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整理番号 施術施設名称(出張業務名含） ｼｾﾂﾌﾘｶﾞﾅ 施術施設所在地 施設電話番号 施設施術区分 地区 登録番号

1 青木鍼灸院 ｱｵｷ 松戸市栄町3-146-1 047-364-1011 はり・きゅう 本庁地区 2

2 飯島鍼灸院 ｲｲｼﾞﾏ 松戸市稔台7-14-1　ハイライフみのり台406 047-362-4824 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 5

3 医心堂鍼灸整骨院 ｲｼﾝﾄﾞｳ 松戸市栄町8-694-14 047-368-8284 はり・きゅう 本庁地区 8

4 指圧の一心堂 ｼｱﾂﾉｲｯｼﾝﾄﾞｳ 松戸市稔台1-9-12 047-363-0172 あん摩 本庁地区 9

5 丸山　淳（出張業務） ｺｶﾞｻｷ 松戸市古ヶ崎 047-360-0302 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 40

6 小松鍼灸院 ｺﾏﾂ 松戸市松戸1178-6F 047-367-5551 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 44

7 酒井治療院 ｻｶｲ 松戸市稔台7-14-8 090-8748-0084 あん摩 本庁地区 47

8 セキ鍼灸整骨院 ｾｷ 松戸市松戸1834-7 047-308-1189 はり・きゅう 本庁地区 64

9 創方堂鍼灸治療院 ｿｳﾎｳﾄﾞｳ 松戸市根本14-1　津田ビル604 047-368-0604 はり・きゅう 本庁地区 68

10 鍼灸・マッサージ　にして治療院 ﾆｼﾃ 松戸市本町6-8　ﾗｲﾑﾊｲﾂ801号室 047-364-6899 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 98

11 橋本東洋治療院 ﾊｼﾓﾄ 松戸市松戸新田408-25 047-364-5635 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 103

12 長谷部治療院 ﾊｾﾍﾞ 松戸市南花島3-38-3 047-367-3793 はり・あん摩 本庁地区 104

13 鍼灸あんまﾏｯｻｰｼﾞはなこ治療院 ﾊﾅｺ 松戸市上本郷3196　ﾊﾟｲﾝﾂﾘｰｺｰﾄ301 047-366-8656 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 106

14 鳳凰鍼灸治療院 ﾎｳｵｳ 松戸市根本461　弁天会館410号 047-368-8621 はり・きゅう 本庁地区 115

15 三ツ木指圧治療院 ﾐﾂｷﾞ 松戸市松戸新田501-3　三ツ木荘101 047-365-5341 あん摩 本庁地区 126

16 宮城　栄子（出張業務） ﾐﾔｷﾞ 松戸市松戸 047-361-6257 はり・きゅう 本庁地区 127

17 命泉鍼灸院 ﾒｲｾﾝ 松戸市本町17-7　松葉ビル102 047-366-0612 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 134

18 渡辺治療所 ﾜﾀﾅﾍﾞ 松戸市根本64-1 047-362-2043 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 147

19 えびす鍼灸整骨院 ｴﾋﾞｽ 松戸市北松戸2-1-1　ｽｶｲｺｰﾗﾙ101 047-703-8721 はり・きゅう 本庁地区 151

20 ふたほ接骨院 ﾌﾀﾎ 松戸市上本郷4140-1　サンライトパティオ105 047-703-8504 はり・きゅう 本庁地区 155

21 鍼灸あんまマッサージ指圧　おおた治療院 ｵｵﾀ 松戸市上本郷4300-7 090-9341-4592 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 164

22 かつまた鍼灸治療院 ｶﾂﾏﾀ 松戸市古ヶ崎4-3562-1 047-365-4874 はり・きゅう 本庁地区 170

23 よね指圧院 ﾖﾈ 松戸市上本郷901　ｽｽﾞｷﾋﾞﾙ301 047-331-3588 あん摩 本庁地区 176

24 緑ヶ丘鍼灸院 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 松戸市緑ヶ丘2-250 047-361-3399 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 182

25 あゆみマッサージ治療院 ｱﾕﾐ 松戸市松戸新田571-8 047-727-2768 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 197

26 禅マッサージ・鍼治療院 ｾﾞﾝ 松戸市稔台1-11-1　第2原田ﾋﾞﾙ201 047-360-0252 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 218

27 訪問マッサージ　きずな ｷｽﾞﾅ 松戸市松戸1552-15 047-394-4399 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 261

28 芳賀　智之（出張業務） ﾊｶﾞ 松戸市胡録台 080-5539-5506 はり・きゅう 本庁地区 273

29 ハッチ鍼灸院 ﾊｯﾁ 松戸市松戸1765 047-369-0666 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 280

30 上本郷駅前はり・きゅう院 ｶﾐﾎﾝｺﾞｳｴｷﾏｴ 松戸市仲井町3-2　早川ﾋﾞﾙ 047-393-8128 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 294

31 夢の鍼灸院 ﾕﾒ 松戸市松戸新田575-25　ｵｵｲﾋﾞﾙ1F 047-711-8393 はり・きゅう 本庁地区 300

32 岩島治療院　本院 ｲﾜｼﾏ 松戸市松戸新田268-5 047-317-5380 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 321

33 まほろば鍼灸院 ﾏﾎﾛﾊﾞ 松戸市上本郷2228 047-710-6845 はり・きゅう 本庁地区 327

34 中澤　雅啓（出張業務） ﾅｶｻﾞﾜ 松戸市稔台 047-362-4752 あん摩 本庁地区 328
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35 ひびき鍼灸院 ﾋﾋﾞｷ 松戸市上本郷438-1　北松戸第2ローヤルコーポ103 047-710-3515 はり・きゅう 本庁地区 352

36 おがわ鍼灸マッサージ治療院 ｵｶﾞﾜ 松戸市南花島3-43-18　ミトミハイツ101 070-3871-4665 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 354

37 川口鍼灸院 ｶﾜｸﾞﾁｼﾝｷｭｳｲﾝ松戸市松戸新田281-6 047-367-2906 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 359

38 松戸駅前中央鍼灸院 ﾏﾂﾄﾞｴｷﾏｴﾁｭｳｵ松戸市根本2-1　パークハイツオガワ1階1号室 047-360-8355 はり・きゅう 本庁地区 360

39 松戸駅西口鍼灸院 ﾏﾂﾄﾞｴｷﾆｼｸﾞﾁ 松戸市松戸1277　第2ミヤザワビル1-A 047-393-8108 はり・きゅう 本庁地区 367

40 まつど心葉鍼灸院 ﾏﾂﾄﾞｺｺﾛﾊﾞ 松戸市松戸1839　映光ビル101 047-718-6504 はり・きゅう 本庁地区 368

41 金井　友佑（出張業務） ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 松戸市松戸 080-6552-7749 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 373

42 こいずみ鍼灸マッサージ院 ｺｲｽﾞﾐｼﾝｷｭｳ 松戸市松戸1786-3　第3荒川マンション１F 047-712-2900 はり・きゅう・あん摩 本庁地区 385

43 松戸おばら鍼灸院 ｵﾊﾞﾗｼﾝｷｭｳｲﾝ 松戸市松戸新田266-10 070-8413-3696 はり・きゅう 本庁地区 386

44 訪問はりきゅうKEiROW松戸駅前ステーション ｹｲﾛｳﾏﾂﾄﾞｴｷﾏｴ千葉県松戸市小根本20-28　ひばりマンション1002号室 080-4341-9971 はり・きゅう 本庁地区 393

45 鵜澤　淳　（出張業務） ｳｻﾞﾜ ｱﾂｼ 松戸市松戸新田 080-6760-7942 はり・きゅう 本庁地区 401

46 あい治療院 ｱｲ 松戸市常盤平1-26-1-204 047-389-1767 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 1

47 岩田指圧 ｲﾜﾀ 松戸市日暮3-1-5-107 047-392-3210 あん摩 常盤平地区 12

48 栄康道治療院 ｴｲｺｳﾄﾞｳ 松戸市常盤平5-17-28　藤田ビル501 047-311-0323 あん摩 常盤平地区 18

49 小笠原針灸マッサージ治療院 ｵｶﾞｻﾜﾗ 松戸市常盤平1-19－6　カーサ常盤平2F 047-388-9214 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 23

50 小田長生マッサージ治療院 ｵﾀﾞﾁｮｳｾｲ 松戸市牧の原435-1　1-10-104 047-385-4539 あん摩 常盤平地区 25

51 五香治療院 ｺﾞｺｳ 松戸市金ヶ作408-142　SKハイム103 047-389-5311 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 46

52 さくら按鍼治療院 ｻｸﾗ 松戸市常盤平3-3-23　コーポ幸102号 047-386-7705 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 49

53 正庵治療院 ｼｮｳｱﾝ 松戸市日暮1-16-15　新八柱岩本ビル401号 080-1189-5605 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 56

54 新八柱はり・きゅう院 ｼﾝﾔﾊｼﾗ 松戸市日暮1-3-1　及川ビル601 047-389-9680 はり・きゅう 常盤平地区 60

55 針灸院　たからべ堂 ﾀｶﾗﾍﾞ 松戸市松飛台594-15 047-311-8989 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 74

56 ちば治療院 ﾁﾊﾞ 松戸市牧の原2-5-1-21-1118 047-384-2976 はり・きゅう 常盤平地区 78

57 てあて在宅マッサージ ﾃｱﾃｻﾞｲﾀｸ 松戸市常盤平陣屋前 047-321-6211 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 79

58 福良鍼灸院 ﾌｸﾗ 松戸市金ヶ作298-92 047-388-4142 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 111

59 古澤　義一（出張業務） ﾌﾙｻﾜ 松戸市松飛台 047-384-5130 はり・きゅう 常盤平地区 112

60 プラナ松戸治療室（出張業務） ﾌﾟﾗﾅ 松戸市日暮 047-301-9015 はり・きゅう 常盤平地区 113

61 八柱はり灸治療院 ﾔﾊｼﾗ 松戸市常盤平陣屋前17-9 047-386-2541 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 137

62 和漢堂鍼灸整骨院 ﾜｶﾝﾄﾞｳ 松戸市常盤平4-4-12 047-385-3922 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 146

63 ときわ鍼灸院 ﾄｷﾜ 松戸市常盤平1-11-5　美見マンション107 047-388-2902 はり・きゅう 常盤平地区 183

64 楽はりきゅう治療院 ﾗｰｸ 松戸市常盤平2-24-2-C-3 047-388-0255 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 216

65 常盤平中央鍼灸院 ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗ 松戸市常盤平3-21-8 047-384-0971 はり・きゅう 常盤平地区 221

66 天佑堂鍼灸院 ﾃﾝﾕｳﾄﾞｳ 松戸市金ヶ作27-28　泉第6ビル302 047-311-2088 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 226

67 鍼灸院　たなごころ ﾀﾅｺﾞｺﾛ 松戸市金ヶ作234-13 090-4746-9340 はり・きゅう 常盤平地区 288

68 ユーカリ鍼灸整骨院 ﾕｰｶﾘ 松戸市常盤平5-21-2　立澤ビル1階 047-710-0106 はり・きゅう 常盤平地区 292
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69 とまり鍼灸院 ﾄﾏﾘ 松戸市常盤平5-24-20　かわむらﾋﾞﾙ左A号 047-389-8007 はり・きゅう 常盤平地区 303

70 楓鍼灸マッサージ院 ｶｴﾃﾞ 松戸市常盤平常盤平3-9-6　クレール102 047-710-5906 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 309

71 夢の鍼灸院　八柱院 ﾕﾒﾉ 松戸市日暮2-5-11 047-383-8393 はり・きゅう 常盤平地区 317

72 五香駅前はり・きゅう院 ｺﾞｺｳｴｷﾏｴ 松戸市常盤平5-20-4 047-383-3703 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 336

73 はまだ鍼灸院 ﾊﾏﾀﾞ 松戸市金ヶ作421-2-101 047-718-9147 はり・きゅう 常盤平地区 340

74 松戸牧の原１丁目鍼灸院 ﾏｷﾉﾊﾗｲｯﾁｮｳﾒ 松戸市牧の原1-93 047-384-8502 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 358

75 いがらし鍼灸治療院 ｲｶﾞﾗｼｼﾝｷｭｳ 松戸市日暮401-11　ヒルバレー新八柱B号室 080-3429-3946 はり・きゅう 常盤平地区 389

76 まつぼっくり訪問リハビリ・マッサージ ﾏﾂﾎﾞｯｸﾘﾎｳﾓﾝ 松戸市金ヶ作418-63　レクセル五香ツインフォルテ202 090-8849-0662 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 394

77 常盤平はり・きゅう院 ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗﾊﾘｷｭｳ松戸市常盤平1-19-19　宮澤ビル101 047-315-5377 はり・きゅう・あん摩 常盤平地区 403

78 北小金鍼灸院 ｷﾀｺｶﾞﾈ 松戸市小金2ピコティ北小金西館208 047-347-6711 はり・きゅう・あん摩 小金地区 35

79 幸鍼堂鍼灸マッサージ治療院 ｺｳｼﾝﾄﾞｳ 松戸市小金65　花の井ビル503 090-3575-3451 はり・きゅう・あん摩 小金地区 39

80 小金城趾はり・きゅう院 ｺｶﾞﾈｼﾞｮｳｼ 松戸市大金平4-250-1　市川マンション101号 047-345-0113 はり・きゅう・あん摩 小金地区 41

81 せんけい堂針灸院 ｾﾝｹｲ 松戸市幸田3-54 047-346-3609 はり・きゅう・あん摩 小金地区 65

82 多田治療院 ﾀﾀﾞ 松戸市殿平賀180 047-341-3510 はり・きゅう・あん摩 小金地区 76

83 平賀治療院 ﾋﾗｶﾞ 松戸市中金杉3-176 047-347-1813 はり・きゅう・あん摩 小金地区 149

84 わたなべ指圧治療院 ﾜﾀﾅﾍﾞ 松戸市平賀80 047-346-5051 あん摩 小金地区 206

85 飯島　政美（出張業務） ｲｲｼﾞﾏ 松戸市小金 080-6064-4095 はり・きゅう 小金地区 228

86 北小金マッサージ経絡指圧室 ｷﾀｺｶﾞﾈ 松戸市小金2　ピコティ西館110 047-341-1958 はり・きゅう・あん摩 小金地区 276

87 歩鍼灸治療院 ｱﾕﾐ 松戸市小金清志町3-4　メゾン北小金 047-711-9148 はり・きゅう 小金地区 281

88 ふるや施術院 ﾌﾙﾔｾｼﾞｭﾂｲﾝ 松戸市大金平5-344 047-347-5605 はり・きゅう・あん摩 小金地区 283

89 北小金駅前鍼灸院 ｷﾀｺｶﾞﾈｴｷﾏｴ 松戸市小金15 047-703-7740 はり・きゅう 小金地区 330

90 木氣はり灸治療室 ｷｷ 松戸市平賀23-1 047-724-3277 はり・きゅう・あん摩 小金地区 350

91 鈴木指圧治療院 ｽｽﾞｷｼｱﾂ 松戸市幸田 090-4722-3990 あん摩 小金地区 372

92 フレアス在宅マッサージ　松戸北施術所 ﾌﾚｱｽﾏﾂﾄﾞｷﾀ 千葉県松戸市大金平3-134　ラフィーヌヤグチⅡ203号 080-2175-6724 はり・きゅう・あん摩 小金地区 379

93 北小金南口駅前鍼灸院 ｷﾀｺｶﾞﾈﾐﾅﾐｸﾞﾁ 千葉県松戸市小金8　北小金駅南口建物1階 047-711-9100 はり・きゅう 小金地区 390

94 いしばし鍼灸整骨院 ｲｼﾊﾞｼ 松戸市小金原3-6-6-101 047-309-1484 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 7

95 髙橋　和子（出張業務） ｼｭｯﾁｮｳ 松戸市小金原 047-342-0058 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 71

96 平川長生治療院 ﾋﾗｶﾜ 松戸市小金原7-29-20 047-346-0814 あん摩 小金原地区 107

97 利久マッサージ治療院 ﾘｷｭｳ 松戸市八ヶ崎3-71-12 047-348-7853 あん摩 小金原地区 144

98 石山整骨院 ｲｼﾔﾏ 松戸市小金原3-15-18-1F 047-347-3227 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 156

99 田中治療院 ﾀﾅｶ 松戸市栗ヶ沢769-20 047-386-7052 あん摩 小金原地区 157

100 承佑灸院 ｼｮｳﾕｳ 松戸市八ヶ崎 はり・きゅう 小金原地区 158

101 金田治療院 ｶﾈﾀﾞ 松戸市根木内161　リバーサイドヴィラ308 047-348-5017 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 159

102 みやび堂（出張業務） ﾐﾔﾋﾞ 松戸市小金原 090-9963-6658 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 171
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103 けやき鍼灸治療院 ｹﾔｷ 松戸市小金原8-3-18 047-703-8551 はり・きゅう 小金原地区 251

104 まつの樹鍼灸院 ﾏﾂﾉｷ 松戸市小金原8-31-24 047-710-2145 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 271

105 はちがさき鍼灸院 ﾊﾁｶﾞｻｷ 松戸市八ヶ崎8-19-9-101 047-342-2002 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 305

106 KEiROW　松戸中央ステーション（出張業務） ｹｲﾛｳ 松戸市八ヶ崎 047-346-7735 あん摩 小金原地区 323

107 和手 ﾜｼｭ 松戸市八ヶ崎6-44-3　サンハイツ榎本2-203号 090-7414-4715 はり・きゅう・あん摩 小金原地区 364

108 おおつか治療院 ｵｵﾂｶ 松戸市六高台7-6-3 047-388-5091 はり・きゅう・あん摩 六実地区 26

109 千寿鍼灸マッサージ院 ｾﾝｼﾞｭ 松戸市六実7-1-20 047-384-1656 はり・きゅう・あん摩 六実地区 66

110 統園鍼灸院 ﾄｳｴﾝ 松戸市六高台3-76-5 047-314-1570 はり・きゅう・あん摩 六実地区 88

111 六実整骨院 ﾑﾂﾐ 松戸市六実3-17-11 047-386-9551 はり・きゅう・あん摩 六実地区 131

112 吉村鍼灸院 ﾖｼﾑﾗ 松戸市六高台4-94-10 047-389-7098 はり・きゅう 六実地区 140

113 あん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧治療院　長生くまさん家 ﾅｶﾞｲｷｸﾏｻﾝ 松戸市六高台3-15 047-702-9737 あん摩 六実地区 163

114 六実駅前鍼灸院 ﾑﾂﾐｴｷﾏｴ 松戸市六実4-2-9 エポックビル101 047-388-2900 はり・きゅう・あん摩 六実地区 199

115 元山ゆうしん鍼灸院 ﾓﾄﾔﾏ 松戸市五香南2-24-14-2F 047-387-4137 はり・きゅう・あん摩 六実地区 252

116 きりん鍼灸院 ｷﾘﾝ 松戸市六高台7-71 047-729-4756 はり・きゅう・あん摩 六実地区 274

117 たかはし　はりきゅう院 ﾀｶﾊｼﾊﾘｷｭｳｲﾝ 松戸市六実4-10-1　横一ﾋﾞﾙ　1Ａ 047-711-8979 はり・きゅう 六実地区 286

118 さわべ鍼灸院 ｻﾜﾍﾞｼﾝｷｭｳｲﾝ 松戸市六実4-1-14　丸五ﾋﾞﾙ101 047-701-5264 はり・きゅう 六実地区 287

119 寺崎　信二（出張業務） ﾃﾗｻﾞｷ 松戸市六実 090-3099-0158 はり・きゅう 六実地区 343

120 五香あおぞら鍼灸院 ｺﾞｺｳｱｵｿﾞﾗ 松戸市五香2-1-3　クロスロードビル1Ｆ 047-713-3279 はり・きゅう・あん摩 六実地区 356

121 石井　章公（出張業務） ｲｼｲ ｱｷﾄﾓ 松戸市五香 090-7285-9153 はり・きゅう・あん摩 六実地区 392

122 さば鍼灸治療院 ｻﾊﾞ 松戸市西馬橋3-50-18 047-341-9416 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 51

123 高久　信重（出張業務）　 ｼｭｯﾁｮｳ 松戸市二ツ木 047-374-5045 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 73

124 塚原ﾏｯｻｰｼﾞ ﾂｶﾊﾗ 松戸市馬橋526-7 047-343-7580 あん摩 馬橋地区 82

125 土屋灸術院 ﾂﾁﾔ 松戸市馬橋1896-2 047-341-2483 はり・きゅう 馬橋地区 84

126 指圧針灸布目治療院 ﾇﾉﾒ 松戸市馬橋304 047-343-7430 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 101

127 馬橋はり・きゅう院 ﾏﾊﾞｼ 松戸市馬橋1898 047-349-0554 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 124

128 馬橋東口鍼灸院 ﾏﾊﾞｼ 松戸市馬橋104-1 047-342-4440 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 150

129 海陽堂鍼灸治療院 ｶｲﾖｳﾄﾞｳ 松戸市馬橋1806　中村店舗101 047-700-5948 はり・きゅう 馬橋地区 203

130 在宅訪問マッサージ　あいの手　松戸店 ｻｶｲ 松戸市西馬橋 047-312-1525 あん摩 馬橋地区 220

131 崔　珠蓮（出張業務） ﾁｪ ﾁｭﾘｵﾝ 松戸市新作 080-5096-6774 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 361

132 朴　榮喜（出張業務） ﾊﾟｸ ﾖﾝﾋ 松戸市新作 080-5096-6774 はり・きゅう 馬橋地区 362

133 訪問はり・きゅうマッサージ　ひかり治療院 ﾋｶﾘ 松戸市中根132-2 047-710-6091 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 366

134 中和倉鍼灸院 ﾅｶﾜｸﾗ 松戸市中和倉140-2　1F 047-710-3338 はり・きゅう 馬橋地区 369

135 からだ元気治療院　松戸店 ｶﾗﾀﾞｹﾞﾝｷﾏﾂﾄﾞ 松戸市幸谷341-3 047-712-2231 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 382

136 たま鍼灸治療院（出張業務） ﾀﾏｼﾝｷｭｳﾁﾘｮｳｲ松戸市馬橋 090-1032-3025 はり・きゅう・あん摩 馬橋地区 405
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137 新松戸名倉接骨院 ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾅｸﾗ 松戸市新松戸南1-485-1 047-345-4113 はり・きゅう 新松戸地区 59

138 自律治療院 ｼﾞﾘﾂ 松戸市新松戸2-15　森ビル3F 047-345-2114 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 62

139 竹田治療院 ﾀｹﾀﾞ 松戸市新松戸1-95 047-342-0618 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 75

140 東葛接骨院 ﾄｳｶﾂ 松戸市新松戸1-225 047-346-1912 はり・きゅう 新松戸地区 89

141 増江治療院 ﾏｽｴ 松戸市新松戸3-328　新松戸南ﾊﾟｰｸﾊｳｽＡ101 047-727-7202 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 120

142 吉松はりきゅう院 ﾖｼﾏﾂ 松戸市新松戸6-4-1 047-340-0089 はり・きゅう 新松戸地区 139

143 鍼灸マッサージ・さくら治療院 ｻｸﾗ 松戸市新松戸7-537-1　ほのぼの館205号室 090-6137-2853 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 161

144 三丁目鍼灸院 ｻﾝﾁｮｳﾒ 松戸市新松戸3-89-2　ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰﾄﾞはっとり103 047-718-8211 はり・きゅう 新松戸地区 191

145 360°鍼灸院 ｻﾌﾞﾛｸ 松戸市新松戸1-442-1 047-710-0980 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 204

146 新松戸鍼灸整骨院 ｼﾝﾏﾂﾄﾞ 松戸市新松戸2-15　森ビル5F 047-346-3798 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 205

147 あおば鍼灸院 ｱｵﾊﾞ 松戸市新松戸4-28-2　NCAﾏﾝｼｮﾝ505 047-346-4276 はり・きゅう 新松戸地区 265

148 松延　光廣（出張業務） ﾏﾂﾉﾍﾞ 松戸市新松戸 090-8166-9558 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 268

149 ポプラはりきゅう院 ﾎﾟﾌﾟﾗ 松戸市新松戸3-304　グリーンプラザＢ－2 047-710-2861 はり・きゅう 新松戸地区 289

150 新松戸クラシオン鍼灸院 ｸﾗｼｵﾝ 松戸市新松戸北1-16-9 047-370-7010 はり・きゅう 新松戸地区 290

151 ゼロスポ鍼灸院 ｾﾞﾛｽﾎﾟ 松戸市新松戸3-13　日暮ビル105 047-344-1777 はり・きゅう 新松戸地区 307

152 新松戸訪問マッサージセンター（出張業務） ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾎｳﾓﾝ 松戸市三ヶ月 047-342-0838 あん摩 新松戸地区 311

153 鍼灸マッサージ　はーと治療院 ハート 松戸市新松戸3-91　センチュリービル201 047-701-7783 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 324

154 齊藤　浩司（出張業務） ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 松戸市新松戸 090-1460-9106 はり・きゅう・あん摩 新松戸地区 332

155 まつなん鍼灸院 ﾏﾂﾅﾝ 松戸市新松戸南1-355　サクトワンビル１階 047-393-8848 はり・きゅう 新松戸地区 365

156 柿ノ木台接骨院 ｶｷﾉｷﾀﾞｲ 松戸市三矢小台5-9-12　メゾン青雲103 047-363-6066 はり・きゅう 矢切地区 28

157 土井鍼灸院 ﾄﾞｲ 松戸市二十世紀が丘丸山町35番地源七第3コーポラス105号 047-392-8004 はり・きゅう 矢切地区 94

158 みなみ鍼灸院 ﾐﾅﾐ 松戸市栗山55-6-1F-B 047-365-2299 はり・きゅう 矢切地区 128

159 三矢小台治療院 ﾐﾔｺﾀﾞｲ 松戸市三矢小台2-10-20 047-361-6640 あん摩 矢切地区 129

160 白熊　澄子（出張業務） ｼﾗｸﾏ 松戸市下矢切 090-9343-6063 はり・きゅう 矢切地区 231

161 フォース鍼灸院 ﾌｫｰｽ 松戸市下矢切350-2 047-364-0849 はり・きゅう 矢切地区 346

162 フレアス在宅マッサージ千葉 ﾌﾚｱｽ 松戸市高塚新田155-35　2階 047-711-6627 はり・きゅう・あん摩 東部地区 223

163 ふれ愛治療院 ﾌﾚｱｲ 松戸市高塚新田160-4 047-703-8288 はり・きゅう・あん摩 東部地区 301

164 やまて鍼灸院 ﾔﾏﾃ 松戸市秋山字牧ノ内145-2 047-710-3886 はり・きゅう・あん摩 東部地区 304

165 原田　竜（出張業務） ｼｭｯﾁｮｳ 松戸市高塚新田 080-5409-7796 はり・きゅう 東部地区 312

166 おりーぶ鍼灸院 ｵﾘｰﾌﾞ 松戸市東松戸3-7-1 泰明第2ハイツ101 047-391-7788 はり・きゅう・あん摩 東部地区 315

167 訪問はりきゅうKEiROW東松戸ステーション ｹｲﾛｳﾋｶﾞｼﾏﾂﾄﾞ 松戸市紙敷 047-369-7833 はり・きゅう 東部地区 357

168 真龍鍼灸院 ｼﾝﾘｭｳ 松戸市東松戸3-7-11-2F 047-712-1677 はり・きゅう 東部地区 371

169 セントラル鍼灸治療院 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｷｭｳ 松戸市高塚新田123-15 090-9296-9684 はり・きゅう 東部地区 384

170 ひまわり中央鍼灸院 ﾋﾏﾜﾘﾁｭｳｵｳｼﾝ 松戸市東松戸3-6-11　ﾚｱﾙ東松戸1F 047-712-1213 はり・きゅう 東部地区 402
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171 北国分マッサージサービス ｷﾀｺｸﾌﾞﾝ 市川市堀之内3-25-17　ジュネス北国分1階 047-373-7292 あん摩 市川市 36

172 どんぐり治療院 ﾄﾞﾝｸﾞﾘ 市川市大野町3-1816-6 047-338-8109 はり・きゅう 市川市 70

173 沼川総合治療院 ﾇﾏｶﾜ 市川市曽谷1-25-13 047-372-5429 はり・きゅう・あん摩 市川市 102

174 福田鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ治療院 ﾌｸﾀﾞ 市川市曽谷5-20-10 047-372-6418 はり・きゅう・あん摩 市川市 110

175 邑屹鍼灸院 ﾕｳｷ 市川市高石神39-4 047-333-6340 はり・きゅう 市川市 142

176 長生館療院 ﾊﾔﾐ 市川市鬼高2-12-35 047-336-9454 あん摩 市川市 160

177 三光治療院 ｻﾝｺｳ 市川市堀之内1-16-10 047-375-3925 あん摩 市川市 177

178 いその在宅マッサージ（出張業務） ｲｿﾉ 市川市真間 047-372-4612 はり・きゅう・あん摩 市川市 192

179 つるはりきゅうマッサージ院 ﾂﾙ 市川市大野町1-433-12 047-393-8727 はり・きゅう・あん摩 市川市 245

180 中央通り接骨院 ﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ 市川市八幡4-5-10　市川ﾆｭｰﾊｲﾂ102 047-332-3599 はり・きゅう 市川市 250

181 山田訪問鍼灸（出張業務） ﾔﾏﾀﾞ 市川市市川 080-5484-1789 はり・きゅう 市川市 255

182 ハリ・キュウ・モモの木 ﾓﾓﾉｷ 市川市南八幡4-4-22　ｸﾞﾘｰﾝﾀｰﾌ南八幡406 047-712-5842 はり・きゅう・あん摩 市川市 257

183 治療院ほうせつ ｶﾜｻｷﾁﾘｮｳｲﾝ 市川市大町124-8-507 047-339-2163 はり・きゅう・あん摩 市川市 285

184 なないろクリニカルルーム（出張業務） ﾅﾅｲﾛｸﾘﾆｶﾙﾙｰ市川市大野町 090-6184-3144 はり・きゅう・あん摩 市川市 310

185 小柳　比斗志（出張業務） ｼｭｯﾁｮｳ 市川市国府台 090-7727-6727 はり・きゅう 市川市 314

186 マッサージ治療院寿楽（出張業務） ｼﾞｭﾗｸ 市川市宮久保 047-315-1261 はり・きゅう・あん摩 市川市 325

187 藍澤　玄太（出張業務） ｱｲｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 市川市曽谷 070-6965-1925 はり・きゅう・あん摩 市川市 377

188 南八幡治療院（出張業務） ﾐﾅﾐﾔﾜﾀ 市川市南八幡 047-705-1720 あん摩 市川市 378

189 おおの鍼灸整骨院 ｵｵﾉｼﾝｷｭｳ 市川市大野町2-228-1 047-710-0805 はり・きゅう・あん摩 市川市 388

190 ありのはりきゅうマッサージ生き生き治療室 ｱﾘﾉﾊﾘ 柏市増尾1-18-8 04-7170-8200 はり・きゅう・あん摩 柏市 3

191 宇佐見接骨院 ｳｻﾐ 柏市増尾1-9-15 04-7175-2224 はり・きゅう・あん摩 柏市 16

192 浦山鍼灸院 ｳﾗﾔﾏ 柏市柏3-10-30　第3泉ビル202 04-7164-0611 はり・きゅう・あん摩 柏市 17

193 柏指圧治療室 ｶｼﾜ 柏市柏3-6-14-3F 04-7163-1752 あん摩 柏市 29

194 鍼灸柏整骨院 ｶｼﾜ 柏市加賀3-20-4 04-7172-5573 はり・きゅう・あん摩 柏市 30

195 三健堂　鍼灸治療室 ｻﾝｹﾝﾄﾞｳ 柏市柏3-4-26-603 04-7163-3930 はり・きゅう 柏市 53

196 青木治療院 ｱｵｷ 柏市加賀1-34-11 04-7192-8248 はり・きゅう 柏市 54

197 平林治療院 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ 柏市南高柳14-9 04-7193-1200 はり・きゅう・あん摩 柏市 109

198 はり灸治療室　リフレ ﾘﾌﾚ 柏市増尾台3-15-1 04-7174-9084 はり・きゅう 柏市 165

199 NMI手技療法施術室(出張業務） ｴﾇｴﾑｱｲ 柏市柏 070-5554-8409 あん摩 柏市 181

200 すずめの森はり灸治療院 ｽｽﾞﾒ 柏市松葉町7-16-3 04-7103-2448 はり・きゅう 柏市 193

201 かしわ整骨鍼院 ｶｼﾜ 柏市今谷上町61-1 04-7137-7477 はり・きゅう 柏市 210

202 飯島整骨鍼灸院 ｲｲｼﾞﾏ 柏市末広町4-5　金子ビルＢ棟２階 04-7169-1113 はり・きゅう・あん摩 柏市 248

203 山崎鍼灸治療院（出張業務） ﾔﾏｻﾞｷ 柏市しいの木台 047-383-2585 はり・きゅう・あん摩 柏市 260

204 TEAM氣琉　鍼灸マッサージ治療院 ｷﾘｭｳ 柏市伊勢原1-9-12 電話番号非公開 はり・きゅう・あん摩 柏市 282
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205 Studio Shucaはり灸治療院 ｽﾀｼﾞｵ ｼｭｶ 柏市富里1-1-4　サウスタウン柏B号 04-7166-9985 はり・きゅう 柏市 318

206 金川鍼灸院 ｷﾝｾﾝ 柏市柏3-10-29　AKBLD.XI602 047-166-7568 はり・きゅう 柏市 335

207 中村　義法（出張業務） ﾅｶﾑﾗ 千葉県柏市豊四季 090-6942-8604 あん摩 柏市 344

208 鈴木　寛典（出張業務） ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県柏市新富町 04-7145-2323 はり・きゅう 柏市 347

209 よつ葉治療院 ﾖﾂﾊﾞ 千葉県柏市千代田1-2-8　長妻ビル1Ｆ 04-7166-0277 あん摩 柏市 348

210 井上はりきゅう接骨院 ｲﾉｳｴ 千葉県柏市柏4-4-3 04-7113-9990 はり・きゅう 柏市 349

211 鍼灸訪問マッサージ　きよらかケア ｷﾖﾗｶｹｱ 千葉県柏市豊住4-1-5　ベルメゾン豊住101 050-5370-4979 はり・きゅう・あん摩 柏市 374

212 らいおんハート訪問鍼灸マッサージ院柏青葉台 ﾗｲｵﾝﾊｰﾄｶｼﾜｱ千葉県柏市青葉台2-24-1 04-7138-6814 はり・きゅう 柏市 380

213 訪問マッサージ　かしわ治療院 ﾎｳﾓﾝﾏｯｻｰｼﾞ ｶ千葉県柏市酒井根 080-2729-5971 はり・きゅう・あん摩 柏市 383

214 スマイル訪問鍼灸マッサージ院 ｽﾏｲﾙﾎｳﾓﾝ 千葉県柏市東上町3-11　エスエーエスビル1階 047-710-2145 はり・きゅう・あん摩 柏市 397

215 柏鍼灸整骨院 ｶｼﾜｼﾝｷｭｳ 千葉県柏市あけぼの1-1-23　ルレーブ柏101 04-7142-2525 はり・きゅう 柏市 398

216 篠原　優（出張業務） ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾙ 千葉県柏市松ヶ崎 090-7934-2561 はり・きゅう・あん摩 柏市 404

217 上野　百代（出張業務） ｳｴﾉ ﾓﾓﾖ 千葉県柏市高柳 050-3200-0305 はり・きゅう・あん摩 柏市 406

218 祥和鍼灸整骨院 ｼｮｳﾜ 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷4-3-20 047-404-1700 はり・あん摩 鎌ヶ谷市 57

219 鍼灸・あん摩　爽快 ｿｳｶｲ 鎌ヶ谷市佐津間1375の2 047-442-1489 はり・きゅう・あん摩 鎌ヶ谷市 67

220 ナイキ接骨院 ﾅｲｷ 鎌ヶ谷市くぬぎ山4-2-43 047-311-0555 はり・きゅう 鎌ヶ谷市 95

221 成田はり・きゅう整骨院 ﾅﾘﾀ 鎌ヶ谷市道野辺本町2-9-15 047-443-8024 はり・きゅう 鎌ヶ谷市 97

222 訪問マッサージ　クオン ｸｵﾝ 鎌ヶ谷市道野辺本町 047-444-3545 あん摩 鎌ヶ谷市 243

223 堤指圧整体治療院 ﾂﾂﾐ 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷9-15-55 047-443-5082 あん摩 鎌ヶ谷市 302

224 くぬぎ山総合はりきゅう鍼灸院 ｸﾇｷﾞﾔﾏ 鎌ヶ谷市くぬぎ山4-7-11 ﾜｺｰﾚ鎌ヶ谷2号館1階 047-701-8911 はり・きゅう 鎌ヶ谷市 306

225 西船中央接骨院 ﾆｼﾌﾅﾁｭｳｵｳ 船橋市古作3-1-27 047-333-3676 はり・きゅう 船橋市 99

226 牧野鍼灸院 ﾏｷﾉ 船橋市上山町3-578-5 047-438-4407 はり 船橋市 117

227 指圧・マッサージ　らくだはうす ﾗｸﾀﾞﾊｳｽ 船橋市本中山2-16-9　八蔵ビル4F 047-336-5942 あん摩 船橋市 143

228 佐々木鍼灸院 ｻｻｷ 船橋市前原東4-13-10 090-6137-8769 はり・きゅう・あん摩 船橋市 167

229 鍼灸マッサージ　シンメイ ｼﾝﾒｲ 千葉県船橋市西船4-18-13 047-712-5281 あん摩 船橋市 333

230 大学はり灸院 ﾀﾞｲｶﾞｸ 流山市駒木620-10 04-7155-6980 はり・きゅう・あん摩 流山市 77

231 天気堂鍼灸院 ﾃﾝｷﾄﾞｳ 流山市南流山3-16-7 04-7150-4646 はり・きゅう・あん摩 流山市 87

232 ヒグチ鍼灸整体(出張業務） ﾋｸﾞﾁ 流山市前ヶ崎 090-9155-8665 はり・きゅう 流山市 166

233 宮内　素子（出張業務） ﾐﾔｳﾁ 流山市古間木 090-1251-0616 はり・きゅう・あん摩 流山市 168

234 初石駅前鍼灸院 ﾊﾂｲｼ 流山市西初石3-100　森田ビル１Ｆ　 04-7155-3120 はり・きゅう 流山市 201

235 鍼灸院　つきあかり ｷｾﾝ 流山市南流山2-5-10-201 047-103-8820 はり・きゅう 流山市 212

236 匠鍼灸接骨院 ﾀｸﾐ 流山市東初石4-238-42 04-7154-1156 はり・きゅう 流山市 225

237 張英潔鍼灸院 ﾁｮｳ 流山市向小金4-21-130 04-7174-2630 はり・きゅう 流山市 230

238 下山　茂藏（出張業務） ｼﾓﾔﾏ 流山市流山 090-6184-6946 はり・きゅう・あん摩 流山市 254
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239 南流山駅前鍼灸院 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾚﾔﾏ 流山市南流山2-2-8 04-7158-5511 はり・きゅう 流山市 264

240 中井スポーツ鍼灸院 ﾅｶｲｽﾎﾟｰﾂ 流山市南流山1-19-7　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾙｰｼｽ103 04-7113-4104 はり・きゅう・あん摩 流山市 297

241 ここ鍼灸マッサージ院 ｺｺ 流山市おおたかの森西1-7-9　ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ101 04-7196-7333 はり・きゅう・あん摩 流山市 299

242 ブルーベア鍼灸院 ﾌﾞﾙｰﾍﾞｱ 流山市南流山6-18-17 04-7159-8114 はり・きゅう 流山市 320

243 荒牧鍼灸マッサージ院 ｱﾗﾏｷ 流山市宮園1-10-3 04-7159-0390 はり・きゅう・あん摩 流山市 322

244 宍倉指圧治療院 ｼｼｸﾗｼｱﾂ 流山市前ヶ崎651-7 080-5650-4416 あん摩 流山市 337

245 ＯＫ温熱鍼灸院 ｵｰｹｲｵﾝﾈﾂ 流山市東深井493-145 047-115-6699 はり・きゅう・あん摩 流山市 338

246 初石鍼灸マッサージ院 ﾊﾂｲｼｼﾝｷｭｳ 流山市東初石3-96-27　林ビル2階A 04-7192-7011 はり・きゅう・あん摩 流山市 351

247 そら鍼灸院 ｿﾗｼﾝｷｭｳｲﾝ 流山市大字木402番地　ヤオコー南流山2Fクリニックモール内04-7157-6338 はり・きゅう・あん摩 流山市 399

248 かわ鍼灸院 ｶﾜｼﾝｷｭｳｲﾝ 千葉県流山市向小金2-438-1　第2いぬいマンション1F 070-1497-1189 はり・きゅう 流山市 400

249 酒井はり灸院 ｻｶｲ 成田市不動ケ岡2026-1 0476-24-0617 はり・きゅう 成田市 259

250 吉井　恵美（出張業務） ﾖｼｲ 我孫子市天王台 04-7169-4277 はり・きゅう・あん摩 我孫子市 267

251 はり灸天王台健康院 ﾃﾝﾉｳﾀﾞｲｹﾝｺｳｲ我孫子市柴崎台2-13-33 04-7182-8963 はり・きゅう 我孫子市 313

252 池田マッサージ ｲｹﾀﾞﾏｯｻｰｼﾞ 東京都葛飾区亀有5-31-7　クレードル亀有302 03-5616-8918 はり・きゅう・あん摩 葛飾区 396

253 松木治療院 ﾏﾂｷ 東京都江戸川区東小松川3-35-8-301 090-9393-2300 あん摩 江戸川区 376

254 （有）スポーツケア鍼灸スポーツマッサージ治療院 ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ 東京都千代田区神田駿河台2-10　駿台興業ビル5F 03-3259-2963 はり・きゅう 千代田区 391
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