治療院一覧（鹿児島市）
≪郵便番号順≫

公益社団法人鹿児島県鍼灸マッサージ師会
施術所名称

セントラル治療院 はり きゅう 大心
上ノ園鍼灸院
右田指圧・はり・きゅう院
はり灸指圧はやみ歓喜堂
健美鍼灸院
東和鍼灸院
川畑鍼灸マッサージ療院
城西はり灸院
鍼灸指圧マッサージ 西陵治療院
はり灸マッサージ このはら治療院
山田鍼灸療院
あん摩マッサージ指圧 みやもと治療院
出張専門
出張専門
田中鍼灸マッサージ療院
はり・きゅう・小児はり ふく療院
園田はり灸マッサージ療院
西田鍼灸整骨院
牛嶋鍼灸治療院
高橋鍼灸院
西川鍼灸治療院
まこ はり・きゅう・指圧
金川はり灸治療院
まこらち堂 坂上はりきゅうマッサージ治療院
ほっこく鍼灸院
あいおい鍼灸指圧治療院
出張専門
藤下鼎庵堂治療院
はり・きゅういまむら治療院
鍼灸あん摩マッサージ指圧永田泰彦治療院
マッサージ院 天保山

〒
村上 大
上ノ園 高行
右田 瑞穂
速水 耕太郎
入角 友寛・大山 明子
皆銭 保
川畑 裕人
岩元 博子
今村 茂・今村 大祐
児之原 翔太
山田 京子
宮元 利基
森本 誠
中村 真二
田中 豊文
福永 誠二
園田 妙子
池添 一仁
牛嶋 理絵・牛嶋 修一
高橋 幸二
西川 保洋
宮内 真喜子
金川 良輔
坂上 隆志
北國 善太
田中 洋一郎
尾山 祈美
藤下 祐子
今村 修三
永田 泰彦
德丸 哲也

8900005
8900008
8900012
8900014
8900021
8900023
8900024
8900026
8900032
8900034
8900034
8900036
8900037
8900038
8900042
8900043
8900045
8900046
8900046
8900046
8900051
8900052
8900054
8900054
8900054
8900054
8900055
8900056
8900056
8900056
8900061

施術所住所
鹿児島市下伊敷1-39-3-1F
鹿児島市伊敷7-25-23
鹿児島市玉里町18-22
鹿児島市草牟田2-14-6
鹿児島市小野2-8-15
鹿児島市永吉2-15-13
鹿児島市明和1-26-7
鹿児島市原良5-2-12
鹿児島市西陵2-30-3
鹿児島市田上1-7-14
鹿児島市田上6-12-15
鹿児島市田上台3-11-31
鹿児島市広木2-68-14
鹿児島市向陽1-12-17
鹿児島市薬師2-17-22
鹿児島市鷹師1-2-22
鹿児島市武1-15-7
鹿児島市西田2-4-12
鹿児島市西田3-2-9
鹿児島市西田3-10-3
鹿児島市高麗町33-6
鹿児島市上之園町23-18
鹿児島市荒田1-19-9
鹿児島市荒田1-26-3-202
鹿児島市荒田1-32-3-1F
鹿児島市荒田1-49-9
鹿児島市上荒田町16-27
鹿児島市下荒田2-41-13
鹿児島市下荒田3-40-9
鹿児島市下荒田4-4-22
鹿児島市天保山町11-8

令和3年1月1日現在
電話番号

099-213-9611
099-229-2226
099-225-3323
099-222-7689
090-1927-4708
099-256-2802
090-3884-7897
099-258-4157
099-282-8867
080-1750-1590
099-255-1490
090-7151-8392
090-8390-6651
090-6290-8554
099-251-3789
モリタビル1Ｆ
099-258-6592
099-254-5383
松本ビル101
099-297-5707
メゾン・ﾄﾞ・マルヨシ203 099-285-0058
高橋ビル102
099-254-3130
099-252-3820
090-2017-1325
099-252-7037
099-253-5214
099-286-1099
中馬ﾋﾞﾙ102
099-203-0222
福永第1ﾋﾞﾙ203
080-1782-5191
099-254-1673
099-254-5848
099-250-6439
ファミール美都301
099-296-1108

清水鍼灸指圧治療院
吉田鍼灸治療院
鍼灸ウィンザー治療院
マッサージ・ハリ 青い空
本蔵鍼灸指圧療院
しみず鍼灸院レジリエンス
女性鍼灸マッサージ院
栗野鍼灸整骨院
鍼・灸・マッサージ内野物療院
出張専門
ミナト鍼灸院
田中鍼灸マッサージ療院
はりきゅうかっぱ院
ひぐち鍼灸院
東鍼灸院

清水 洋一
吉田 雅史
大田 光明
早田 豊
本藏 典三
清水 大樹
前川 敬子
栗野 兼一
内野 勝巳
牧原 敏治
竹下 貢嘉・川畑 勝俊
田中 勉
安藤 弘人
樋口 忠德
東 直樹
はりきゅうあんまマッサージ指圧オアシスヒーリングスタジオ 和田見 真作
大勝 孝雄 ・一松 亮 ・ 中村 真
二・
大勝鍼灸治療院プライマリィ
中村 みゆき ・佐々木 綾子 ・
寳尺 陽子 ・ 知念 義直
東栄鍼灸マッサージ治療院
八木 千恵子
丸田はりきゅう療院
丸田 廣美
やまぐち鍼灸治療院
山口 賢
出張専門
川畑 智浩
よしむら按摩鍼灸治療院
吉村 栄記
さんたの鍼灸院
大口 昭一
徳留鍼灸院
徳留 健
自由ヶ丘鍼灸院
神橋 安子
鍼灸マッサージしょうけん治療院
谷川 絹
下山治療院
下山 道治
さかまつ はり・きゅう治療院
坂松 潤一
出張専門
玉泉 誠
みちがみ鍼灸マッサージ院
道上 大輔
まき鍼灸整骨院
牧 康仁
幸福はり療院
幸福 隆士・幸福 透
漢葉鍼灸院
浜田 フヨ子
鹿児島鍼灸療院
雨面 亘能

8900063
8900063
8900063
8900063
8900063
8900063
8900063
8900065
8900066
8900067
8900067
8900068
8900073
8900073
8900073
8900081

鹿児島市鴨池1-2-24
鹿児島市鴨池1-11-21
キクマンション４E
鹿児島市鴨池1-39-12 101
鹿児島市鴨池1-40-5
鹿児島市鴨池1-59-30
鹿児島市鴨池1-56-16-1Ｆ
鹿児島市鴨池2-24-14
鹿児島市郡元3-6-22
鹿児島市真砂町33番5-1号
鹿児島市真砂本町20-10
グリーンハイツ301
鹿児島市真砂本町27-8
鹿児島市東郡元町9-27-302
鹿児島市宇宿3-45-21
鹿児島市宇宿5-30-1
鹿児島市宇宿8-18-3
鹿児島市唐湊4-7-8
新川温泉2階

099-251-6112
099-250-7290
090-9725-8170
099-251-3427
099-258-1189
099-250-8333
099-285-8969
099-255-4810
099-254-3709
090-2096-7430
099-802-3710
099-259-7860
090-5720-0540
099-265-7623
099-275-1889
099-821-8812

8900082 鹿児島市紫原3-39-8

099-812-1342

8900082
8900082
8900086
8900086
8910103
8910104
8910105
8910106
8910113
8910113
8910114
8910114
8910141
8910141
8910141
8910141
8910143

099-259-8999
099-252-3517
099-801-6613
080-1718-2971
099-265-5757
099-275-2764
099-260-6400
099-269-7338
099-267-8793
099-267-8185
099-269-1162
090-3191-8462
090-9585-8625
099-267-9441
099-267-1842
099-268-9101
099-267-8686

鹿児島市紫原4-14-4
第一梶原ハイツ201
鹿児島市紫原5-15-20
鹿児島市日之出町5-21
鹿児島市日之出町47-12
鹿児島市皇徳寺台2-14-1
鹿児島市山田町2945-2
鹿児島市中山町2038-1
鹿児島市自由ヶ丘2-16-12
鹿児島市東谷山1-10-12
鹿児島市東谷山2-38-5
鹿児島市小松原1-15-15
鹿児島市小松原2-12-1-201
鹿児島市谷山中央1-4216-2
鹿児島市谷山中央6-8-17
鹿児島市谷山中央6-28-3
鹿児島市谷山中央7-42-14-101
鹿児島市和田2-2-11-1

はり・きゅう三恵治療院
北村鍼灸療院 リベラリティ
瀬々串治療院
永野治療院
追立鍼灸マッサージ治療院
上之園治療院
泉 鍼灸マッサージ治療院
百雅楽はり・きゅう・マッサージ治療院
はり・きゅう・マッサージ 寿仙
吉田麓鍼灸治療院
児玉治療院
鍼灸院 Spica
井手あんま・マッサージ指圧治療院
松岡鍼灸治療院

畠中 秀起
北村 公貴・北村寛子
追立 哲二
永野 勝志
追立 義雄
上之薗 孝一
玉泉 誠
南 洋和
寳尺 陽子
松元 健一
児玉 貞雄
松永 桜子
井手 佳世
松岡 裕子

8910146
8910175
8910201
8910202
8910202
8910202
8910202
8910203
8911105
8911302
8911304
8911415
8911416
8920813

鍼灸マッサージ つぼぜん

上坪正哉・ 那須賢士郎・ 秋山洋美・
8920816 鹿児島市山下町9-13-1F
新川田咲希・ 高橋賢也

林鍼灸院
TRY鍼灸整骨院
右田鍼灸療院
Myshinkyu療院
はり・マッサージ・キング療院
ヒロミ鍼灸療院
フェリス鍼灸院
すいさいはり灸院
鹿児島療院
もぐさ鍼灸院
照国鍼灸
あさひ鍼灸院
吉野薬手堂鍼灸治療院
内田鍼灸院
吉村鍼灸治療院
有理はりきゅう室
まったり堂 マッサージ・はり・きゅう

林 豊光
牧原 賢人
右田 善信
川畑 麻衣
吉留 正人
伊藤 廣美
寺園 博規
川崎 史絵
瀬戸 淳子
永井 郁子
黒瀬 富義
有馬 智志
吉村 直哉
内田 英雄
吉村 章治
米澤 有理
那須 賢士郎

8920824
8920825
8920836
8920836
8920838
8920838
8920844
8920845
8920846
8920851
8920853
8920861
8920871
8920871
8920871
8920871
8920873

鹿児島市慈眼寺町28-17
鹿児島市桜ケ丘2-28-4
鹿児島市喜入瀬々串町3399
鹿児島市喜入中名町772-1
鹿児島市喜入中名町901-3
鹿児島市喜入中名町2675
鹿児島市喜入中名町3508-1
鹿児島市喜入町7059-4
鹿児島市郡山町2373-2
鹿児島市東佐多町2153
鹿児島市本名町1165-7
鹿児島市桜島藤野町1526
鹿児島市桜島武町618-1
鹿児島市城山2-27-5

099-801-8058
090-6776-0403
0993-47-0654
0993-45-2810
0993-45-1784
0993-45-0519
099-345-1164
099-345-1615
099-298-2875
099-295-2557
099-294-4216
070-2399-4804
099-293-4605
099-226-0795
099-248-9646

鹿児島市堀江町4-20
099-227-2010
鹿児島市大黒町1-3
ブラザー鹿児島ビル6F 090-8769-4293
鹿児島市錦江町2-53
099-223-3431
鹿児島市錦江町2-52
080-3904-4189
鹿児島市新屋敷町24-25
099-224-7008
鹿児島市新屋敷町31-22
099-225-0708
鹿児島市山之口町10-21-2F
099-224-9722
鹿児島市樋之口町8-23
BBビル1F
099-223-4363
鹿児島市加治屋町8-8
健友ビル1階
099-223-8686
鹿児島市上竜尾町48-11
099-248-8049
鹿児島市城山3-24-101
090-7154-3094
鹿児島市東坂元4-30-2
099-248-4325
鹿児島市吉野町2187-8
099-244-7642
鹿児島市吉野町2239-3
099-243-8011
鹿児島市吉野町2552-5
099-244-3587
鹿児島市吉野町3095-71
099-248-7688
鹿児島市下田町662-10
099-801-3640

