地区別 はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術担当者名簿
本庁管内
指定№

5

開

平成29年11月1日現在
設

場

所

東八幡６丁目３組

施術担当者または代表者

電 話 番 号

名

小野 頼満

534-4264

14 上野丘西３番２０号

牧野 末喜

543-7640 牧野鍼灸院

23 西大道2丁目1番54号

山藤 陸紀

544-1394 山藤治療院

41 萩原１－１８－２２

立野 義則

551-0368 立野治療院

45 金池南２－１７－１５

堤 俊彦

544-3230

62 金池町４－８－４２

高木 克命

534-7310 髙木鍼灸院

71 三川下３－６－１２

宮崎 盛義

558-0962 宮崎鍼灸院

74 大石町１丁目３組の３

長峰 孝吉

544-4220

75 東津留１－７－２１

梅木 龍男

552-8235 (有)独立ケアーセンター

76 高城新町２番３１号

中島 幹夫

558-9020 中島はり灸療院

80 羽田２組１－Ｂ

今池 秀利

569-8555 今池鍼灸療院

84 中央町３－１－１１

小仲 二三男

532-4818 小仲鍼灸院

92 三川上４－４－１

三浦 道憲

551-5866

96 二又２組

橋本 守

545-4364

99 金池町５－８－１２

三浦 隆

532ｰ4626

102 南春日町11－35 学園ハイツ206号

本田 哲彦

545-7793 本田鍼灸院

109 椎迫４組の４

山口 隆一

545-8960 山口鍼灸院

110 高松東１－２－６

佐藤 弘

558-5562 佐藤鍼灸院

111 畑中８組の７

河野 敬三

545-6320 東洋堂中央鍼灸院

114 原新町１８－１

野上 和夫

551-8720 （有）松鶴堂

126 金池町4丁目9番21号 カルフール金池４０１ 浜崎 明徳

534-9228 浜崎治療院

129 下郡南４丁目２番４０号

大森 廣幸

567-9351 大森治療院

135 大手町３－２－２大手町法曹ビル３Ｆ

長野 康司

535-1525 長野鍼灸院

137 古ヶ鶴１－１２－２８

坂本 初廣

551-8294 坂本はり療院

138 顕徳町１－１１－１

宿利 正幸

537-4631 宿利一宝堂灸院

142 牧３－８－１７

山田 耕三

551-6816 山田鍼灸院

146 畑中10組 県営畑中住宅2Ａ2－102号

後藤 洋三

544-8850

147 新町1-13 アスティオン新町607

有安 勝男

538-1781 津留鍼灸院

149 永興三ヶ田町１６８－１アクアガーデン２Ｆ 仲野 健二

535-8044 香鍼館

150 日岡２－１－２０

556-6082

岩崎 信昭

－1－

称

地区別 はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術担当者名簿
本庁管内
指定№

開

平成29年11月1日現在
設

場

所

施術担当者または代表者

電 話 番 号

名

155 豊町２－６－４

河野 次宏

535-2238 河野鍼灸マッサージ

160 羽田１５組－２

安田 祥一郎

568-3757

165 田中町８組の１西

高橋 善一

543-9587 高橋はり、きゅう院

称

168 下郡北3丁目24－25 平和コーポ101号 野崎 日出木

567-6503 野崎鍼灸治療院

171 大道町3-1-10 コーポアイ5-105

古本 忠之

543-8864

175 南太平寺３組

五反田 隆

545-3885 五反田治療院 (あんまﾏｯｻｰジ指圧)

179 西新地２－３－７ 県営１Ａ－２－１０Ｌ

首藤 富士夫

556-1851 ﾌジ治療院 (あん摩ﾏｯｻｰジ指圧のみ)

192 萩原３－１９－２２

佐藤 浩子

556-2348 きさらぎ鍼灸院

195 舞鶴町２丁目２－２８

麻生 憲治

534-2515 あそう治療院

196 府内町１-6-39

長嶋 恵子

533-1414 (有)安達養生所 恵愛治療院 (予約制)

200 府内町2丁目6-17 アクアビル201

北林 達也

537-9271 玄珠堂

206 高城西町２４－９

帯刀 康大

556-7330 たてわき鍼灸整骨院

212 津守２組の３

武津 美奈子

569-3519 鍼灸ゆうあん

220 六坊南町２番２３号

首藤 彰典

544-2866 首藤ＡＳ鍼灸院

226 松原町1丁目１番１号

村谷 晋

552-0125 城東鍼灸整骨院

232 羽田194-3コミュニティ羽田7番館201

柴田 清寿

504-7321 ブルーポイント鍼灸整骨院

233 府内町2丁目1番22号 マキカワビル302号 首藤 啓

594-0088 首藤啓鍼灸治療院

234 豊町2丁目3番3号

塩手 康孝

532-1208 大分すみよし整骨院

235 千代町1丁目6番１

杉若 晃紀

236 萩原４丁目４番３０号

衞藤 悦子

535-0201 所（大分鍼灸院）
552-8816 さわやか治療院

237 小池原３５４－５

牧

558-5315 はりきゅう花の香

244 浜の市１丁目３番２４号

田代 勝久

538-5752 田代治療院

245 金池町2丁目7-3 金池マンション２０５

後藤 明

537-5505 ごとう治療院

251 小池原１１６７－１

成田 響太

553-1818 真央クリニック附属鍼灸室（予約制）

結花

大分医学技術専門学校鍼灸師科附属施術

256 中津留2丁目1番12号 玉田ビル１０２号 東 友也

552-4210 あづま鍼灸接骨院

258 千歳１－３ パルテール桃園１－２０４

大津 茂雄

594-1188 マッサージハウス大分

259 花園１６組の３ アーバン三重野１０２

清水 眞一郎

544-3922 あんま・マッサージ 眞（まこと）

260 東大道３－８－２９ 後藤ビル１０２

船越 一岳

547-7600 はり・きゅう整骨院 鈴の音

262 府内町１－３－３馬場第２ビル1階

馬場 千登世

547-7450 やわらぎ治療院

264 大道町3丁目3番61号 大道ハイツ101

渡邉 信夫

543-0203 大道町はり灸院

269 大手町2-1-15織部内科クリニック2階

植松 亮平

536-1610 オリーブ鍼灸院

－2－

地区別 はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術担当者名簿
本庁管内
施術担当者または代表者

電 話 番 号

275 南春日町２番１７号

渡邉 仁美

080-3377－9646

280 都町１－３－１５ 藤コーポ２０１

森岡 信次

576-7840 ひまわりマッサージ

281 顕徳町1丁目８－５

衛藤 良憲

532-5453 いやしの里 やすらぎ

282 小池原１６６２－１

宮内 智子

284 下郡工業団地3475－1下郡温泉２F

八田 裕子

指定№

開

平成29年11月1日現在
設

場

所

080-5250－7381

名
春日鍼灸院

漢方治療院 明野分院

569-7655 鍼灸 あんのん

285 中島東１丁目３番５号シャガール中島１０２ 船越 一岳

578-6770 はり・きゅう整骨院 ひなた

291 王子山の手町13-3

三瓶 治昭

547-9427 ふるさと治療院

293 賀来１２６９番地１

瀧上 秀樹

574-5942 みんなの鍼灸整骨院

294 南生石西４組

吉野 富子

532-5927 吉野鍼灸院

295 萩原１丁目７番４２号

神田 祉緒

552-8448 はないろ鍼灸院

300 大分4705

桐生 雄輔

544-7010 大分元町鍼灸院

301 萩原２丁目２番３７号 鶴羽ビル１０３

皆見 雅代

554-2217 もり澤接骨院

305

河内 輝美

513-4189 真名井鍼灸研究所

城崎町2丁目2番12号 P&Cﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ103

306 中央町1丁目4番22号 サクラヤビル605 北林 麻紀

称

576-9325 さくら治療院

308 金池南2-7-25 金池マンションA501

筌口 大輔

309 片島中７組８４０－１０

中島 英利

578-7304 鍼灸 音色治療院

310 生石2-2-20 西大分駅前ビル202

梶原 進一

533-2378 ＬＡＢ,進鍼堂治療院(はりのみ)

311 中津留1－1－18

伊藤 匠平

578-9292 ぶんご鍼灸院 津留本院

314 上野町10－10 吉良ビル２０２

松下 やえこ

315 羽屋538-1

山村 知久

545-8260 ピュア整骨院

316 賀来南2-3-1

築城 憲大

511－0230 はりきゅう院 真侑堂

317 大手町3-8-6 第一皐月ﾏﾝｼｮﾝ102

平倉 明

532-6999 平倉治療院

318 竹の上3組

溝辺 剛志

090-5481-4878

はりきゅう治療院 東西メディカル

319 古国府607-2

古川 琢登

080-0300-1504

くるめ鍼灸院 大分花園院

320 北下郡11組1-A ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ六本松102

佐藤

雅彦

097-567-1145

ルートはり・きゅう院

322 羽田7-1

首藤 文教

097-567-7112

首藤鍼灸院

329 府内町1-6-10 第2吉良ビル303

安部 里津佳

080-1787-0303

natural-healing のあ

330 花高松1-1-1

佐々木 健人

535-7373

－3－

090-3530-8468

090-2505-4312

大分はりきゅうUKE

はりきゅうNICO

ぶんご鍼灸院 花高松院

