
中北保健福祉事務所管内の施術所一覧（令和５年１月１日現在）

業務の種類
あ・・・あん摩マッサージ指圧師
は・・・はり師
き・・・きゅう師
柔・・・柔道整復師

○北杜市

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

マッサージはり治療所 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2493-31 あ・は 小池　泉 昭和23年3月30日

五味治療所 〒407-0201 北杜市明野町浅尾990 あ・は・き 五味　常幸 昭和52年2月8日

八巻治療院 〒408-0112 北杜市須玉町若神子822-1 あ・は・き 八巻　良治 昭和57年4月1日

宮澤鍼灸治療院 〒408-0112 北杜市須玉町若神子85 は・き 宮澤　宗一 昭和59年7月1日

春日接骨院 〒408-0044 北杜市小淵沢町7684-4 あ・は・き・柔 春日　治 昭和60年7月15日

堀込治療院 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2319-8 あ・は・き 堀込　新一郎 昭和61年4月1日

長坂整骨院 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2310 柔 名取　洋三郎 昭和63年8月16日

あけのドーム治療院 〒407-0202 北杜市明野町小笠原5949-7 は・き 寺田　富子 平成3年10月1日

こばやし接骨院 〒408-0302 北杜市武川町牧原732-2 柔 小林　有朋 平成6年6月28日

ふるさと交流施設すたま自然健康村「増富の湯」リフレッ
シュルーム『漢方マッサージ室』

〒408-0102 北杜市須玉町比志6438 あ・は・き
財団法人みずがき山ふるさと振
興財団

北杜市須玉町比志6438 平成9年5月16日

鳳凰鍼灸院 〒408-0302 北杜市武川町牧原1331-1 あ・は・き 鈴木　八州夫 平成10年1月22日

百の木治療院 〒408-0031 北杜市長坂町小荒間680-3 あ・は・き 長沼　百代 平成11年3月15日

植松接骨院 〒408-0002 北杜市高根町村山北割1098-3 柔 植松　誠二 平成11年5月17日

スパティオ小淵沢マッサージ室 〒408-0044 北杜市小淵沢町2968-1 あ 深澤　栄一 平成11年8月10日

いずみ養安室 〒407-0311 北杜市大泉町西井出8240-5758 あ・は・き 重田　裕 平成13年7月23日

コスモス 〒408-0017 北杜市高根町五町田88-2 あ・は・き 稲嶺　正 平成17年5月21日

巨摩の杜ヒーリングセンター 〒408-0303 北杜市武川町宮脇2072 あ・は・き 小澤　英人 平成17年8月1日

亜空庵鍼灸治療院 〒408-0003 北杜市高根町東井出1571-4 あ・は・き 竹本　公一 平成18年11月1日

谷戸接骨院 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸3588 柔 長沼　みどり 平成19年1月5日

小渕沢治療室 〒408-0044 北杜市小淵沢町1905 あ・は・き 深澤　栄一 平成20年4月1日

宮澤整骨院 〒408-0112 北杜市須玉町若神子85 柔 宮澤　秀樹 平成21年5月25日

在宅ケアー日野春 〒407-0033 北杜市長坂町日野707-1 あ 畦畑　勉 平成24年7月1日

横森接骨院 〒407-0033 北杜市高根町村山西割2405-1 柔 横森　真矢 平成24年10月1日

アルファⅡ 〒407-0005 北杜市明野町浅尾新田3804 あ・は・き 瀧田　真奈美 平成25年3月1日

小淵沢総合スポーツセンター付属整骨院 〒407-0033 北杜市小淵沢町2161 あ・は・き・柔 深澤　栄一 平成25年5月15日

はり・きゅう　アルプス治療院 〒408-0041 北杜市小淵沢町上笹尾3332-2150 は・き （有）アルプス治療院
北杜市小淵沢町上笹尾3332-
2150

平成25年8月16日

進藤鍼灸整骨院 〒408-0044 北杜市小淵沢町8136-2 は・き・柔 進藤　丈二 平成25年10月16日

好文治療室 〒408-0014 北杜市高根町小池457 あ・は・き 中山　久恵 平成26年8月1日

ふくろう鍼灸整骨院 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸2000-1 あ・は・き・柔 小澤　規雄 平成26年11月1日

日野春治療院 〒408-0024 北杜市長坂町富岡3269 あ・は・き 藤森　文茂 平成27年6月9日

ゆうしん整骨院 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2346 柔 (株)ゆうしん
東京都西東京市北町2丁目3番6
号

平成28年5月13日

小淵沢マッサージ工房BETTER BODY 〒408-0044 北杜市小淵沢町10149-11 あ・は・き KIMURA RYOJI 平成28年10月22日

こうのとり針療院 〒408-0205 北杜市明野町浅尾新田3786 あ・は・き 山本　達治 平成29年3月6日

むらかみ鍼灸マッサージ院 〒408-0202 北杜市明野町小笠原3887-1 あ・は・き 村上　修司 平成29年5月1日

白樺鍼灸整骨院 〒408-0035 北杜市長坂町夏秋951-3 は・き・柔 古屋　茂晃 平成29年9月1日

統合医療研究所・八ヶ岳Lab.　鍼灸柔道整復施術
所

〒408-0044 
北杜市小淵沢町4000八ヶ岳リゾート
アウトレット

あ・は・き・柔 (株)統合の杜研究所 東京都千代田区一番町18番地 平成30年9月13日

フレアス在宅マッサージ峡北 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2228-8 あ・は・き (株)フレアス 中巨摩郡昭和町西条1514 平成30年10月1日

well-being salon　アメノトリフネ 〒408-0018 - は・き 合同会社　天鳥船 - 平成31年2月3日

きらら整骨院 〒408-0034 北杜市長坂町大八田160 柔 谷合　学 平成31年2月20日

ほっと鍼灸院 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸8053 あ・は・き 志村　美帆 令和1年6月13日

楽ケア 〒408-0001 北杜市高根町長沢2361-5 あ 有限会社　楽 北杜市高根町長沢2361-5 令和1年7月23日

尾白ノ杜鍼灸院 〒408-0315 北杜市白州町白須8785-20 は・き 佐藤　洋介 令和2年3月26日



リゾナーレ指圧院 〒408-0044 北杜市小淵沢町129-1 あ 稲嶺　正 令和2年8月25日

アジール小淵沢 〒408-0033 北杜市長坂町白井沢3004-239 あ 山本　みどり 令和3年6月22日

須玉町マッサージ鍼灸中村 〒408-0103 北杜市須玉町江草135-2 あ・は・き 中村　健吉 令和4年7月1日

ゆうしん鍼灸院　北杜 〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2346 あ・は・き 株式会社ゆうしん
東京都西東京市北町2丁目3番6
号

令和4年7月18日

有賀鍼灸マッサージ治療院 〒408-0044 北杜市小淵沢町1030 あ・は・き 有賀　文彦 令和4年9月16日

鍼灸マッサージサロン　ふわり 〒409-1501 北杜市大泉町西井出2605-1 あ・は・き 岩井　百合香 令和4年10月18日

○韮崎市

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

はり灸マッサージ治療所 〒407-0022 韮崎市水神1-7-32 あ・は・き 清水　孝行 昭和35年3月20日

松丸治療院 〒407-0024 韮崎市本町2-20-3 あ・は・き 松丸　勇美 昭和45年5月25日

渡辺整骨院 〒407-0015 韮崎市若宮1-9-7 柔 渡邊　典夫 昭和53年2月1日

土橋はり灸科院 〒407-0023 韮崎市中央町7-17 は・き 土橋　文勝 昭和54年12月18日

藤原整骨院 〒407-0175 韮崎市穂坂町宮久保852-1 柔 藤原　正貴 昭和61年1月21日

五味接骨院 〒407-0024 韮崎市本町1-4-26 柔 五味　和博 平成1年4月20日

藤巻治療院 〒407-0024 韮崎市本町1-15-5 あ・は・き 藤巻　十三夫 平成1年5月1日

中嶋整骨院 〒407-0032 韮崎市龍岡町下條東割1613 柔 中嶋　宏 平成4年11月24日

保坂はり・きゅう院 〒407-0033
韮崎市龍岡町下條南割字北原1107-
20

は・き 保坂　敏則 平成5年6月3日

東洋鍼灸院 〒407-0013 韮崎市中島1-11-23 あ・は・き・柔 渡辺　松彦
　平成6年12月1日（あはき開設）
平成23年4月13日(柔整開設）

入江健康堂 〒407-0003 韮崎市藤井町北下條2594-1 あ 入江　博治 平成10年2月7日

藤井地区マッサージルーム 〒407-8511 韮崎市藤井町北下条2381-1 あ 東京エレクトロン山梨(株) 韮崎市藤井町北下条2381-1 平成13年10月9日

穂坂地区マッサージルーム 〒407-0174 韮崎市穂坂町三ツ沢650 あ 東京エレクトロン山梨(株) 韮崎市藤井町北下条2381-1 平成13年10月9日

水上瑠璃光園 〒407-0058 韮崎市清哲町水上22 は・き 水上　久人 平成18年2月1日

治療室 楽氣 ラッキー 〒407-0024 韮崎市本町1-3-7 あ・は・き 小林　文治 平成23年1月5日

あなやま整骨院 〒407-0263 韮崎市穴山町5142 柔 長坂　敬 平成23年9月15日

アルファ 〒407-0005 韮崎市一ッ谷1949-1 あ・は・き 瀧田　真奈美 平成24年2月4日

市川鍼灸院 〒407-0033 韮崎市龍岡町下條南割字北原1045 は・き 医療法人社団にこにこクリニック 韮崎市富士見2-15-35 平成24年4月1日

富士見接骨院 〒407-0014 韮崎市富士見2-2-15 柔 穴水　琢也 平成24年4月6日

とば接骨院 〒407-0033 韮崎市龍岡町下條東割731-1 柔 （株）とば整骨院 韮崎市龍岡町若尾新田557 平成24年12月1日

韮崎長生館 〒407-0004 韮崎市藤井町南下條130-2 あ 熊谷　孝 平成26年5月18日

ゆうしん整骨院　韮崎 〒407-0014 韮崎市富士見3-6-11 は・き・柔 (株)ゆうしん
東京都西東京市北町2丁目3番6
号

　　平成27年5月1日（柔整開設）
令和3年5月15日（はき開設）

やまもと整骨院 〒407-0032 韮崎市龍岡町下條東割731 柔 山本　啓示 平成28年3月22日

たくみ（匠）接骨院 〒407-0004 韮崎市藤井町南下條222-1 柔 近藤　壽彦 平成30年9月13日

バランス鍼灸院 〒407-0043 韮崎市神山町鍋山1093-1 あ・は・き 羽中田　まゆみ 平成30年10月30日

おけたく指圧院 〒407-0001 韮崎市藤井町南下條1546 あ 井上　達也 令和2年7月1日

かやの木鍼灸院 〒407-0001 韮崎市藤井町駒井654　光明寺庫裏 は・き 齋藤　美夏 令和2年12月8日

レディライフ　はりきゅう院 〒407-0034 韮崎市清哲町折居214-3 は・き 伊神　直子 令和3年6月6日

よこ接骨院 〒407-0014 韮崎市富士見1-5-5　1F 柔 横内　敬 令和3年7月8日

○南アルプス市

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

望月治療院 〒400-0302 南アルプス市沢登49 あ・は・き 望月　茂徳 昭和22年1月1日

加藤はりきゅうマッサージ治療院 〒400-0222 南アルプス市飯野3456-4 あ・は・き 加藤　隆 昭和34年2月18日

長沼マッサージ治療院 〒400-0306 南アルプス市小笠原1583 あ 長沼　せつ子 昭和39年4月1日

上市整骨院 〒400-0317 南アルプス市上市之瀬857 柔 山本　和彦 昭和50年4月1日

伊東はり灸指圧治療院 〒400-0206 南アルプス市六科1587-13 あ・は・き 伊東　一敏 昭和50年6月16日

榊原鍼灸治療院 〒400-0306 南アルプス市小笠原475-6 あ・は・き 榊原　隆 昭和53年5月29日

金丸接骨院　鍼灸院 〒400-0308 南アルプス市山寺136 あ・は・き・柔 金丸　健 昭和53年11月14日



すど指圧専門院 〒400-0206 南アルプス市六科1496-16 あ 須戸　みゆき 昭和58年4月1日

名取治療院 〒400-0222 南アルプス市飯野3592-1 は・き 名取　徹 昭和58年6月7日

北鍼療院 〒400-0301 南アルプス市桃園33-2 あ・は・き 東条　芳彦 昭和59年6月1日

土橋整骨院 〒400-0205 南アルプス市野牛島2209 柔 土橋　忠 平成2年6月11日

大井整骨院 〒400-0403 南アルプス市鮎沢832-2 柔 藤巻　敏仁 平成2年10月11日

新津治療院 〒400-0423 南アルプス市落合222-3 あ・は・き 新津　功 平成2年11月15日

ハリ、キュウ、マッサージ　フカサワ治療院 〒400-0401 南アルプス市江原1555-3 あ・は・き 深沢　浩 平成3年5月29日

松下治療院 〒400-0214 南アルプス市百々1887-3 あ 松下　豊 平成3年6月10日

はり・きゅう・マッサージ安藤 〒400-0301 南アルプス市桃園424 あ・は・き 安藤　由華理 平成3年9月13日

若草整骨院 〒400-0337 南アルプス市寺部1800 あ・は・き・柔 依田　和司 平成4年9月30日

橘恵子施術所 〒400-0214 南アルプス市百々2375-8 あ・は・き 橘　恵子 平成4年10月15日

浅利治療院 〒400-0211 南アルプス市上今諏訪1199-53 あ･は･き 浅利　和彦 平成4年11月8日

みだい整骨院 〒400-0206 南アルプス市六科1188-1 は・き・柔 手塚　善雄 平成4年11月24日

しらね接骨院 〒400-0222 南アルプス市飯野3701 あ・は・き・柔 川口　嘉仁 平成9年4月5日

沙羅鍼灸院 〒400-0306 南アルプス市小笠原384-3 は・き 渡邉　久子 平成11年8月17日

あやめ鍼灸院 〒400-0304 南アルプス市吉田886 あ・は・き 澤登　亮 平成12年5月1日

あやめ整骨院 〒400-0304 南アルプス市吉田886 柔 澤登　亮 平成12年5月1日

名取整骨院 〒400-0302 南アルプス市沢登14 柔 名取　新吾 平成12年7月7日

はり灸指圧マッサージ治療院メリディアン 〒400-0404 南アルプス市古市場727-3 あ・は・き 藤森　恵美 平成17年4月25日

桃園接骨院 〒400-0302 南アルプス市沢登978-9 柔 川崎　文雄 平成20年5月20日

マッサージアワジ 〒400-0403 南アルプス市鮎沢441 あ 淡路　久 平成20年5月24日

鍼灸塩谷治療院 〒400-0226 南アルプス市有野3724 は・き 塩谷　勇 平成20年5月24日

櫻本鍼灸整骨院 〒400-0306 南アルプス市小笠原1095-1 は・き・柔 櫻本　大士 平成21年9月17日

めぐみ鍼灸治療院 〒400-0202 南アルプス市下高砂126-1 あ・は・き 土橋　めぐみ 平成22年3月17日

あるぷす鍼灸接骨院 〒400-0301 南アルプス市桃園620-3 あ・は・き・柔 ㈲中部ﾒﾃﾞｨｶﾙ 甲府市中小河原町507-12 平成22年6月15日

かまなし鍼灸整骨院 〒400-0221 南アルプス市在家塚1409-3 は・き・柔 山本　佳和 平成22年8月2日

上田整骨院 〒400-0206 南アルプス市六科1551-2 柔 上田　昭仁 平成23年8月1日

よつば堂 〒400-0205 南アルプス市野牛島135-1 あ・は・き 岩田　洋史 平成25年8月1日

治療院アイカワ 〒400-0304 南アルプス市吉田1139 あ・は・き 相川　周史 平成25年9月11日

ぶらり接骨院 〒400-0412 
南アルプス市東南湖大久河原776-
1-7

柔 合同会社Ｔ・Ｈホールディング 笛吹市石和町八田154-15 平成27年5月1日

熊谷はり温灸院 〒400-0412 南アルプス市東南湖797-102 は・き 熊谷　隼人 平成27年11月27日

訪問はり灸マッサージ　なとり 〒400-0412 南アルプス市東南湖829-1-202 あ・は・き 名執　真理子 平成28年2月10日

長谷部整骨院 〒400-0203 南アルプス市徳永1178 柔 長谷部　淳二 平成28年4月28日

峡西整骨院 〒400-0422 南アルプス市荊沢274-1 柔 井上　忠男 平成28年6月22日

接骨　よつば堂 〒400-0334 南アルプス市藤田25-7 柔 井上　伸男 平成28年6月27日

ささもと整骨院 〒400-0333 南アルプス市浅原76-1 柔 笹本　光彦 平成29年9月6日

正位幹あん摩マッサージ指圧治療院 〒400-0211 南アルプス市上今諏訪1320-1 あ 浅川　仁路 令和2年2月29日

かわぐち整骨院 〒400-0422 南アルプス市荊沢274-2 柔 川口　隼也人 令和2年4月1日

いいね訪問マッサージ 〒400-0405
南アルプス市下宮地510　ハイムグ
レースD号室

あ・は・き 雨宮　功 令和2年6月17日

訪問はりきゅうマッサージあさひ治療院 〒400-0337 南アルプス市寺部1147-1 あ・は・き 太田　敦史 令和2年7月31日

HO-PE接骨院 〒400-0205 南アルプス市野牛島1828-39-2 柔 冨田　勇希 令和3年5月19日

ゆうしん整骨院 〒400-0411 南アルプス市西南湖4428 柔 株式会社　ゆうしん
東京都西東京市北町2丁目3番6
号

令和4年4月1日

○中央市

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

一之瀬治療院 〒409-3841 中央市布施2236 あ・は・き 一之瀬　量一 昭和23年6月15日

矢野整骨院 〒409-3841 中央市布施1556-2 柔 矢野　一真 昭和54年5月1日

宮沢整骨院 〒409-3822 中央市下三条678-1 柔 宮沢　正純 昭和55年1月14日



田富治療院 〒409-3842 中央市東花輪66-9 あ 一ノ瀬　正孝 昭和57年3月24日

松木整骨院 〒409-3815 中央市成島2310-6 柔 松木　英憲 平成1年2月6日

安河内治療院 〒409-3804 中央市井之口620番地1 あ 安河内　芳秀 平成1年12月1日

志村整骨院 〒409-3812 中央市乙黒670-8 柔 志村　龍示 平成4年5月6日

中澤治療院 〒409-3823 中央市上三條423-1 あ・は・き・柔 中澤　茂治 平成8年8月21日

福島整骨院 〒409-3845 中央市山之神3615-3 柔 福島　常雄 平成9年10月13日

樋口鍼灸院 〒409-3841 中央市布施3378 あ・は・き 樋口  芳克 平成12年5月17日

甘利鍼灸院 〒409-3841 中央市布施1251-5 あ・は・き 甘利　初男 平成16年4月1日

滝沢鍼灸院 〒409-3803 中央市若宮8-9　玉穂東洋館103号 は・き 滝沢　渉 平成20年11月11日

細田鍼灸院 〒409-3843 中央市西花輪3787-4 あ・は・き 細田　健一 平成21年12月2日

陽気鍼灸治療院 〒409-3842
中央市東花輪2093番地田中住宅Ｅ
棟

は・き 塩島　摂 平成22年3月25日

いわま接骨院 〒409-3843 中央市西花輪2714-1 柔 （株）ハルメディケア 中央市西花輪2762-10 平成24年6月28日

在宅ケアー日野春 〒409-3822 中央市下三条864-5ｺｰﾎﾟ渡辺A号室 あ 畦畑　勉 平成24年7月3日

リバーサイド鍼灸院 〒409-3845 中央市山之神1529-8 あ・は・き （株）浅川鍼灸整骨院 甲府市住吉2-3-15 平成25年3月1日

リバーサイド整骨院 〒409-3845 中央市山之神1529-8 柔 （株）浅川鍼灸整骨院 甲府市住吉2-3-15 平成25年3月1日

らくだ接骨院 〒409-3803 中央市下河東3053-1 柔 ㈲中部メディカル 甲府市中小河原町507-12 平成27年10月27日

あかぬま鍼灸治療院 〒409-3821 中央市若宮29-1 は・き 赤沼　篤 平成28年11月28日

ウエストペイン鍼灸整骨院 〒400-1513 中央市下河東483－5 は・き・柔 渡邉　悟 平成29年3月28日

はり灸マッサージ　にこ 〒409-3841 中央市大鳥居1619-1 あ・は・き 寺崎　佳歩 平成29年5月1日

あいわ鍼灸接骨院　山梨院 〒409-3841 中央市布施2-5 あ・は・き・柔 （株）アーネストメディック
東京都八王子市初沢町1262シャ
ンゼール高尾　1F

平成31年2月27日

CANA鍼灸院 〒409-3841 中央市布施3386-5 は・き 深澤　加奈 令和2年11月28日

○昭和町

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

小林治療院 〒409-3862 中巨摩郡昭和町上河東522-5 あ・は・き 小林　誠 平成8年4月3日

まえじま治療院 〒409-3865 中巨摩郡昭和町西条新田390-4 あ・は・き 前嶋　哲男 平成12年1月18日

じょうえい整骨鍼灸院 〒409-3863 中巨摩郡昭和町河東中島１６７０－１ あ・は・き・柔 依田　浩治 平成17年12月5日

フレアス在宅マッサージ山梨 〒400-0046 中巨摩郡昭和町西条1514 あ・は・き （株）フレアス 中巨摩郡昭和町西条1514 平成20年6月2日

保坂鍼灸治療院 〒409-3862 中巨摩郡昭和町上河東493-1 は・き 保坂　進午 平成20年11月23日

総合治療院松本 〒409-3863 中巨摩郡昭和町河東中島1104-1 あ・は・き 松本　正彦 平成22年4月7日

ダイケン整骨院 〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条2447-1 あ・柔 株式会社ダイケン 南アルプス市小笠原284 平成26年4月1日

訪問マッサージ優花 〒409-3862
中巨摩郡昭和町上河東422サニーハ
イツほさか401号

あ 林　雄二 平成27年2月1日

さかうえ柔整院 〒409-3852
中巨摩郡昭和町飯喰1089-2常永土
地区画整理地内86街区7画地

柔 阪上　友晶 平成27年6月5日

虹の郷治療院昭和通り店 〒409-3863 中巨摩郡昭和町河東中島字花鳥962 あ・は・き 株式会社虹の郷 中巨摩郡昭和町西条3798 平成27年7月1日

深沢はりきゅう整骨院 〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条547-1 あ・は・き・柔 深沢　俊一 平成28年1月1日

鍼灸サロン　ハルニーナ 〒409-3852 中巨摩郡昭和町飯喰1561-8 は・き 鈴木　友香子 令和4年5月14日

○甲斐市

施設名 郵便番号 施設所在地 業務の種類 開設者氏名 法人開設者住所 開設年月日

清水マッサージ治療院 〒400-0118 甲斐市龍地1656 あ 清水　　竹男 昭和23年7月9日

山本総合治療院 〒400-0113 甲斐市冨竹新田1080 あ 山本　功 昭和56年12月20日

福島整骨院 〒400-0115 甲斐市篠原1634-3 あ・は・き・柔 福島　勤 昭和57年5月25日

長生館竜王治療院 〒400-0113 甲斐市冨竹新田240-2-21 あ 塩入　輝男 昭和57年12月15日

大久保整骨鍼灸院 〒400-0117 甲斐市西八幡3758-1 あ・は・き・柔 大久保　正雄 昭和58年8月31日

滝治療院 〒400-0126 甲斐市大下条734-1 あ・は・き 滝　忠治 昭和59年4月3日

別府堂治療院 〒400-0115 甲斐市篠原1585-4 201号 あ 衛藤　とみ子 昭和59年7月13日

蓮沼鍼灸院 〒400-0117 甲斐市西八幡4025-24 あ・は・き 蓮沼　光司 昭和61年10月1日

雨宮治療院 〒400-0124 甲斐市中下条1347-14 あ・は・き 雨宮　勝 昭和62年5月18日



遠藤整骨院 〒400-0116 甲斐市玉川1404-5 は・き・柔 遠藤　角夫 昭和63年1月4日

酒井指圧治療院 〒400-0113
甲斐市富竹新田1029　CHUO MY
PLAZＡ1F

あ 酒井　民雄 平成2年2月21日

睦治療室 〒400-0114 甲斐市万才171 あ・は・き 横山　貞子 平成2年5月20日

小野鍼灸院 〒400-0112 甲斐市名取558-3 あ・は・き 小野　清美 平成3年12月6日

山坂治療院 〒400-0104 甲斐市龍地6004 あ・は・き 山坂　一臣 平成4年4月27日

いとう式鍼療院 〒400-0117 甲斐市西八幡3968-24 あ・は 伊藤　英明 平成5年10月20日

くじらい治療室 〒400-0125 甲斐市長塚192-1 あ・は・き 鯨井　淨子 平成5年11月10日

内藤治療院 〒400-0125 甲斐市長塚638-7 あ・は・き 内藤　茂樹 平成6年4月9日

溝口はり温灸院 〒400-0125 甲斐市長塚115-16 あ・は・き 溝口　哲哉 平成8年11月25日

浜島治療院 〒400-0113 甲斐市富竹新田1869-1 あ・は・き 浜島　俊行 平成9年5月14日

岡部鍼灸治療院 〒400-0117 甲斐市西八幡2488-8 あ・は・き 岡部　惠子 平成9年12月1日

双葉整骨院 〒400-0105 甲斐市下今井2151-1 あ・は・き・柔 小澤　浩 平成10年4月17日

和志武治療院 〒400-0115 甲斐市篠原2456-3 あ・は・き 和志武　哲子 平成10年6月27日

坂本整骨院 〒400-0126 甲斐市大下条410-4 柔 坂本　英和 平成11年9月2日

花まる接骨院 〒400-0123 甲斐市島上条486-4 柔 間庭  広子 平成12年4月25日

篠原整骨院 〒400-0105 甲斐市下今井15-1 柔 篠原　寿也 平成12年5月8日

登美ヶ丘治療院 〒407-0102 甲斐市団子新居598-1 あ・は・き 奈良　建治 平成13年7月10日

斉藤整骨院 〒400-0113 甲斐市富竹新田２０５６－４ 柔 斉藤  文治 平成13年9月4日

福島東洋療法部 〒400-0117 甲斐市西八幡1196-1 あ・は・き 福島　博 平成14年8月25日

古屋鍼灸接骨院 〒400-0117 甲斐市西八幡1606-8 あ・は・き・柔 古屋　克也 平成15年3月19日

名取温泉治療院 〒400-0112 甲斐市名取３２４ あ・は 山田　嘉範 平成15年4月10日

針灸小町治療室 〒400-0124 甲斐市中下条1650 あ・は・き 矢澤　真由美 平成15年5月10日

鍼灸からだ元気治療院　甲斐甲府店 〒400-0117 甲斐市西八幡2418-1 あ・は・き
株式会社イー・コミュニケーション
ズ

甲斐市西八幡2418-1 平成15年5月10日

ﾀｶ長生館　甲斐山口温泉治療院 〒400-0115 甲斐市篠原477 あ・柔 森井　貴司 平成17年4月1日

一心堂接骨院 〒400-0115 甲斐市篠原1956-1 柔 ㈲中部メディカル 甲府市中小河原町507-12 平成18年8月10日

一心堂鍼灸接骨院 〒400-0115 甲斐市篠原1956-1 は・き ㈲中部メディカル 甲府市中小河原町507-12 平成18年8月10日

たなか鍼灸整骨院 〒400-0125 甲斐市長塚666-1 は・き・柔 田中　三久 平成19年9月26日

指圧治療院あさの 〒400-0114 甲斐市万才682-9 あ 浅野　久美子 平成20年9月5日

康生堂治療院 〒400-0112 甲斐市名取132-15-1F あ・は・き 白倉　宏和 平成21年5月22日

メディカルスポーツ甲斐整骨院 〒400-0105 甲斐市下今井2722-5 柔 保坂　浪己 平成21年12月3日

吉岡整骨院 〒400-0108 甲斐市宇津谷4626-3 柔 吉岡　一貴 平成22年7月2日

愛琳あん摩マッサージ指圧鍼灸院 〒400-0112 甲斐市名取396-1 あ・は・き 孟　学琳 平成23年8月8日

飯室治療院 〒400-0105 甲斐市下今井209 あ・は 飯室　源 平成24年8月1日

みなみ接骨院 〒400-0115 甲斐市篠原928-10 柔 松永　博臣 平成24年10月31日

甲斐ライフ鍼灸整骨院 〒400-0125 甲斐市長塚142-3 あ・は・き・柔 後藤　誠司 平成25年11月28日

竜王接骨院 〒400-0124 甲斐市中下条991-1 柔 古家　賢治 平成28年9月1日

むこやま整骨院 〒400-0123 甲斐市島上条68-3 柔 向山　俊 平成29年4月27日

山梨美健センター鍼灸治療院 〒400-1113 甲斐市亀沢6681 は・き 飯沼　雄大 平成29年6月23日

甲斐長生館 〒400-0116 甲斐市玉川52-8 あ 油井　隆寛 平成30年5月22日

ひろ整骨院 〒400-0125 甲斐市長塚164-1　マルマンビル101 柔 武田　拓之 平成30年6月29日

竜王駅前整骨院 〒400-0111 甲斐市竜王新町531-2 は・き・柔 合同会社pee ka ｂoo 甲斐市竜王新町531-2
　平成30年12月1日（柔整開設）

令和1年7月24日（はき開設）

やまがた接骨院 〒400－0104 甲斐市龍地1350-11 柔 山形　智樹 平成31年4月19日

回一堂鍼灸院 〒400-0113 甲斐市富竹新田1049 は・き 桂田　大輔 令和1年5月7日

おおぞら整骨院 〒400-0064 甲斐市篠原2884-2 柔 （株）NAGAI総研 甲府市下飯田3-2-7 令和1年6月1日

竜王はりマッサージ治療院 〒400-0113 甲斐市富竹新田297-8 あ・は・き 土橋　和実 令和1年8月2日

ティーマーク整骨院 〒400-0117 甲斐市西八幡1707-5 柔 株式会社　T-MARC 甲斐市西八幡1707-5 令和1年8月9日

ティーマーク鍼灸院 〒400-0117 甲斐市西八幡1707-5 は・き 株式会社　T-MARC 甲斐市西八幡1707-5 令和1年8月9日

藤森鍼灸マッサージ院 〒400-0111
甲斐市竜王新町762トゥーレットコミヤ
マD棟

あ・は・き 藤森　公輔 令和2年6月12日



小林接骨院 〒400-0115 甲斐市篠原1876-4 柔 小林　豊 令和2年9月26日

癒し処　和み 〒400-0127 甲斐市天狗沢107-4 あ・は・き 鈴木　由華理 令和3年1月16日

エニシダ鍼灸院 〒400-0102 甲斐市団子新居1488-2 は・き 阿部　美沙 令和3年7月7日

あいよし整骨院 〒400-0115 甲斐市西八幡1183-9 あ・は・き・柔 株式会社メディケア 甲斐市西八幡1200-2 令和3年10月19日

小野鍼灸マッサージ院 〒400-0124 甲斐市中下条1650 あ・は・き 小野　俊明 令和4年9月20日


