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77 宮原鍼灸院 宮原 法之 春日市 若葉台西4丁目131－1 501-2811

86 後藤はりきゅう整骨院 後藤 浩亮 春日市 昇町8丁目67 571-6694

98 古賀鍼灸院 古賀　孝行 春日市 昇町1-64 572-4331

102 そうり鍼灸院 秋元　由佳 春日市 惣利1丁目8-2 595-7325

115 まことはり灸院 渡辺　誠 春日市 松ヶ丘3-9 595-0972

116 まことはり灸院 渡辺　文子 春日市 松ヶ丘3-9 595-0972

120 蒼風鍼灸院 本村　秀士 春日市 下白水南6丁目127 572-2239

143 わかば鍼灸整骨院 金子　弘竜 春日市 若葉台東3-29 573-9200

148 春日東邦鍼灸院 阿比留　和生 春日市 上白水5-11　糸山ビル103 558-2689

149 むさし鍼灸整骨院春日 浅子　裕太郎 春日市 下白水南1丁目163 558-9671

150 宝町鍼灸院 古賀　友二 春日市 宝町3-11-1-107 573-6610

151 八亀はり・きゅう整骨院 八亀　宏明 春日市 上白水3丁目119 558-1058

167 むさし鍼灸整骨院惣利 一ノ瀬　絵夢 春日市 惣利2丁目7-1 589-8634

181 はりきゅう さかいの樹 春日南 岡田　康宏 春日市 春日10丁目51-1 070-1351-3640

186 草水堂 巣山　真一 春日市 春日公園7丁目1番 591-2715

205 春己ガイドサービス（株）春己鍼灸院栁川　春己 春日市 春日原東町4丁目63シャトレ春日103号 574-6656

216 鍼灸接骨院はまなす 酒井　敏夫 春日市 平田台4丁目89-1　ディ・エムハウス101 070-4097-3535

221 SMILE CARE 鍼灸整骨院 岩谷 紘大 春日市 上白水8-2-303 080-7983-0696

223 はりきゅう さかいの樹 春日南 松延 高司 春日市 春日10丁目51-1 070-1351-3640

224 TOMOS 鍼灸 行武 智子 春日市 千歳町3-1-105 080-6440-8575

225 福岡鍼灸治療マッサージ院 渡辺　文子 春日市 春日原東町1丁目21-1 092-591-7611

231 はなみずき整骨院 濵田　楓 春日市 昇町3-264 092-502-6205

27 八尋鍼灸院 八尋喜美子 太宰府市 朱雀6丁目10-5 922-7914

46 衛藤信愛鍼灸院 衛藤龍太郎 太宰府市 白川1-10 925-6474

56 松本鍼灸院 松本　守 太宰府市 五条1丁目13-61 924-8051

76 石坂治療院 今泉喜貴 太宰府市 石坂1丁目2-13 928-5684

122 鍼灸マッサージ　フレッシュルーム 岩﨑　永 太宰府市 朱雀6丁目4番17号 921-4481

126 かえ鍼灸院 藤原　加英 太宰府市 連歌屋2丁目16番20号 070-5414-4050

135 みどり鍼灸院 内野　美登里 太宰府市 石坂3丁目19-19 922-2693

193 晋の鍼灸院 坂井　のりこ 太宰府市 坂本2-1-1 555-5871

195 むさし鍼灸院　石坂 永嶋　夏海 太宰府市 石坂3丁目7-31 555-2585

197 リカバリー鍼灸院 多々良　友一 太宰府市 通古賀3丁目3-20　プルニア都府楼1F 922-8779

209 リカバリー鍼灸院 橋本　諭史 太宰府市 通古賀3丁目3-20プルニア都府楼1Ｆ 922-8779

212 はりきゅう整体院　プライド 山田　心介 太宰府市 五条2丁目2-1 408-7551

215 くまがい鍼灸治療院 熊谷　顕 太宰府市 朱雀2丁目26-26-105号室 408-3336

218 太宰府鍼灸治療院 大塚　章生 太宰府市 五条2-1-17　コート15　101 710-3969

41 牧山気功鍼灸院 牧山和義 大野城市 紫台14-10 596-5589

50 筑紫堂療院 万野正規 大野城市 南ヶ丘７丁目19-15 596-0983

60 酒井鍼灸院 酒井　厚 大野城市 白木原3丁目3-2 585-5454

89 曽根治療院 曽根 正之 大野城市 南ヶ丘6丁目51 595-7250

92 田村鍼灸治療院 田村潤次 大野城市 南ヶ丘4丁目7-5 596-7500

93 くわの鍼灸院 桑野芳彰 大野城市 東大利1丁目8番13号 915-1103

107 安東鍼灸院 安東　雅雄 大野城市 乙金東1丁目2－23 504-3373

113 奥はり灸マッサージ療院　南ヶ丘分院 奥　知矩 大野城市 南ヶ丘2丁目25-18 596-0008

138 上野はり灸整骨院 上野　圭 大野城市  下大利1丁目13-8下大利駅前ビル１階 585-0186

145 白木原鍼灸整骨院 江原　勝彦 大野城市 白木原1丁目4-3　ユニオンビル1F 589-3203

164 鍼灸roomきゅうあん 四元　智己 大野城市 御笠川4丁目11-14 エテルノ御笠川102 503-1320

170 心鍼灸院 田中　佑樹 大野城市 瑞穂町4-5-2 1階 586-9378

176 安東鍼灸院 日沼　二郎 大野城市 乙金東1丁目2－23 504-3373

179 室田鍼灸院 室田　晋 大野城市 乙金3丁目6-24 504-6945

201 たぐち鍼灸整骨院 森本　あかり 大野城市 下大利1-6-22　村上ビル1階 404-9555

206 大野城美ら鍼灸整骨院　南ヶ丘 濱田　史弥 大野城市 南ヶ丘2丁目24-15 589-1634

207 むさし鍼灸整骨院　川久保 小林　哲也 大野城市 中3-1-40 586-9634

219 たさきマッサージ治療院 田崎　修由 大野城市 南ヶ丘4丁目1-18　サウスウエスト101 090-7921-5365

229 ほうしゅやま鍼灸・整骨院 小倉　博義 大野城市 白木原1-7-5 092-591-0508
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4 有馬鍼灸整骨院  有馬 守彦有馬　秀一 筑紫野市 湯町3-3-17 922-5475

32 二日市はり灸整骨院 松下  信康 筑紫野市 二日市中央5-11-1 925-5168

95 田村鍼灸院 田村 正吾 筑紫野市 桜台2丁目11番5号 925-5086

100 元気鍼灸治療院 中村 利成 筑紫野市 湯町2丁目1番6号 921-9201

108 ホリスティックサロンたか鍼灸院 西野　貴弘 筑紫野市 二日市西4丁目6-33 925-4612

110 井筒鍼灸院 井筒　純男 筑紫野市 湯町1丁目7-35 923-2139

119 マッサージはり灸治療院ゆのま 岡田　勝利 筑紫野市 原田6丁目5-8-102 927-0808

128 大石鍼灸院 大石　哲也 筑紫野市 若江146-1 404-2022

134 美心治療院 髙倉  正弘 筑紫野市 紫2丁目1-4 924-3400

139 杏鍼灸整骨院 陣内　由彦 筑紫野市 二日市中央4-11-1-2F 929-0809

142 おひさま鍼灸院 宇田川　静香 筑紫野市 筑紫22-21 919-8989

152 荒木はりきゅう治療院 荒木　紀雄 筑紫野市 紫5-7-11 925-0561

157 リカバリー鍼灸院　二日市院 大春　あかね 筑紫野市 二日市中央2-6-13 928-3422

160 こころ鍼灸整骨院 松隈　禎 筑紫野市 むさしヶ丘3丁目17-10 922-1172

161 山﨑鍼灸院 山﨑　宗太郎 筑紫野市 二日市中央2丁目11-5 924-3562

163 湯まちはりきゅう整骨院 村田　望夢 筑紫野市 湯町2-4-6 928-8822

165 むさし鍼灸整骨院針摺 津嘉山　悌尋 筑紫野市 針摺西1-3-28 408-6341

173 とうの鍼灸整骨院 東野　広明 筑紫野市 原田7丁目4-20　Aパート21-101 555-9320

185 むさし鍼灸整骨院 今橋　鉄馬 筑紫野市 紫4丁目1-7 929-2216

188 くつろぎはり灸整骨院 島ノ江　友美 筑紫野市 二日市北2-2-1　イオン二日市2F 928-3113

203 藤崎鍼灸マッサージ治療院 藤崎 一夫 筑紫野市 中央4丁目15-8 090-8833-2091

208 Ｋｅｉｒｏｗ　筑紫野ステーション 佐々木　光德 筑紫野市 桜台2－21－8　エトウビル1号 408-4260

210 リカバリー鍼灸院　二日市院 佐田　直樹 筑紫野市 二日市中央2-6-13 928-3422

213 むさし鍼灸整骨院原田 知識 千秋 筑紫野市 原田7-2-7 408-6340

220 リカバリー鍼灸院　二日市院 幸島　悠喜 筑紫野市 二日市中央2-6-13 928-3422

226 くつろぎはり灸整骨院 黒木　優正 筑紫野市 立明寺434-1　イオンモール筑紫野3F 092-710-1200

227 くつろぎはり灸整骨院 山根　由紀 筑紫野市 立明寺434-1　イオンモール筑紫野3F 092-710-1200

228 くつろぎはり灸整骨院 宮里　亮丞 筑紫野市 二日市北2-2-1　イオン二日市2F 092-928-3113

71 木村鍼灸院 木村 浩三 那珂川市 片縄1丁目166の1 D-2 952-9571

72 内野鍼灸院 内野 裕司 那珂川市 片縄4丁目21 952-8790

109 おざき治療院 尾﨑　登志夫 那珂川市 大字山田1085-1 952-1840

137 なごみ鍼灸院 吉留  徹 那珂川市 今光4-71-1 954-2616

146 結城鍼灸院 結城　正範 那珂川市 松木2丁目179-1 408-6165

147 かわせみ鍼灸院 野村　康治 那珂川市 松木1丁目10番地　コーポ宮内1F 953-0995

162 上月はりきゅう整骨院 上月　亮平 那珂川市 松木1丁目140　ﾛｰｽﾞｺｰﾄ博多南A 952-0777

168 むさし鍼灸整骨院王塚台 坂本　晃一 那珂川市 王塚台1-16-1 951-0634

214 歩はりきゅう院 北原　安由実 那珂川市 片縄3丁目92　1F 287-4468

222 うらべ鍼灸整骨院 占部 真也 那珂川市 那珂川市中原4丁目81 092-952-7490

230 哲整骨院 荻野　哲也 那珂川市 五郎丸3-3-8 092-953-3495
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