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地区名 社名（屋号） 代表者氏名 住所 電話番号

飛鳥堂 加藤　高志 小美玉市堅倉町1709番地31号 0299-48-3463

沼田治療院 沼田　隆 小美玉市小岩戸1170 0299-48-0381

加藤　うら子 稲敷郡阿見町実穀1508番地11 029-842-9898

北川鍼灸治療院 北川　裕基 稲敷郡阿見町うずら野1丁目33番地4 029-841-3710

竿留はり灸治療院 竿留　俊行 稲敷郡阿見町追原1486番地1 029-889-2096

小林マッサージ 小林　一夫 稲敷市中山2443 0297-87-3880

大宮 はり灸きりいし 切石　幸弘 常陸大宮市中富町1065番3号 0295-53-7870

角井治療院 角井　徳孝 鉾田市上沢857番地1 0291-39-4863

君和田治療院 君和田　栄司 鹿嶋市大船津2428番地1 0299-82-7226

鹿行はり灸マッサージ療院 仲澤　進 鹿嶋市宮中5211-2 0299-82-8935

仲沢鍼灸マッサージ接骨院 仲澤　安夫 鹿嶋市平井1178番地9 0299-82-0989

原はり治療院 原　康博 鹿嶋市宮中5208番地2 0299-83-4300

梅安鍼灸指圧院
狩野

平左衛門岳也
かすみがうら市宍倉5696番地3 029-833-0298

吉岡鍼灸指圧治療院 吉岡　博文 かすみがうら市稲吉東1丁目18番4号 029-832-4603

伊藤鍼灸マッサージ治療院 伊藤　精藏 神栖市波崎7954番地4 0479-44-3913

マッサージタイムアーニカ 伊藤　徳也 神栖市太田478-3 0479-46-7081

赤坂鍼灸マッサージ治療院 赤坂　昇一 古河市横山町2丁目11番11号 0280-32-1254

あしたば在宅サポート 城内　成一 古河市釈迦町1022番1-102 0280-93-0426

諏訪鍼灸マッサージ治療院 諏訪　光英 古河市旭町1丁目12番12号 0280-32-3830

王針灸院 田中　一嘉 古河市古河町143番地5 0280-31-5546

田中鍼灸マッサージ治療院 田中　貞男 古河市宮前町13番51号 0280-22-1600

なおい治療院 直井　吾郎 古河市小堤1813番8号 0280-98-2367

塚本治療院 塚本　しづ子 桜川市真壁町飯塚18番地の3 0296-55-0266

WARMTHやなぎさき療術院 柳﨑　拓也
桜川市明日香2丁目40番

ナカタテナントC号
0296-73-4338

常総 常総マッサージ 草間　泰貴 常総市中妻町2552番地1 0297-50-0194

下妻 ましやま鍼灸マッサージ 増山　美智雄
下妻市高道祖31の1

ｼｬﾙﾏﾝ106号室
090-3041-4769

行方 深沢治療院 塚崎　進 行方市麻生105番地4号 0299-72-1482

東京鍼灸マッサージ治療院 大里　勝彦 高萩市有明町3丁目64番地76号 0293-23-6013

加藤治療院 加藤　博之 高萩市島名2334番地の31号 0293-24-4091

来栖治療院 来栖　敦子 高萩市春日町2丁目14番地 0293-22-2635

長谷川鍼灸マッサージ 長谷川　賢次 高萩市大和町2丁目33番地 0293-22-2866

佐藤　久美
高萩市大和町2丁目51

ファイブビル202
090-3809-5088

寺門鍼灸院 寺門　弘志 高萩市島名2362番地の3 0293-23-2092

中野治療院 中野　比呂志 北茨城市関南町里根川23番地6 0293-46-4358

北茨城東洋ケアマッサージ 佐久山　信定 北茨城市中郷町上桜井665 0293-42-0706

はり・灸・指圧のあらまき 荒牧　信一郎
つくば市二の宮4丁目6番地1

小野崎アパート7棟105号
029-845-2431

市村鍼灸治療院 市村文江 つくば市二の宮４丁目１４番５号 029-852-5556

古河
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神栖



2

佐々木　秀一
つくばみらい市伊奈東79番地1

SKY BLUE102号室
090-3435-5981

こきぬ按マ指鍼灸院 野本　秀幸 つくばみらい市小絹730番地1 0297-57-2083

愛光堂マッサージ院 粉川　忠
土浦市荒川沖東3丁目16番地9号

木村テナント2F
029-842-8252

戸苅はり灸整骨院 戸苅　茂男 土浦市生田町3番3号 029-823-5052

小瀨治療院 小瀨　典男 那珂市菅谷2968番地7 029-295-4703

村上治療院 村上　守 那珂市鴻巣2995番2号 029-295—5508

マッサージルームほつま 稲田　真 日立市助川町2丁目1番15-1号 0294-26-0102

おかべ治療院 岡部　登 日立市神峰町4丁目12番3号 0294-21-7844

中の沢鍼灸院 菊池　健太郎 日立市東金沢町2丁目29番5号 0294-35-1509

みかの治療室 小沢　昭彦 日立市大みか町4丁目24番地12号 0294-54-2711

清水治療院 清水　厚志 日立市多賀町5丁目15番11号 0294-35-3933

鈴木鍼灸院 鈴木　直樹 日立市千石町1丁目11番5号 0294-38-7107

鈴木治療院 鈴木　満輝 日立市小木津町1丁目28番1号 0294-42-4503

寺門鍼灸マッサージ療院 寺門　勇治 日立市留町1730番地1 0294-53-0095

中崎はり・きゅう・マッサージ治療院 中崎　光義 日立市大久保町1丁目5番10号 0294-36-2085

みやひろ治療院 西野宮　弘樹 日立市東大沼町3丁目32番9号 0294-34-4189

鍼灸根本療院 根本　博行 日立市中成沢町2丁目5番地7号 0294-37-3282

助川城址平戸お灸院 平戸　幹四郎 日立市助川町4丁目18番26号 0294-21-3785

堀江指圧鍼療所 堀江　徳明 日立市相田町3丁目21番地5号 0294-42-6411

緑川はり灸療院 緑川　雅巳 日立市田尻町4丁目31番地3号 0294-43-2745

屋代鍼灸マッサージ療院 屋代　茂美 日立市久慈町5丁目1番地6号 0294-52-6730

わたひき鍼灸治療院 綿引　一廣 日立市大みか町6丁目9番地16号 0294-53-0810

石川治療院 石川　雅之 常陸太田市上河合町1601番地の1 0294-73-0031

松本治療院 松本　克一 常陸太田市木崎一町2067番地 0294-72-0291

九十九治療院 矢吹　紘造
常陸太田市山下町4202番1号

常豊斉藤ビル102号室
0294-74-3032

和田治療院 和田　周二 常陸太田市山下町4122番1号 0294-72-5677

宇野沢はり灸マッサージ治療院 宇野沢　厚 ひたちなか市高場4丁目19番15号 029-285-0232

澤畑治療院 澤畑　義成 ひたちなか市足崎406番地5 029-219-5636

奈良操体療院 奈良　隆夫 ひたちなか市大字佐和1855番地6 029-285-7960

天真堂はり治療院 皆川　嘉彦 ひたちなか市武田1255番地27 029-275-1613

治療院いなむら 稲村　洋志 水戸市新荘2丁目13番地49号 029-227-3083

body care room K 慶　光浩
水戸市姫子1丁目801番地2号

ウイングコート1F
029-246-5114

小口はりきゅうマッサージ治療院 小口　富二 水戸市萱場町163番地10 029-252-9425

たきえマッサージ院 滝江　君子 水戸市吉沢町433番地7 029-247-4491

双葉鍼灸院 中里　浩之 水戸市白梅4丁目6番地56号 029-239-3584

やない治療院 箭内　和雄 水戸市柵町1丁目7番11号 029-224-6887

マッサージリハビリの楽太郎 吉田　英世　
水戸市上水戸1丁目7番38号

ﾛﾏｰﾇ水戸305号室
029-231-6722

鍼灸・美容鍼サロン

ハーツアップ
米澤　雅子

水戸市元吉田町707番地2

マロンフィールドA202
090-6149-8462

つくばみらい

常陸太田
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りゅう治療院 大倉　大蔵 龍ヶ崎市白羽3丁目12番14号 0297-64-2982

健康堂 大野　茂 龍ヶ崎市大徳町2708番地1号 0297-64-0371

笠間 鴻巣治療院 鴻巣　美智子 笠間市美原１丁目14番3号 0296-77-9898

平成３１年３月３１日時点

龍ヶ崎


