生堂整体治療室 高知市寿町1番7号

大熊朝倉鍼灸接骨院 高知市若草南町17番13号

大黒マッサージ 高知市南宝永町5番3号

大黒鍼灸接骨院 高知市山ﾉ端町220番地3

大倉鍼灸整骨院 高知市万々909番地

大野接骨院 高知市北竹島町418番地6

谷脇鍼灸院 高知市南久万61番地11

池川療院 高知市浦戸263番地

中国鍼灸治療院 高知市上町3丁目8番8号

中国鍼灸治療室 高知市百石町2丁目3番1号

中山指圧針治療院 高知市高須3丁目1番43－4号

中田治療院 高知市桟橋通1丁目2番5号

中嶋鍼灸治療院 高知市石立町74番地　スカイハイツＴＡＫＡＮＯ1階

中内整体研究所 高知市愛宕町2丁目18番4号

中澤はり院 高知市上町5丁目5番2号

長山指圧治療院 高知市塚ノ原162番地

津野漢方治療院 高知市仁井田1612番地27



堤整体指圧所 高知市南はりまや町1丁目14番19号

田村整骨院・田村鍼灸院 高知市幸町4番11号

田村鍼灸施術院・田村整骨院 高知市福井町２３２７－２３

渡辺指圧治療院 高知市大川筋１丁目6番49号

土佐鍼灸治療院 高知市中水道3番28号

嶋崎鍼治療院 高知市百石町2丁目7番16号　BSﾊｲﾂ101

東洋はり研 高知市葛島3丁目4番19号

東洋医学　時久 高知市新本町2丁目4番31ー8号

湯浅ゆみ治療室 高知市丸ノ内2丁目5番12号

湯浅治療院 高知市新屋敷1丁目2番20号

藤下健康堂 高知市桜井町2丁目9番21号

能茶山鍼灸 高知市鴨部2丁目22番1－8号

尾﨑整骨鍼灸院 高知市鴨部1丁目18番2号

浜田はり・きゅう・接骨院 高知市元町10番地5

冨士田治療院 高知市百石町1丁目6番1号

武田接骨鍼灸院 高知市桟橋通3丁目1番23号

武田鍼灸接骨院 高知市長浜5265

風の音鍼灸接骨院 高知市高須3丁目4番40号

風の音鍼灸接骨院　よさこい咲都院 高知市新本町１丁目14－２

風光鍼灸治療院 高知市春野町平和247番地

平成はり・灸整骨院 高知市春野町平和3393番地23

平成漢方治療院 高知市新屋敷1丁目9番3号

片岡治療院（はり・あんま） 高知市下島町15番地４街区８画地

片岡鍼灸治療院 高知市上町四丁目10－３

訪問マッサージ　和花 高知市瀬戸西町二丁目125番地

豊澤接骨院 高知市上町3丁目11番32号

牧整骨院鍼灸施術所 高知市上町4丁目3番4号

満月堂 高知市山手町54番地６

命源堂漢方はり灸治療院 高知市葛島3丁目14番6号

門田整骨院/門田治療院 高知市朝倉南町2番30-3号

友永鍼・灸・指圧院 高知市北金田12番18号

陽だまり治療室 高知市朝倉東町36番12号

利休堂指圧・針灸治療院 高知市旭町3丁目92番地

和（なごみ）鍼灸治療院 高知市桜井町１－３－６

和接骨院 高知市愛宕町1丁目5番14号

國澤鍼灸接骨院 高知市朝倉横町1番3号

澤谷鍼灸院 高知市幸町9番8号

濱口按鍼院 高知市弥生町5番24号

薊野鍼灸接骨院 高知市薊野西町2丁目1番15号

鍼灸　百福堂治療院 高知市薊野西町1丁目15番20号

鍼灸くつろぎ堂 高知市大膳町6番10号

鍼灸のヒノウラ 高知市帯屋町二丁目１番17号

鍼灸マッサージ　魔女と月の樹 高知市塚ノ原150番地９

鍼灸マッサージ喜楽 高知市横内451番地

鍼灸マッサージ竹内治療院 高知市十津3丁目21番11号

鍼灸マッサージ恬愉 高知市桜馬場4番15号　パークハイツ１Ｆ西（102）

鍼灸院　宇宙 高知市鵜来巣2番19号

鍼灸院カモミール 高知市横内４５６

鍼灸高知東洋医学治療院 高知市本町５－６－48本町深田ビル５F南

鍼灸治療院　陽だまりの森 高知市中万々109-7　上原ビル106


