
施術所（柔道整復）一覧 令和元年１０月１日時点

施設正式名称 開設者氏名 開設の場所 電話番号 業種

あいおわ治療院 小谷　正和 京都市北区西賀茂大栗町11パレス西賀茂1階 494-2310 柔道整復
安土・上嶋整骨院 上嶋　淳史 京都市北区紫竹西北町43-1 495-6055 柔道整復
アラカワ接骨院 荒川　孝至 京都市北区紫野西泉堂町2泉堂ﾏﾝｼｮﾝ106号 493-1755 柔道整復
安藤鍼灸整骨院 安藤　昌範 京都市北区紫野十二坊町３６－５ 200-5377 柔道整復
いとい鍼灸整骨院 糸井　宗弘 京都市北区大宮東小野堀町１エスカローナ玉田１１２号 493-3285 柔道整復
うしわか整骨院 株式会社ﾌﾟﾗﾑｳｯｽﾞ 京都市北区紫竹牛若町51-1 495-0311 柔道整復
梅田療院 梅田真佐夫 京都市北区紫野東藤ノ森町２の１０ 441-9687 柔道整復
大北山接骨院 山根　暁子 京都市北区大北山原谷乾町131-1 465-3941 柔道整復
大路鍼灸整骨院 船越　大路 京都市北区小山東大野町76 075-441-8868 柔道整復
大角接骨院 大角　康之 京都市北区大将軍東鷹司町１１７－３ 464-4000 柔道整復
大西接骨院 大西　裕二 京都市北区上賀茂岡本口町６１－１ 723-6799 柔道整復
岡本接骨院 岡本　和幸 京都市北区大宮田尻町81-3 492-8949 柔道整復
興山接骨院 興山　郁夫 京都市北区紫竹上園生町９－３ 493-6262 柔道整復
小田接骨院 小田　雄三 京都市北区衣笠街道町３１の１６ 463-4660 柔道整復
かずまさ整骨院 田中　一成 京都市北区紫野泉堂町28番地レジデンス淺墅１Ｆ 366-6999 柔道整復
かなたに鍼灸整骨院 金谷　亮 京都市北区上賀茂藤ノ木町25 711-5557 柔道整復
上賀茂整骨施術院 有限会社Ｍ・Ｅヒーリング 京都市北区上賀茂向縄手町62-1 705-2955 柔道整復
河村整骨治療所 河村　康之 京都市北区紫竹下緑町２２－８サトミビル２Ｆ 495-3350 柔道整復
きずな整骨院 奥田　真人 京都市北区小山上総町１１－１フェニックス２１ビル３Ｆ 431-8110 柔道整復
きたおか整骨院 北岡　佳子 京都市北区上賀茂西上之段町１９番地１６ 090-9054-4237 柔道整復
北山しばた接骨院 柴田　亮平 京都市北区紫竹下ノ岸町３６ 495-7033 柔道整復
木挽接骨院 木挽　幸夫 京都市北区紫野東舟岡町１４ 柔道整復
キムラ接骨院 木村　聰志 京都市北区紫野門前町31-6ヴイラ東海１６号館 493-9122 柔道整復
ぐっさん整骨院 原口　智宏 京都市北区小山下花ノ木町36 075-366-6275 柔道整復
くぼ接骨院 久保　輝洋 京都市北区紫竹西野山町48-2レヴィア北山101 075-491-9080 柔道整復
栗田ハル鍼灸整骨院 栗田　祥吾 京都市北区小山西大野町80 431-1051 柔道整復
クローバー鍼灸整骨院 田中　孝和 京都市北区紫竹高縄町１１－４ 492-2547 柔道整復
小西整骨院 小西　茂一 京都市北区小山下内河原町50-2 495-3123 柔道整復
小林接骨院 小林　昭彦 京都市北区衣笠高橋町４０番地衣笠グリーンハイツ１０６ 464-6530 柔道整復
こもれび治療院 吉川　章一 京都市北区紫野門前町73 493-3788 柔道整復
ごりら接骨整骨院 小林　千洋 京都市北区西賀茂水垣町３０番地１　ジャルディーノ水垣１F 075-406-0094 柔道整復
さい鍼灸整骨院 崔　鶴雲 京都市北区紫野西蓮台野町72-3 201-1668 柔道整復
さまた整骨院 佐俣　良明 京都市北区出雲路松ノ下町３２－１ 090-1907-7112 柔道整復
柴田接骨院 柴田　宗宣 京都市北区小山花ノ木町54-44 493-6771 柔道整復
清水接骨院 清水　武史 京都市北区等持院南町５８－４４ 463-2130 柔道整復
しゅん太鍼灸整骨院 小林　俊太 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊町255 231-4364 柔道整復
白川接骨院 株式会社　白川 京都市北区衣笠高橋町14 461-1778 柔道整復
新おおみや鍼灸整骨院 山根　康史 京都市北区紫竹西桃ノ本町49 493-8315 柔道整復
ずいせん寺の内整骨院 有限会社Ｃ．Ｓ．Ｓ 京都市北区紫野中柏野町１２－１５ 467-4554 柔道整復
千北佛大前鍼灸整骨院 横関　誠 京都市北区紫野上神輿町30-3ﾐﾙﾉｰﾙ１F 201-5037 柔道整復
髙嶋ほねつぎ 髙嶋　正行 京都市北区紫竹東栗栖町２０の８ 柔道整復
田中接骨院 田中　賢次 京都市北区紫野西御所田町３４番地１ 493-7007 柔道整復
タナベ接骨院 田鍋　雅裕 京都市北区大宮南椿原町21-1 354-6292 柔道整復
田野接骨院 田野 秀一 京都市北区西賀茂柿ﾉ木町３カーサコモド１Ｆ 495-8788 柔道整復
丹久接骨鍼灸院 丹久株式会社 京都市北区紫竹東桃ノ本町14-7ｳﾞｨﾗﾌﾙｰﾌ北山101 495-2511 柔道整復
長春堂整骨院 ピーススター株式会社 京都市北区紫野宮東町1番地１８ 414-1677 柔道整復
長生堂にしみね整骨院 西峯　亨 京都市北区大宮東脇台町１０メゾン北山パークサイド１Ｆ 492-8660 柔道整復
つち川鍼灸整骨院 槌田　勇毅 京都市北区紫竹西高縄町98-1 075-491-9008 柔道整復
とだ整骨院 戸田　茂樹 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町98-2戸田ビル1F 744-1507 柔道整復
とつか鍼灸整骨院 十塚　泰孝 京都市北区紫竹西南町４８ 493-3177 柔道整復
ながた接骨院 長田　充正 京都市北区鷹峯藤林町6‐419 432-8177 柔道整復
ながと鍼灸整骨院 勝本　長人 京都市北区紫野下門前町62ﾊﾟｰﾙ新大宮101 200-2269 柔道整復
中村接骨院 中村　一正 京都市北区紫野東藤ノ森町１４ 431-0783 柔道整復
にしがも整骨院 中村　公彦 京都市北区大宮北椿原町３０－２ 495-8080 柔道整復
にしこう上賀茂整骨院 西村　幸二 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町１４－２ 050-7120-7155 柔道整復
白梅町鍼灸接骨院 北浦　雄大 京都市北区下白梅町28-3 406-7420 柔道整復
はじり整骨院 羽尻　壮平 京都市北区北野白梅町２６シャトーフロントナック１階 075-432-7000 柔道整復
平野神社前接骨院 鎌田　功 京都市北区平野八丁柳町６８－１サニーハイム金閣寺Ｂ１Ｆ 463-7886 柔道整復
廣田鍼灸整骨院・北大路 口田　裕之 京都市北区紫野雲林院町47-1 411-8872 柔道整復
ふくしま鍼灸整骨院 福島　貞行 京都市北区紫野下御輿町４－２ 451-0599 柔道整復
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藤本鍼灸整骨院 藤本　琢磨 京都市北区大宮南田尻町５３－２大央ビルⅡ 495-7061 柔道整復
ほりきた整骨院 梅本　孝雄 京都市北区紫野上御所田町54 075-286-7511 柔道整復
ますだ接骨院 増田　貴弘 京都市北区小山初音町７ハイツ小町１０１ 495-2028 柔道整復
まつい整骨院 松井　敏行 京都市北区紫竹西南町７６ 495-6135 柔道整復
まつおか接骨院 松岡　政三 京都市北区大将軍東鷹司町126番地 406-0610 柔道整復
みそのばし整骨院 株式会社スマイル 京都市北区大宮北椿原町42 075-495-9030 柔道整復
見原接骨院 見原　誠 京都市北区大宮上ノ岸町３４ 493-1414 柔道整復
みほ鍼灸整骨院 三保　雅弘 京都市北区大将軍西鷹司町12-8 464-7232 柔道整復
ミヤコ東洋鍼灸院・整骨院 岩本　伸治 京都市北区西賀茂柿ノ木町5番地2 075-406-1177 柔道整復
むらさき整骨院 川久保　裕介 京都市北区紫野西御所田町２２ 493-6226 柔道整復
森鍼灸整骨院 森　洋人 京都市北区北野下白梅町47 432-7079 柔道整復
モリジ接骨院 森治　毅一 京都市北区等持院南町75 461-3875 柔道整復
もりの整骨院 森野兼株式会社 京都市北区平野上八丁柳町４７－６ 461-3928 柔道整復
安原鍼灸接骨院 安原　秀典 京都市北区紫野上柏野町４４ 467-4892 柔道整復
やまもと整骨院 山本　康平 京都市北区紫竹上高才町14-2 柔道整復
らいおん接骨整骨院 小林　千洋 京都市北区平野八丁柳町７０－１ 366-8900 柔道整復
わかば整骨院 雨堤　泰道 京都市北区紫野南舟岡町15-2CLASKA西陣1-E 075-411-8510 柔道整復
和田接骨院 和田　守展 京都市北区紫竹桃ノ本町５９ 491-8175 柔道整復
和田接骨院 和田　篤紘 京都市北区大宮開町8-3 493-1370 柔道整復
わら天神鍼灸整骨院 株式会社　ファミーユ 京都市北区衣笠天神森町38-1 463-1601 柔道整復
アクア鍼灸整骨院 榊田　晃大 京都市上京区千本通元誓願寺下る松屋町399 075-406-5900 柔道整復
あゆみ整骨院 石束　茂雄 京都市上京区千本中立売上る西入西中筋町１９ 462-8723 柔道整復
池田鍼灸接骨院 池田　正史 京都市上京区上御霊鳥居前町通鞍馬口下ル東入上御霊竪町４４７－１２ 222-0200 柔道整復
一心整骨院 森田　𠮷一 京都市上京区今出川通寺町西入大原口町216番地グランコスモ御所東101 075-231-9655 柔道整復
いでの鍼灸接骨院 出野　雅昭 京都市上京区中立売通千本東入加賀屋町409ﾒﾛｰﾍﾟｳｴｽﾄ１F 411-8909 柔道整復
いないし整骨院 稲石　剛 京都市上京区寺町通今出川下ﾙ米屋町288 223-1714 柔道整復
いぬい御門整骨院 辻　慎吾 京都市上京区観三橘町584　2F 748-0408 柔道整復
今出川マル鍼灸整骨院 岩丸　睦哉 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２８７アークリード堀川今出川１０５号 414-1715 柔道整復
今出川平川接骨院 ＥＮＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市上京区南兼康町３４０－２－２ 406-0039 柔道整復
うえむら整骨院 植村　真吾 京都市上京区今出川通七本松西入二丁目東今小路町744-23 464-7333 柔道整復
うめざわ整骨院 梅澤　周司 京都市上京区千本通上長者町下る革堂前之町106番地の3 411-2088 柔道整復
かおり鍼灸接骨院 山田　遼平 京都市上京区加賀屋町409 075-406-7678 柔道整復
かご鍼灸接骨院 加後　安之 京都市上京区中立売通七本松東入三軒町72 466-4904 柔道整復
かしま接骨院 加島　康裕 京都市上京区今小路通七本松西入上ル東今小路町744-47 464-3335 柔道整復
片岡鍼灸接骨院 片岡　司沙 京都市上京区下立売通七本松西入西東町392－1 822-1959 柔道整復
かつらぎ接骨院 葛城　健司 京都市上京区今出川大宮東入元伊佐町275 441-6882 柔道整復
かもがわ整骨院 奥田　剛 京都市上京区河原町丸太町上る出水町２６３ 075-748-1333 柔道整復
北野８８５整骨院 木下　文雄 京都市上京区馬喰町885　　北野885　306号室 075-432-7780 柔道整復
京都中央整骨院 株式会社　京都中央メディカル 京都市上京区西北小路町223メサヴェルデ今出川101号室 756-4386 柔道整復
きりん接骨整骨院 小林　千洋 京都市上京区西北小路町238今出川レジデンスF1 075-414-6664 柔道整復
くぼ整骨院 久保　公人 京都市上京区新椹木町通丸太町下ル東土御門町343－2 708-8686 柔道整復
くまなか鍼灸院・接骨院 熊中　基弘 京都市上京区聚楽町863-19 801-9041 柔道整復
熊本接骨院 熊本　喜久雄 京都市上京区智恵光院通中立売上ル新白水丸町４６２－４ 451-1483 柔道整復
くやま整骨院 久山　巧 京都市上京区上立売通室町西入上立売町１６ 432-3833 柔道整復
くらまぐち鍼灸整骨院 合同会社ウィロウ 京都市上京区上御霊中町457ヤマモトビル1階 075-432-5577 柔道整復
黒杉整骨院 黒杉　高之 京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町168 441-0823 柔道整復
ＫＭＧ整骨院 今井　辰典 京都市上京区大宮通寺ノ内下る花開院町132 441-0980 柔道整復
乾隆校前整骨院 筒井　大輔 京都市上京区千本通寺ノ内上る西五辻北町437 465-0014 柔道整復
児玉接骨院 児玉　正己 京都市上京区上長者町小川東入有春町１７９ 431-6470 柔道整復
こまい整骨院 駒井　寛一 京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入今出川町457-3 417-6688 柔道整復
－さいとう整骨院－ 齊藤　伸司 京都市上京区橋之上町369－1　　１F 467-3008 柔道整復
さかじ整骨院 坂地　伊左臣 京都市上京区千本通一条上る泰童片原町664-7 441-3335 柔道整復
坂本整骨院 坂本　博 京都市上京区千本通上長者町上る百万遍町82 432-1472 柔道整復
相良整骨院 相良　遼太 京都市上京区上京区千本通二条下る東入主税町1060番地 075-203-6026 柔道整復
桜整骨・鍼灸院黒門店 北斗メディカルコンストラクツ株式会社 京都市上京区北小大門町５４５ 406-0945 柔道整復
柔道整復　創健堂 有限会社マトリックス 京都市上京区千本通寺之内下ル西五辻北町457番地１階 462-5780 柔道整復
白岩接骨院 白岩　利典 京都市上京区丸太町通日暮西入上ル西院町７４６－５ 802-2488 柔道整復
せんなか西村鍼灸接骨院 西村　太詞 京都市上京区中立売通千本西入亀屋町692-1 465-9190 柔道整復
そうや鍼灸整骨院 中西　惣也 京都市上京区元新在家町166-3 075-748-0466 柔道整復
多田治療院 多田　和生 京都市上京区河原町今出川下る栄町373　栄町ビル1F 213-2524 柔道整復
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橘接骨院 橘　啓史 京都市上京区小川通丸太町上ル 231-3455 柔道整復
谷口接骨院 谷口　正幸 京都市上京区上長者町浄福寺西入新柳馬場頭町５２２－５ 414-3800 柔道整復
谷山接骨院 谷山　和浩 京都市上京区千本芦山寺東入ル木瓜原町８１ 451-4664 柔道整復
寺町鍼灸整骨院 諸橋　聡 京都市上京区寺町今出川上る十念寺前町４４－１ 211-2794 柔道整復
長井接骨院 長井　隆尚 京都市上京区下立売七本松東入長門町４３５－５５ 822-1637 柔道整復
中立売鍼灸整骨院 株）フジヘルシーコネクション 京都市上京区中立売通松屋町東入新元町224－1 417-1760 柔道整復
なかね鍼灸整骨院 中根　康之 京都市上京区七本松通下長者町上る三番町２５７番地５ 463-8910 柔道整復
西陣おかもと整骨院 岡本展幸 京都市上京区中立売通堀川東入東橋詰町７１ 411-8698 柔道整復
西陣接骨院 小林　忠司 京都市上京区中立売通七本松東入ル三軒町６５ 462-1696 柔道整復
のり鍼灸整骨院 オフィス花恵来合同会社 京都市上京区一条通御前東入西町25番地8 075-466-0167 柔道整復
波多野整骨院 波多野　百代 京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町179 075-462-1866 柔道整復
はんなり整骨院 株式会社けんこう畑 京都市上京区今出川通寺町東入一真町６５－５ 222-1023 柔道整復
ひなた接骨院 藤田　健太 京都市上京区大黒屋町３０ 075-451-2828 柔道整復
ひらの整骨治療院 平野　佑 京都市上京区大心院町1-1コスモハイツ上御霊101号室 414-6665 柔道整復
ひろ鍼灸整骨院 平野　宏幸 京都市上京区幸神町292ﾒｿﾞﾝﾌﾛｰﾚﾝｽ1F 241-4681 柔道整復
フィンチ接骨院 株式会社　M&company 京都市上京区主税町1188－2ルミエール丸太町1階 075-802-0007 柔道整復
へいあん鍼灸整骨院 株式会社　シャンティ 京都市上京区中猪熊町312-2 366-6410 柔道整復
ほりかわ接骨院 前田　俊治 京都市上京区下立売通猪熊西入橋西2町目628 812-1591 柔道整復
堀川らくてぃぶ整骨院 嶋作　静子 京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町６１４グランドパレス堀川パートⅡ１Ｆ 366-8366 柔道整復
ますだ鍼灸整骨院 株式会社　アキシャス 京都市上京区今出川大宮西入元北小路町171　アティ今出川１F 441-0501 柔道整復
ますだ接骨院 増田　聰一郎 京都市上京区寺町通今出川上る２丁目西入ル毘沙門町４５９の１１ 柔道整復
まつおか鍼灸接骨院 松岡　吉世 京都市上京区紙屋川町1038-27ｻﾝﾗｲｽﾞ北野1Ｆ 464-7171 柔道整復
まつおか整骨院 松岡　亨 京都市上京区東町４０ 075-462-2711 柔道整復
松本接骨院 沈　榮吉 京都市上京区猪熊通出水下ル荒神町428 801-4548 柔道整復
まるたまち鍼灸接骨院 髙木　幸江 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1173-3 811-9960 柔道整復
丸太町Ｇｅｎｋｉ鍼灸整骨院 株式会社　ＧＥＮＫＩ 京都市上京区丸太町通堀川西入西丸太町１７１　中西ビル１Ｆ 802-2117 柔道整復
みずき鍼灸整骨院 市原　瑞穂 京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町３９３－６ 415-8437 柔道整復
三宅整骨院 三宅　哲也 京都市上京区七本松通今出川下る毘沙門町486ジョイナス三宅Ⅱ１F 462-3708 柔道整復
みやこ鍼灸整骨院 宮本　和輝 京都市上京区一色町27メガロコープ西陣1-1 075-432-3311 柔道整復
もり鍼灸整骨院　今出川ﾏｯｻｰｼﾞ治療院 森　茂也 京都市上京区今出川通六軒町西入る西上善寺町198-1 465-3302 柔道整復
もりかわ接骨院 森川　孝則 京都市上京区大宮通上立売樋之口町265西陣パークハイツ1F 431-8810 柔道整復
山﨑接骨院 山﨑　立実 京都市上京区烏丸通寺之内西入上ル相国寺西門前町647 075-441-1968 柔道整復
山本整骨院 山本　康之 京都市上京区東堀川通丸太町上る六町目214番地 241-0205 柔道整復
よねだ整骨院 米田　大輔 京都市上京区中立売通千本西入四番町123番地5ハウスセゾン朱雀大路1階 075-354-6705 柔道整復
和診堂鍼灸整骨院 拵井　将裕 京都市上京区丸太町通堀川西入る西丸太町191　ｱﾙﾃﾊｲﾑ二条城 075-366-3033 柔道整復
あおい鍼灸・整骨院 有限会社　ﾌｪﾘｰﾁｪ 京都市左京区下鴨東本町８エムズミニヨン下鴨 722-7088 柔道整復
あさい接骨院 浅井　智広 京都市左京区一乗寺野田町１８－２ 703-2088 柔道整復
あさひ接骨院 有限会社あさひ 京都市左京区田中大堰町186 703-1144 柔道整復
あち接骨院 楠　淳史 京都市左京区下鴨高木町24-2 781-3939 柔道整復
ALO整骨院 三隅　秀樹 京都市左京区田中下柳町20-6出町柳ビルⅡ 722-1717 柔道整復
ＥＲＰ下鴨南治療院　接骨・鍼灸 学校法人森ノ宮医療学園 京都市左京区田中下柳町３８－１ジョリーメゾン１階 748-1144 柔道整復
飯田接骨院 飯田　英樹 京都市左京区高野清水町４２－３ 724-5454 柔道整復
いしかわ接骨院 石川　貴英 京都市左京区高野玉岡町５７－１ 781-3535 柔道整復
いそしま鍼灸整骨院 磯島　佳史 京都市左京区田中里ノ前町22ExcellentYAGI　1F 722-5099 柔道整復
宇野鍼灸接骨院 宇野　昭夫 京都市左京区高野蓼原町63 781-3896 柔道整復
梅接骨院 梅村　宏樹 京都市左京区下鴨本町２７番地 723-6811 柔道整復
江上整骨院 江上　統一郎 京都市左京区高野玉岡町1-116 723-2320 柔道整復
おおむら整骨院 大村　佳子 京都市左京区下鴨貴船町99-18 702-9530 柔道整復
岡島接骨院 岡島　順 京都市左京区松ヶ崎久土町1-26 746-3774 柔道整復
小田接骨院 小田　隆雄 京都市左京区下鴨北芝町２１－２ 723-6666 柔道整復
神山接骨院 神山　義弘 京都市左京区高野竹屋町４８－１ 723-2626 柔道整復
からだバランス整骨院 冨永　雄大 京都市左京区田中西大久保町14ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ島田Ⅱ 708-8883 柔道整復
河合接骨院 河合　勝元 京都市左京区吉田近衛町２６ 771-8630 柔道整復
きしもと接骨院 岸本　隆幸 京都市左京区岩倉忠在地町２６５－６ 724-5333 柔道整復
きたがわ整骨院 北川　和典 京都市左京区岩倉下在地町４７－２ウインド岩倉１０３ 711-2977 柔道整復
北白川みかげ通り整骨院 株式会社Ａ・Ｒ・Ａ 京都市左京区北白川西蔦町29パン・クリニックス北白川１Ｆ 701-1230 柔道整復
北山整骨院 寺本　純二 京都市左京区山端川原町２－３ 712-3986 柔道整復
木下接骨院 木下かおり 京都市左京区岩倉長谷町244CasadelArte304号室 090-7752-6812 柔道整復
きぼう鍼灸整骨院 濵本　修司 京都市左京区一乗寺里ノ前町32-4ヴェール一乗寺1階東店舗 712-5184 柔道整復
ＫＹＯＴＯ保健鍼灸整骨院 株式会社ＫＹＯＴＯ保健鍼灸整骨院 京都市左京区岡崎徳成町２８－２２聖護院ビル２階 708-2273 柔道整復
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施術所（柔道整復）一覧 令和元年１０月１日時点

施設正式名称 開設者氏名 開設の場所 電話番号 業種

「空」よしとめ鍼灸整骨院 吉留　巳雅 京都市左京区山端大城田町27-8アーキテラスイマイ103 090-8653-3101 柔道整復
日下鍼灸接骨院 日下　恵美子 京都市左京区下鴨本町３－１６ 712-3378 柔道整復
栗原接骨療院 栗原　壽雄 京都市左京区丸太町通り川端東入ル東丸太町４３の７ 771-5090 柔道整復
こにし整骨院 小西　健介 京都市左京区一乗寺宮ノ東町１７詩仙ハイム1階 712-8838 柔道整復
こばやし鍼灸接骨整骨院 小林　千洋 京都市左京区田中上古川町８－４－２ 712-8118 柔道整復
小山接骨院 小山　松壽 京都市左京区浄土寺下馬場町１８ 751-0196 柔道整復
コロコロ鍼灸整骨院 株式会社　Life style コロコロ 京都市左京区高野西開町５４ 075-741-6217 柔道整復
財団法人京都パストゥール研究所　附属接骨院 （財）京都ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ研究所 京都市左京区田中門前町１０３－５ 712-6009 柔道整復
桜整骨院・鍼灸院 北斗メディカルコンストラクツ株式会社 京都市左京区岩倉東五田町11-1 708-7674 柔道整復
清水整骨院 清水　直生 京都市左京区一乗寺宮ノ東町５１－１０ 721-8878 柔道整復
下鴨岩田整骨院 岩田　浩和 京都市左京区下鴨高木町４６－１じょい下鴨 702-3586 柔道整復
聖護院接骨鍼灸院 木下　浩明 京都市左京区聖護院山王町２１－２　CASA聖護院１階 771-1717 柔道整復
除門接骨院 除門悟 京都市左京区下鴨西本町56-2 706-5500 柔道整復
鍼灸整骨処　よろこびや 内海　智彦 京都市左京区岩倉忠在地町8-7 741-8755 柔道整復
ずいせん整骨院 有限会社　Ｃ.Ｓ.Ｓ 京都市左京区吉田牛の宮町２５－１ 751-0531 柔道整復
たかぎ整骨院 髙木　幹夫 京都市左京区浄土寺西田町１ 771-7825 柔道整復
たかはし鍼灸接骨院 髙橋　迪大 京都市左京区田中下柳町1-5日の出ビル1階 746-4256 柔道整復
髙橋接骨院 髙橋　秀郎 京都市左京区東竹屋町通川端東入ル東竹屋町６２－４ 柔道整復
たく鍼灸整骨院 李　拓哉 京都市左京区下鴨本町26-3 708-5039 柔道整復
田島整骨院 田島かね 京都市左京区高野泉町１１－１０７ 791-4678 柔道整復
たなか整骨院 田中　俊介 京都市左京区一乗寺里ノ西町95番地中号 741-6233 柔道整復
茶山　たけうち鍼灸整骨院 竹内　兼太郎 京都市左京区一乗寺西水干町32-1センチュリーハイツ　コスモ103 075-708-6379 柔道整復
長生堂南田接骨院 南田　勝之 京都市左京区田中東春菜町２０－１ヴェルディハイツ 722-4114 柔道整復
ちよ鍼灸接骨院 下林　桂 京都市左京区高野竹屋町５０番地１パレス洛北１１３号 722-4569 柔道整復
出町柳鍼灸整骨院 株式会社　フォスター 京都市左京区田中下柳町４０ノーベルテラス稔 708-8857 柔道整復
てらい整骨院 寺井　忠 京都市左京区浄土寺馬場町4ハイツ銀閣苑１F 744-1137 柔道整復
てん整骨院 橋部　天平 京都市左京区正往寺町４６２－２インペリアル岡崎１０５ 746-3325 柔道整復
東方鍼灸指圧整骨院 林　重秀 京都市左京区田中西大久保町２１－２ 703-3333 柔道整復
ときわ整骨院 常盤　信也 京都市左京区山端壱町田町7番地1京福修学院第２マンション 712-4938 柔道整復
なかはま鍼灸整骨院 中濱　秀次郎 京都市左京区岩倉幡枝町1216-1 711-7123 柔道整復
中村整骨院 中村　公彦 京都市左京区岩倉三宅町7グランディール北嶺１Ｆ 075-721-4976 柔道整復
ナビックス整骨院 下林　次郎 京都市左京区一乗寺谷田町１ヴィベール北白川101 724-8028 柔道整復
西崎接骨院 西崎　武雄 京都市左京区岩倉花園町２４７ 723-0828 柔道整復
のむら接骨院 野村　益弘 京都市左京区下鴨泉川町５０ 708-2355 柔道整復
HIGHERWING整骨院 石田　靖博 京都市左京区山端壱町田町８－５１ 204-9428 柔道整復
はお接骨院 羽尾　義明 京都市左京区山端川端町18-9 741-8480 柔道整復
はじ整骨鍼灸治療院 太田　肇 京都市左京区田中西大久保町32-14 090-9057-7655 柔道整復
ひおき接骨院 株式会社HIKI 京都市左京区上高野下荒蒔町6-1ガルソニエラ宝ヶ池１F 711-1055 柔道整復
美健整骨院 郷田　忠生 京都市左京区北白川上別当町7-1ニシムラビル1F 707-1500 柔道整復
兵庫鍼灸整骨院 兵庫　義幸 京都市左京区一乗寺里ノ前町31ｸﾞﾗﾝﾚﾌﾞﾘｰ一乗寺1FB 712-3688 柔道整復
藤村接骨院 藤村　高弘 京都市左京区吉田神楽岡町１７２ 761-0303 柔道整復
ふじもと整骨院 藤本　知博 京都市左京区田中野上町20-13 606-6216 柔道整復
ふなつ鍼灸整骨院 船津　賢 京都市左京区下鴨芝本町２５－６ 706-8566 柔道整復
PEP KYOTO 接骨・整骨院 木村　高成 京都市左京区一乗寺河原田町４５－２ 712-1189 柔道整復
ほねつぎ　ゆあん 木村　文洋 京都市左京区北白川追分町2 075-723-3387 柔道整復
昌山接骨院 昌山　基成 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町１８－７ 721-1727 柔道整復
松川接骨院 松川　保夫 京都市左京区一乗寺東閉川原町１９リライブ修学院１０２ 711-5628 柔道整復
松本じゅん接骨院 松本　淳 京都市左京区岩倉大鷺町５１９ 741-6595 柔道整復
鞠小路鍼灸整骨院 株式会社フォスター 京都市左京区田中大堰町212 746-6234 柔道整復
みなみ接骨院 南　永祐 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町1 752-0291 柔道整復
みやぎ整骨院 宮城　秀司 京都市左京区下鴨北園町30 721-7077 柔道整復
めぐみはり・きゅう整骨院 三間　祥生 京都市左京区下鴨西本町27-4コーポ下鴨ミカサ１Ｆ 741-6257 柔道整復
もみの木整骨院 前田　晃嗣 京都市左京区田中大久保町４７－２ 202-9634 柔道整復
やまがた鍼灸接骨院 山形　高明 京都市左京区浄土寺西田町100-36 752-1515 柔道整復
山本接骨院 松本　祥明 京都市左京区高野竹屋町27番地 701-4419 柔道整復
山本接骨院 山本　剛 京都市左京区浄土寺馬場町8-2 761-0990 柔道整復
よつば整骨院 加藤　貴之 京都市左京区石原町２８０－２グランタック東山二条１Ｆ 708-6148 柔道整復
和漢堂鍼療所整骨院 株式会社　按幸堂 京都市左京区北白川大堂町４－１Ｆ 722-0333 柔道整復
青村鍼灸整骨院 田村　直 京都市中京区壬生坊城町５３坊城ビル１０１ 841-6628 柔道整復
青山鍼灸整骨院 青山　裕希 京都市中京区聚楽廻東町３－２０ 080-3796-1523 柔道整復
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あさの接骨院 浅野　晃弘 京都市中京区西ノ京原町54 075-821-4854 柔道整復
あだか鍼灸整骨院 安髙　祐司 京都市中京区河原町通夷川下る指物町３３９ 746-5963 柔道整復
雨森接骨院 雨森　治 京都市中京区釜座通夷川下る大黒町682 222-2237 柔道整復
板橋接骨院 板橋　恒治 京都市中京区西ノ京中御門東町45 075-822-0161 柔道整復
いとう整骨院 伊藤　高基 京都市中京区坂本町６９８コーポ富有１０１ 746-3780 柔道整復
今井接骨院 今井　雅浩 京都市中京区西ノ京小堀池町3-2　シンフォニー西ノ京円町1F 075-803-6500 柔道整復
うえぼう鍼灸接骨院 上坊　典明 京都市中京区西ノ京職司町12-4 812-5651 柔道整復
うの整骨院 宇野　雄次 京都市中京区西ノ京永本町１４ 406-0511 柔道整復
うみまる鍼灸整骨院 淺海　圭 京都市中京区壬生坊城48番の31-104 842-0503 柔道整復
梅本接骨院 梅本　英克 京都市中京区西ノ京藤ノ木町3-15 811-1837 柔道整復
エイト鍼灸整骨院 河上　仁 京都市中京区南車屋町２８８－２美よしビル２階 231-8839 柔道整復
江原鍼灸整骨院 江原　吉昭 京都市中京区西ノ京御輿岡町10 463-8639 柔道整復
えんまち接骨院 城山　政律 京都市中京区西ノ京上平町56 801-1400 柔道整復
えんまち整骨院 松本　克敏 京都市中京区西ノ京馬代町16-20 075-200-7543 柔道整復
大西接骨院 大西　良樹 京都市中京区聚楽廻東町３番地 075-801-1124 柔道整復
おかもと鍼灸整骨院 岡本　孝史 京都市中京区錦小路通室町東入る占出山町３０１-２F 221-6789 柔道整復
かがやき整骨院 岡田　良太 京都市中京区西ノ京円町２４番地１円町ジュエリーハイツ１Ｆ 463-7208 柔道整復
かねだ接骨院 兼田　旭紘 京都市中京区油小路通三条上ル宗林町107-2 204-9824 柔道整復
烏丸鍼灸整骨院 矢守　史宏 京都市中京区骨屋町１４３Ｇ＆Ｇビル３０１ 255-9551 柔道整復
烏丸Genki鍼灸整骨院 吉村　めぐみ 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町興和セントラルビル１F 255-0209 柔道整復
カラダ整骨院 國府　聡 京都市中京区鍛冶町190メイゾン御池103 744-0088 柔道整復
かんな整骨院 K＆I Adjustment株式会社 京都市中京区壬生西土居ノ内町20-3 200-8782 柔道整復
北浦接骨院 北浦　昭雄 京都市中京区西ノ京三条坊町5 075-811-6991 柔道整復
北尾鍼灸整骨院 北尾　隆明 京都市中京区西ノ京式部町５０ 821-2525 柔道整復
京都医健専門学校附属第２接骨院 学校法人滋慶京都学園　京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２ 257-6507 柔道整復
京都医健専門学校付属接骨院 湊谷　知幹 京都市中京区衣棚町51-2 257-6507 柔道整復
「空」よしとめ鍼灸整骨院 吉留　巳雅 京都市中京区御幸町三条上る丸屋町315たけうちビル５F５０１ 090-8653-3101 柔道整復
くぼい接骨院 久保井　克典 京都市中京区壬生下溝町６０番地 075-314-3040 柔道整復
くまだ整骨院 熊田　奈央 京都市中京区西ノ京藤ノ木町22-2 202-6629 柔道整復
ｇo整骨院 呉　仁志 京都市中京区新京極通蛸薬師下ル東側町513-1 231-8022 柔道整復
弘泉堂鍼灸接骨院 西原　勝茂 京都市中京区西ノ京上平町４９－１ドーリアＮＥＸＴ円町１Ｆ 406-5151 柔道整復
こが接骨院 古閑　星丸 京都市中京区東洞院通四条上る阪東屋町６６７－１ﾌﾟﾗｽﾊﾟｰ河野ﾋﾞﾙ５Ｆ 212-7662 柔道整復
ここな整骨院 藤田　哲也 京都市中京区壬生上大竹町１８－７ 203-2505 柔道整復
御所南整骨院 益井　和行 京都市中京区二条通髙倉西入松屋町５５－３IMOSビル２階北側 255-0546 柔道整復
御所南整骨院 株式会社ウッド 京都市中京区夷川通麩屋町西入木屋町４８８－１　ウッドビル２F 221-1851 柔道整復
御所西鍼灸整骨院 小泉　裕生 京都市中京区常真横町１８８－１ 746-3146 柔道整復
ことぶき整骨院 脇坂　寿和 京都市中京区西ノ京三条坊町４－５ 841-1509 柔道整復
こばやし鍼灸整骨院 株式会社　オフィス　ケイ 京都市中京区三坊大宮町149-13シャトー御池１F-B 802-2050 柔道整復
こまがた鍼灸整骨院 駒形　知彦 京都市中京区堀川姉小路下る姉東堀川町81-15エスト堀川1F 241-0542 柔道整復
コロコロ鍼灸整骨院　西大路院 株式会社Life style コロコロ 京都市中京区西ノ京東中合町５５番地 822-2339 柔道整復
西院瀬本整骨院 瀬本　雅章 京都市中京区壬生渕田町３３－５ 841-3889 柔道整復
酒谷接骨院 酒谷　良計 京都市中京区西ノ京勧学院町１の４１ 842-2141 柔道整復
三条整骨院　立志晃三 立志　晃三 京都市中京区三条通大宮東入姉大宮町東側91-2 075-822-9555 柔道整復
三条大宮整骨院 和田　恭平 京都市中京区今新在家西町２０ 822-2525 柔道整復
Ｃｏ．鍼灸整骨院 株式会社コ・メディカル 京都市中京区場之町５９２メディナ烏丸御池２Ｆ 256-6055 柔道整復
四条富小路整骨院 三浦　晃司 京都市中京区富小路四条上ル西大文字町616　富小路ﾋﾞﾙ3階 253-0075 柔道整復
四条烏丸梅井鍼灸接骨院 株式会社マイオスクール 京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311アニマート錦2階 222-0215 柔道整復
四条烏丸中央整骨院 株式会社　京都中央メディカル 京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町１９３上村ビル１Ｆ 231-0017 柔道整復
七里カイロプラクティック･オフィス 七里　浩 京都市中京区蛸薬師通堀川西入る金屋町773番地の2 803-6150 柔道整復
しまもと鍼灸整骨院 島本　英明 京都市中京区壬生桧町8-10エルデヒルズ102号 075-600-8687 柔道整復
しん整骨院 大浦　真 京都市中京区聚楽廻西町１８６－１３ 366-6190 柔道整復
朱雀整骨院 株式会社GMS 京都市中京区壬生東土居ノ内町31 321-0862 柔道整復
整骨院えん 岸本　好正 京都市中京区西ノ京北壺井町88-1二条プラザ104 811-6130 柔道整復
田井整骨院 籔内　真理 京都市中京区壬生坊城町６６－５ 801-5108 柔道整復
たいち接骨院 磯崎　太一 京都市中京区壬生下溝町30-9 322-1431 柔道整復
太陽はり・きゅう整骨院 川勝　信也 京都市中京区西ノ京内畑町24 811-0790 柔道整復
たいよう整骨院 髙橋　建太朗 京都市中京区聚楽廻東町２２コスモ二条１０１ 801-5151 柔道整復
たけなが整骨院 武長　和幸 京都市中京区壬生土居ノ内町21イーズハウス1F 321-6400 柔道整復
竹屋町整骨院 平岡　輝子 京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町１４６　Le　ciel御所南２０２号 212-7780 柔道整復
田原はり灸整骨院 田原　大仁 京都市中京区河原町姉小路西入る下本能寺前町519 231-0711 柔道整復
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たむら整骨院 田村　周三 京都市中京区西ノ京南両町１１９ 406-0320 柔道整復
中医鍼灸整骨院 有限会社 中醫ｸﾘﾆｯｸ 京都市中京区西ノ京小堀町2－36 841-3672 柔道整復
つじもと鍼灸接骨院 辻本　祥則 京都市中京区壬生高樋町５０－１５ 090-1595-8659 柔道整復
戸田はりきゅう整骨院 戸田　慧 京都市中京区丸太町通西洞院東入田中町124 231-5890 柔道整復
中京西洞院整骨院 廣岡　善美 京都市中京区池須町４１６－１ 075-741-7461 柔道整復
中島接骨院 中島　哲夫 京都市中京区西ノ京伯楽町11-4 464-7237 柔道整復
中村接骨院 中村　光宏 京都市中京区二条通室町西入大恩寺町２４９番地 柔道整復
中山接骨院 中山　亮 京都市中京区壬生梛ノ宮町９－１４ 801-8808 柔道整復
錦美樹鍼灸整骨院 Ｍ’Ｓコーポレーション（㈱） 京都市中京区天神山町２８１　　　２Ｆ 606-5001 柔道整復
にしむら整骨院 西村　正樹 京都市中京区三条通西洞院西入塩屋町46　中川ビル1F 075-241-1122 柔道整復
二條梅本接骨院 株式会社二條梅本治療所 京都市中京区西ノ京職司町26-7 075-802-0567 柔道整復
二条はしもと整骨院 橋本　泰造 京都市中京区西ノ京池ノ内町１８－２６ 075-812-2010 柔道整復
二条整骨院 アトラス株式会社 京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町657プラザ晴明館1F 251-1414 柔道整復
はしもと鍼灸整骨院 橋本　光浩 京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町７２８ 746-5116 柔道整復
畠鍼灸院整骨院 畠　宏和 京都市中京区東洞院通三条下る三文字町２００３０２号 075-252-2268 柔道整復
はつだ整骨院 初田　勝久 京都市中京区堺町通蛸薬師下る菊屋町530 075-255-6022 柔道整復
はれやか整骨院 大吉堂株式会社 京都市中京区三条通堀川西入橋西町６６２－２ 821-2808 柔道整復
ひぐち整骨治療院 樋口　正 京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町36　ﾌﾟﾗｻﾞｺﾗﾑ303 256-8777 柔道整復
平岩整骨院 平岩　章二 京都市中京区錦小路通堀川西入吉野町８２３ 821-7437 柔道整復
廣田鍼灸整骨院 山田　順久 京都市中京区壬生高樋町20番地23 075-803-6414 柔道整復
福田鍼灸整骨院 福田　浩一 京都市中京区油小路通姉小路下る宗林町８２ハイツサンローズ１階 211-7033 柔道整復
ふじい整骨院 藤井　亮太 京都市中京区聚楽廻西町182-2ＣＡＳＡ聚楽廻１Ｆ 821-5588 柔道整復
藤枝整骨院 藤枝　元司 京都市中京区壬生御所ノ内町２７－１５　１Ｆ 366-3774 柔道整復
ふたば鍼灸整骨院 池西　功平 京都市中京区西ノ京鹿垣町5-1ラスパルマス京都円町1階 406-7141 柔道整復
フラワー整骨院 長谷川　義起 京都市中京区二条通烏丸東入る仁王門町３千坂御所南ビル２F 075-744-0605 柔道整復
ほねつぎ賢心 株式会社　賢心 京都市中京区西ノ京東中合町５６パレット御池１Ｆ 822-3808 柔道整復
ほり川・整骨院 林　正人 京都市中京区堀川通錦小路下ル錦堀川町649 801-1781 柔道整復
松村整骨院 西大路御池院 松村直彦 京都市中京区西ノ京南原町１－１クラウンビル１F 821-4976 柔道整復
丸太町骨盤整骨院・鍼灸院 矢守　史宏 京都市中京区梅屋町171カマンザビル2Ｆ 075-708-6522 柔道整復
みつやす鍼灸整骨院 光安　彬 京都市中京区壬生森町５８－１ウインズビル１階 812-3344 柔道整復
みやなが鍼灸整骨院 宮永　健一 京都市中京区壬生天池町２５ 841-2973 柔道整復
むらかみ整骨院 村上　太志 京都市中京区壬生坊城町33-4アートセレナ坊城1F 075-811-9808 柔道整復
もりぐち接骨院 森口　良子 京都市中京区錦小路通高倉西入西魚屋町６０７　FORUM四条烏丸５０３号 090-8287-2853 柔道整復
森田接骨院 細川　義昭 京都市中京区壬生西檜町２９番地10 202-7368 柔道整復
もりた整骨院 森田　晃 京都市中京区西ノ京南壺井町１－５ 801-1505 柔道整復
森田接骨院 森田　恭弘 京都市中京区壬生賀陽御所町３３ 802-1968 柔道整復
もりまえ接骨院 前川　陽三 京都市中京区壬生森前町２３－２１ 315-3891 柔道整復
やまと鍼灸接骨院 田中　正晃 京都市中京区錦大宮町１５４ 366-6066 柔道整復
やまべ接骨院 山邉　信一 京都市中京区西錦小路町263C-103 384-1725 柔道整復
ゆあさ整骨院 湯浅　裕介 京都市中京区壬生梛ノ宮町１３－２９ 075-823-2560 柔道整復
りゅう接骨院 小倉　竜 京都市中京区西ノ京藤ノ木町13-13 200-7962 柔道整復
脇坂鍼灸接骨院 脇坂　謙三 京都市中京区壬生賀陽御所町24-7 204-6277 柔道整復
わだ整骨院 和田　隆 京都市中京区西ノ京池ノ内町7-9 841-0016 柔道整復
安養堂接骨院 山田　佳香 京都市東山区東大路古門前上る高畑町610番地 075-708-2568 柔道整復
一橋整骨院 河原　登代子 京都市東山区一橋野本町105-21 075-555-2337 柔道整復
内海接骨院 内海　文雄 京都市東山区本町９丁目１１３ 柔道整復
うめもと接骨院 梅本　裕幸 京都市東山区本町21丁目462-5メゾン・ラメール102 746-4731 柔道整復
太田接骨院 太田　慶造 京都市東山区大黒町通松原下ル２丁目山城町285 柔道整復
コバヤシ接骨院・鍼灸院 小林　龍司 京都市東山区今熊野椥ノ森町７シャトーオーク１階 075-708-6862 柔道整復
鍼灸接骨院　美ｔｏｒｏｚｅ 株式会社　美ｔｏｒｏｚｅ 京都市東山区弁財天町12祇園シャトービル　１－Ｄ 075-531-3703 柔道整復
タゴモリ整骨院 田篭　誠一 京都市東山区三条通裏白川筋西入ル３丁目南西海子町４４１－２ 533-0717 柔道整復
とく鍼灸整骨院 廣井　徳次郎 京都市東山区広道通松原上る辰巳町114番地1の1 075-746-4433 柔道整復
西脇接骨院 西脇　五郎 京都市東山区今熊野椥ﾉ森町３０ 561-0453 柔道整復
白雲堂鍼灸整骨院 株式会社　按幸堂 京都市東山区三条通白川橋東入五軒町１０６ 075-574-0777 柔道整復
白澤堂　鍼灸・接骨院 長濱　知之 京都市東山区三条通大橋東入四丁目七軒町１７－１ 080-1442-2414 柔道整復
はんなり柔道整復院 小川　聡 京都市東山区今熊野宝蔵町75-1東山ソリテア001 075-541-4515 柔道整復
東山三条整骨院 細川　洋平 京都市東山区古川町５４６－１デ・リード白川１１０号 525-1533 柔道整復
平田整骨院 平田和仁 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-6 551-1235 柔道整復
ひろみ鍼灸整骨院 有限会社イーアンドピー 京都市東山区四条縄手下ル亀井町２丁目３７－４リバーサイド四条縄手１０１ 075-525-2096 柔道整復
ほんまち　はり、きゅう整骨院 奥田　香織 京都市東山区本町8丁目９０－３ 075-531-2012 柔道整復
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施術所（柔道整復）一覧 令和元年１０月１日時点

施設正式名称 開設者氏名 開設の場所 電話番号 業種

まつおか鍼灸整骨院 松岡　聡一郎 京都市東山区正面通り鞘町西入ル上堀詰町290正面ハイツ290 075-744-6741 柔道整復
松貞接骨院 松尾　貞伸 京都市東山区三町目29番地ファーストハイム111 075-708-3717 柔道整復
みとう鍼灸接骨院 合同会社　橘佳 京都市東山区泉涌寺門前町２６番地４ 075-531-0221 柔道整復
もみじ整骨院 戸田　大貴 京都市東山区東大路通四条下る清井町493-2サイト祇園八坂１Ｆ 075-532-1515 柔道整復
ゆかり整骨院 二九水商事株式会社 京都市東山区本町６丁目２－３ 075-205-1400 柔道整復
あおき接骨院 青木　宏 京都市山科区東野中井ノ上町３－２７ 075-593-3583 柔道整復
青木鍼灸接骨治療院分院 青木　博司 京都市山科区音羽草田町３－６ 933-3948 柔道整復
あおぞら整骨院 0.N株式会社 京都市山科区西野様子見町1-38 502-6767 柔道整復
あきら整骨院 田邉　明 京都市山科区御陵四丁野町44番地11洛東ﾋﾞﾙ２階２０１号室 286-4820 柔道整復
あさお整骨院 浅尾　欣史 京都市山科区椥辻草海道町23-112ﾁｪﾘｰﾊﾟﾚｽ1階 581-7870 柔道整復
あんず整骨院 茶谷　洋二 京都市山科区音羽野田町１５－４平木マンション１１ 581-1911 柔道整復
石原整骨院 石原　大介 京都市山科区音羽野田町15-3ファーストビル3F 075-592-9237 柔道整復
いなば接骨院 稲葉　正和 京都市山科区大塚元屋敷町３５－３１ 582-3768 柔道整復
いのうえ整骨院 井上　裕輔 京都市山科区椥辻草街道町38-3 075-582-3855 柔道整復
いわた整骨院 岩田　芳典 京都市山科区安朱中溝町12-14 075-582-1356 柔道整復
おおき整骨院 大木　仁彦 京都市山科区西野野色町２番地５１ 592-7770 柔道整復
おおにし接骨院 大西　龍樹 京都市山科区音羽草田町2-8　1F 075-581-9911 柔道整復
岡田整骨院 岡田　誠之 京都市山科区東野片下リ町88-2シャトー山階102号室 075-593-0333 柔道整復
おかむら接骨院 岡村　優輝 京都市山科区東野舞台町29-3 075-581-1796 柔道整復
ＯＫＡＭ０Ｔ０ 指圧 接骨院 岡本　健一 京都市山科区御陵中内町43パナハイツオカモト101号室 075-756-9457 柔道整復
岡本鍼灸整骨院 岡本　勉 京都市山科区御陵下御廟野町３０－１　１０３ 581-5733 柔道整復
おとわ整骨院 木村　友紀 京都市山科区音羽前出町38-8 075-574-7933 柔道整復
かなたに整骨院 金谷　博史 京都市山科区御陵鳥ノ向町21 075-582-2326 柔道整復
木村整骨院 木村　円 京都市山科区御陵久保町54-3 075-644-5589 柔道整復
京都中央鍼灸整骨院　山科院 高橋　優太 京都市山科区東野八反畑町５８－１４０ 202-3953 柔道整復
きよみず焼団地整骨院 株式会社A・R・A 京都市山科区川田岡ノ西１－７レオ松本１F 591-1022 柔道整復
黒木接骨院 黒木　修 京都市山科区小野西浦６２－４ 573-0336 柔道整復
こうき鍼灸整骨院 槌田　勇毅 京都市山科区御陵原西町1シュシュパルク山陵 1F 075-581-5887 柔道整復
コロコロ整骨院 株式会社Life style コロコロ 京都市山科区椥辻東潰28番地3 柔道整復
さとう整骨院 佐藤　武司 京都市山科区音羽乙出町1-3 581-6178 柔道整復
じじゅう接骨院 次重　英紀 京都市山科区勧修寺東栗栖野町3-7 582-2224 柔道整復
じとう接骨院 地當　健一 京都市山科区音羽沢町10-7 595-0889 柔道整復
小豆島鍼灸接骨院 佐野　祥史 京都市山科区音羽野田町１－６　Ａ棟１１２ 595-6661 柔道整復
青龍堂鍼灸整骨院 木村　慶次 京都市山科区御陵大津畑町29-19御陵シャトー朝日1F 075-502-5858 柔道整復
せがわ接骨院 瀬川　雄二 京都市山科区椥辻東潰３１番地２カトウ第３ビル２０１ 502-4976 柔道整復
せた整骨院 瀨田　憲潔 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町42-2 075-748-7712 柔道整復
接骨院 こま 久田　和彦 京都市山科区小山姫子町16-14 075-592-7374 柔道整復
たかひろ接骨院 長谷川　隆史 京都市山科区安朱北屋敷町3ﾊﾟﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ1Ｆ 581-5522 柔道整復
髙山整骨院 髙山　祐治 京都市山科区勧修寺平田町1番地髙山会館1F 581-2701 柔道整復
檀ノ浦接骨院 島田　崇史 京都市山科区大塚元屋敷町３９－８ 075-205-2723 柔道整復
都千田整骨院 土田　幸寛 京都市山科区音羽山等地４０－１８ 柔道整復
仲上接骨院 仲上　准平 京都市山科区椥辻東潰３１－２カトウ第３ビル４階 594-6392 柔道整復
仲野整骨院 仲野　宗忠 京都市山科区西野今屋敷町２７－６ 501-5699 柔道整復
なぎつじ整骨院 藪内　真理 京都市山科区椥辻草海道１４－７メディナ椥辻１Ｆ 502-2111 柔道整復
にのみや整骨院 二宮　修 京都市山科区椥辻封シ川町2-4 075-582-8881 柔道整復
はぐみ接骨院 崔　竜徳 京都市山科区大塚西浦町37-4 075-203-9684 柔道整復
橋村音羽接骨院 橋村　恵三 京都市山科区音羽稲芝３８－７ 592-0202 柔道整復
はじめ整骨院 中西　一晃 京都市山科区大宅細田町58グランリジェール103号 075-591-2266 柔道整復
はっとり整骨院 服部　博昭 京都市山科区御陵原西町４６ 595-6252 柔道整復
服部整骨院 服部　吉信 京都市山科区東野八反畑町２５－２３ 582-0058 柔道整復
はなぶさ整骨院 田中　英昭 京都市山科区西野山中鳥井町９２－１１ 582-1124 柔道整復
はなやま整骨院 岡田　達也 京都市山科区北花山中道町35-3 075-595-8787 柔道整復
林接骨院 林　丈司 京都市山科区四ノ宮小金塚８－３４８ 柔道整復
ビーウェル小野治療院 井上　浩明 京都市山科区小野西浦62－5 574-3749 柔道整復
英整骨院 金田　水英 京都市山科区四ノ宮神田町１９ヴィラ大成１－Ｂ 075-595-3110 柔道整復
本間整骨院 小林　重貴 京都市山科区西野山射庭ノ上町298 591-3223 柔道整復
ますたに鍼灸接骨院 桝谷　豊樹 京都市山科区東野門口町13-1-40 582-3455 柔道整復
みやまえ整骨院 宮前　一公 京都市山科区椥辻東潰30-2松下ビル1階 075-594-8600 柔道整復
妙見道整骨院 兵庫　孝二 京都市山科区東野百拍子町１８－10 592-1178 柔道整復
むげん整骨院＋fit　山科駅前 株式会社　夢現 京都市山科区安朱南屋敷町２８－６レーベン早川ビルⅡ　１０１号 595-0007 柔道整復
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施術所（柔道整復）一覧 令和元年１０月１日時点

施設正式名称 開設者氏名 開設の場所 電話番号 業種

やとう鍼灸整骨院 矢藤　崇 京都市山科区椥辻中在家町21-231F 075-584-1112 柔道整復
山﨑接骨院 山﨑　康行 京都市山科区小野蚊ヶ瀬67番地ロイヤルハイツ小野101号 574-1583 柔道整復
やましなおの整骨院 有限会社FO産業 京都市山科区小野西浦67-1グリーンヒルズ小野１F 075-572-1277 柔道整復
山科椥辻　平川接骨院 EMPOWERMENT株式会社 京都市山科区椥辻草海道町４０－５　Y'sビル　１F 644-9470 柔道整復
山科くろき整骨院 黒木　由紀夫 京都市山科区竹鼻堂ノ前町４１－３ルシエル山科１０１ 757-2981 柔道整復
やませ整骨院 山瀨　晴 京都市山科区椥辻封シ川町23-7 075-594-6161 柔道整復
山本接骨院 山本　秀一郎 京都市山科区東野八代４８番地の２７ 501-1114 柔道整復
有限会社おくむら整骨院 有限会社おくむら整骨院 京都市山科区東野南井ノ上町1-25 582-3060 柔道整復
吉田接骨院 吉田　英明 京都市山科区御陵四丁野町２１－５８ 581-1981 柔道整復
よつば整骨院 阿慈知　厚司 京都市山科区椥辻草海道町14-1 075-592-2008 柔道整復
洛東接骨院 植道　郁三 京都市山科区北花山大林町８－８ 501-5900 柔道整復
洛東接骨院 植道　郁三 京都市山科区北花山中道町35-14 582-1231 柔道整復
楽踏庵鍼灸整骨院 松本　武士 京都市山科区西野八幡田町１０－１ 583-5570 柔道整復
らくな整骨院 山中　竜一郎 京都市山科区東野狐薮町16-36 080-6180-1713 柔道整復
リリース整骨院 塚原　尚人 京都市山科区四ノ宮大将軍町18-1グランシャリオ103 075-584-2133 柔道整復
あすか鍼灸整骨院 知久　悟 京都市下京区中堂寺北町８ 821-1002 柔道整復
池田鍼灸接骨院 池田　昌弘 京都市下京区西七条中野町12-7 322-1511 柔道整復
一癒整骨院 上嶋　淳史 京都市下京区傘鉾町６５番地 741-6230 柔道整復
うえおか接骨院 上岡　伸光 京都市下京区清水町291 344-3719 柔道整復
うえはら接骨院 株式会社うえはらグループ 京都市下京区西七条南中野町４５プレジャーコート１階 313-5732 柔道整復
梅原鍼灸整骨院 梅原　勉 京都市下京区天神前町350-2 352-6333 柔道整復
オアシス整骨院 株式会社　オアシス 京都市下京区西洞院通四条下妙伝寺720-1光悦ﾋﾞﾙ2F 23号室 746-2266 柔道整復
おえ鍼灸整骨院 尾江　祐介 京都市下京区醒ヶ井通仏光寺下る荒神町449 201-7869 柔道整復
大西整骨院 大西　広大 京都市下京区寺町通松原上る京極町502水原ﾋﾞﾙ202 353-5003 柔道整復
おかもと整骨院　丹波口駅前院 株式会社　メディカルボディ 京都市下京区中堂寺坊城町17-2ｸﾚﾒﾝﾄ五条ﾃﾝﾎﾟ1号室 361-5517 柔道整復
岡本接骨院 岡本　正吾 京都市下京区大宮通松原上る高辻大宮町112 841-3164 柔道整復
おだ鍼灸整骨院 小田　健太 京都市下京区黒門通り木津屋橋上る徹宝町３９５ 371-0837 柔道整復
おはら鍼灸整骨院 小原　昴 京都市下京区中堂寺壬生川町12ﾊｲﾂｴｺｰﾃﾝﾎﾟ103 365-1567 柔道整復
かしわだに整骨院 有限会社みやび 京都市下京区西七条西八反田町１０９－１ 314-6140 柔道整復
吉舎接骨院 吉舎　定良 京都市下京区善長寺町１３９ＡＭＩ四条烏丸４０３号 柔道整復
Green整骨院 株式会社GREEN 京都市下京区恵美須之町５２８えびテラス１F 353-5665 柔道整復
黒木接骨院 黒木　由紀夫 京都市下京区七条御所ノ内北町30-1 315-1133 柔道整復
ごう鍼灸整骨院 藤原　剛 京都市下京区西七条南東野町6-102 321-5567 柔道整復
小林整骨院 小林　和人 京都市下京区若宮通六条下ル若宮町５５５－２ 365-7911 柔道整復
こまちや　もも鍼灸整骨院 百田　茉耶 京都市下京区油小路通高辻上る太子山町620 344-7700 柔道整復
小村接骨院 小村　紘史 京都市下京区西七条北東野町114 312-2614 柔道整復
斉藤鍼灸整骨院 齋藤　知也 京都市下京区油小路通綾小路下る風早町561番地ﾊﾟﾃｨｵ風早208号 070-5502-5833 柔道整復
さか整骨院 奥村　惠子 京都市下京区筒金町56正面ﾋﾞﾙ101 756-4933 柔道整復
さくら整骨院 平元　妙子 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町593-10ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ堀川103 354-6899 柔道整復
皐月鍼灸整骨院 中瀨　修平 京都市下京区中堂寺庄ノ内町56-1 311-0217 柔道整復
佐藤接骨院 佐藤　隆信 京都市下京区松尾町花屋町上ル突抜１丁目333 柔道整復
四条治療センター（柔道整復） 井上　昇 京都市下京区新町通四条下る四条町370番地2 075-361-5885 柔道整復
四条大宮整骨院 リンクナチュラルジャパン株式会社 京都市下京区四条大宮東入る立中町502四条ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ2F 812-0787 柔道整復
四条河原町整骨院 株式会社　エンジョイライフ 京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町５４３ 744-6234 柔道整復
七条御前接骨院 池田　昌弘 京都市下京区西七条南車野町４６ 311-7682 柔道整復
島津鍼灸整骨院 島津　大暢 京都市下京区松原通堀川西入北門前町746番地　松栄ﾋﾞﾙ1階 812-8080 柔道整復
すみだ接骨院 住田　卓也 京都市下京区中堂寺北町49-1 314-0707 柔道整復
千菊鍼灸整骨院 千菊　輝 京都市下京区中堂寺前田町12-12 343-6355 柔道整復
たかつじ整骨院 内藤　和彦 京都市下京区西高辻町２２０　イデアール高辻１０１ 746-5909 柔道整復
たけだ鍼灸整骨院 株式会社　たけだ 京都市下京区中堂寺庄ノ内町30-8 322-3861 柔道整復
たけだ鍼灸整骨院　西七条院 株式会社　たけだ 京都市下京区西七条南月読町92-6七条西大路ﾒｿﾞﾝ1F 925-9555 柔道整復
丹波口こばやし整骨院 株式会社　オフィスケイ 京都市下京区中堂寺坊城町３１－７　メディナ丹波口１Ｆ 432-8843 柔道整復
哲鍼灸接骨院 永田　哲也 京都市下京区東洞院通仏光寺下る高橋町613-13 888-0720 柔道整復
とうい鍼灸整骨院 東洋医療研修協会有限会社 京都市下京区西中筋通花屋町下ル堺町９５番地 352-1239 柔道整復
鳥井鍼灸接骨院 鳥井　俊和 京都市下京区木屋町四条下ル斎藤町１３４ 351-9674 柔道整復
蜻蛉整骨院 灰塚　貴之 京都市下京区中堂寺庄ノ内町３２－２ 755-1421 柔道整復
中井鍼灸整骨院 中井　康雅 京都市下京区河原町通松原上る清水町284-1 352-7056 柔道整復
なかむら接骨院 中村　賢治 京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400欧風館2F 361-8522 柔道整復
なかやま鍼灸整骨院 仲山　竜一郎 京都市下京区西七条北西野町１番地 756-1611 柔道整復
なごみ整骨院 和田　吉弘 京都市下京区西七条南衣田町66 755-7606 柔道整復
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ぬくもり整骨院 北川　淳司 京都市下京区西七条南東野町14GLANZ七条通101 321-5489 柔道整復
のりこ整骨治療室 小栁　典子 京都市下京区仏光寺通寺町東入中之町583-5　辰々ビル5F 708-8641 柔道整復
はちじょう鍼灸整骨院 金　錫奎 京都市下京区七条御所ノ内本町100 323-1128 柔道整復
林接骨院 林　啓史 京都市下京区四条通烏丸通り西入函谷鉾町８３番地第３田源ビル６階 255-4346 柔道整復
はら鍼灸整骨院 原　昌太郎 京都市下京区綾小路西入妙満寺町581番地ﾍﾞﾙｽｰｽﾞ1階 813-0090 柔道整復
ひまわり整骨院 株式会社　プライム 京都市下京区西七条西久保町17番地 315-2803 柔道整復
ひより鍼灸整骨院 小笹　琢也 京都市下京区西七条北東野町１２１ 202-4615 柔道整復
ひろ鍼灸整骨院 福田　啓志 京都市下京区中堂寺庄ノ内町５０－１４ 286-3852 柔道整復
富士鍼灸整骨院 富士建築塗装株式会社 京都市下京区間之町通下珠数屋町上る榎木町306　坂口ビル1F 341-5356 柔道整復
プラスオン整骨院 藤田　隆志 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町5 746-2424 柔道整復
まきの整骨院 牧野　圭祐 京都市下京区松原中野町493 352-9155 柔道整復
まこと治療院 堂畑　誠 京都市下京区小田原町222-3 352-7354 柔道整復
マジックハンド鍼灸整骨院 株式会社マジックハンド治療院 京都市下京区七条通烏丸西入西境町162番地 361-4300 柔道整復
松尾接骨院 松尾　貞幸 京都市下京区西七条西石ヶ坪町35 075-314-9322 柔道整復
みやはた鍼灸整骨院　四条大宮院 宮畑　博己 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町72番地3　１階 286-3586 柔道整復
むげん整骨院四条寺町 株式会社　夢現 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町619番地３ 371-3802 柔道整復
むげん整骨院四条烏丸院 株式会社夢現 京都市下京区綾小路通烏丸西入る童侍者町169　四条烏丸松永ﾋﾞﾙ1F 344-7322 柔道整復
もりしま柔道整復院 森島　康之 京都市下京区柳馬場通四条下る相之町140 352-1136 柔道整復
保家接骨院 保家　幸生 京都市下京区朱雀宝蔵町１０７ 075-312-3111 柔道整復
安田整骨院 株式会社四つ葉 京都市下京区中堂寺坊城町65パークスクエア1Ｆ 822-6030 柔道整復
ゆうき鍼灸整骨院 脇阪　勇佑 京都市下京区西酢屋町10-18 746-5105 柔道整復
ゆたか山口接骨院 山口　真二 京都市下京区堺町通仏光寺上ル東前町403 341-4808 柔道整復
吉田整骨院 吉田　茂範 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町165 344-6736 柔道整復
六整骨院 永田　哲也 京都市下京区五条通黒門西入る柿本町590-26 841-6666 柔道整復
若宮接骨院 福原　由利子 京都市下京区若宮通り松原下ル亀屋町49番地 361-8885 柔道整復
相賀源治堂接骨院 相賀　正剛 京都市南区大宮八条下ル東寺東門前町７ 671-8884 柔道整復
梓鍼灸整骨院 木村　隆二 京都市南区東九条南河原町8-1 662-2358 柔道整復
有本はり・きゅう整骨院 有本　竜平 京都市南区唐橋平垣町38-1 574-7913 柔道整復
安はりきゅう整骨院 安　泰範 京都市南区東寺東門前町8吉川ﾋﾞﾙ1F 694-1165 柔道整復
王生勝己治療院 王生　勝己 京都市南区吉祥院三ノ宮西町７９の３ 柔道整復
池田接骨院 池田　昭雄 京都市南区唐橋川久保町３４番地の１ 672-1607 柔道整復
石田整骨院 石田　真常 京都市南区吉祥院石原長田町１－１桂川ハイツ１号館１１６室 644-4753 柔道整復
石原接骨院 株式会社石原接骨院デイサービスセンター 京都市南区西九条東島町16-1 681-2294 柔道整復
うすだ接骨院 薄田　幸寛 京都市南区吉祥院西浦町90-1 692-1781 柔道整復
大石橋いえはら接骨院 家原　正教 京都市南区東九条上御霊町66-8 691-8768 柔道整復
おおくぼ整骨院 大久保　淳一 京都市南区東九条西山町２５－６藤本マンション1階 075-691-8114 柔道整復
おおやぶ鍼灸整骨院 早瀬　健 京都市南区久世大藪町５０番地１ 922-9988 柔道整復
おかもと整骨院　洛南院 株式会社メディカルボディ 京都市南区吉祥院観音堂町１９株式会社マツモト洛南店1号店舗 693-8406 柔道整復
おく整骨院 （有）サン・アドバンス 京都市南区東九条南烏丸町35-6 671-8855 柔道整復
かいが接骨院 中村　泰久 京都市南区西九条開ケ町167 691-1705 柔道整復
かすが整骨院 合同会社ひまわり 京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町３３番地２ 075-315-7737 柔道整復
株式会社　げんき鍼灸整骨院 株式会社　げんき鍼灸整骨院 京都市南区唐橋堂ノ前町5番地2 075-692-3133 柔道整復
花楽接骨院 星本　眞吾 京都市南区唐橋花園町９ 691-5727 柔道整復
からすま九条はりきゅう整骨院 株式会社　ＡＣＰ 京都市南区東九条西御霊町３１－3 691-1189 柔道整復
唐橋西寺接骨院 村上　昌平 京都市南区唐橋平垣町55 661-0378 柔道整復
カルディアー整骨院 水中　聡史 京都市南区吉祥院定成町10ﾒﾋﾞｳｽ1F 661-0130 柔道整復
川上接骨院 川上　一則 京都市南区西九条御幸田町８ 691-7570 柔道整復
かわきた接骨院 川北　真司 京都市南区久世中久世町1-104 932-6088 柔道整復
かわしま鍼灸整骨院 川島　裕 京都市南区西九条東島町61-2ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟﾚｽ京都1階 606-1276 柔道整復
かわむら鍼灸整骨院 河村　浩司 京都市南区西九条島町27番地京都ﾛｼﾞｭﾏﾝ島町A棟1F 691-5187 柔道整復
木下整骨院 木下　広次 京都市南区東九条南岩本町１４ 672-9590 柔道整復
京都衛生専門学校附属柔整科施療所 学校法人　京都衛生学園 京都市南区東九条南山王町5番地の1 672-1106 柔道整復
久世接骨院 福田　直美 京都市南区久世中久世町2丁目131ｻﾝﾘｯﾄﾏﾝｼｮﾝ1F 922-0659 柔道整復
げんき堂整骨院　イオンモール京都桂川 株式会社ＧＥＮＫＩＤＯ 京都市南区久世高田町３７６番１ 754-6568 柔道整復
晃健接骨院 渡邉　新介 京都市南区唐橋羅城門町53VIP羅城門1F 644-4833 柔道整復
ここちマッサージ整骨院 吉本　真一 京都市南区久世殿城町１１４－１２ 柔道整復
小林治療院 小林　忠正 京都市南区西九条島田町１の２ 柔道整復
阪田接骨院 阪田　吉弘 京都市南区上鳥羽南唐戸町８７ 672-4350 柔道整復
清水整骨院 清水　英基 京都市南区東九条石田町３５－７ 672-5732 柔道整復
神農堂接骨院 神農　信伍 京都市南区西九条唐戸町３－２ 662-5591 柔道整復
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すがぬま鍼灸接骨院 菅沼　千尋 京都市南区吉祥院九条町20 681-0587 柔道整復
接骨院鍼灸院　宝 柿沼　貴博 京都市南区上鳥羽南島田町56 200-6980 柔道整復
大初接骨院 株式会社弘侑堂 京都市南区東九条上御霊町56 682-6820 柔道整復
たいよう整骨院 狩野　太洋 京都市南区唐橋花園町11番地１ 090-6667-8600 柔道整復
匠整骨院 人見　浩之 京都市南区唐橋西平垣町４５－２ジャストビル３F 661-9092 柔道整復
玉野鍼灸接骨マッサージ院 玉野　政文 京都市南区東九条中殿田町1-10 075-662-2897 柔道整復
土肥接骨院 土肥　康人 京都市南区東九条西岩本町10ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾋﾞﾙ２F 075-691-1515 柔道整復
東寺整骨院 上米良　稔 京都市南区西九条川原城町111大西ﾏﾝｼｮﾝ1階 662-6150 柔道整復
東寺西整骨院 狩野　一峰 京都市南区四ツ塚町３５ 050-3442-4842 柔道整復
となみ整骨院 戸波　秀隆 京都市南区吉祥院九条町15-1西大路ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ115 691-9680 柔道整復
中塚接骨院 中塚　靖浩 京都市南区久世中久世町4丁目36 934-8949 柔道整復
針小路接骨院 竹中　良一 京都市南区西九条針小路町81-1 634-5094 柔道整復
平川接骨院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市南区西九条西柳ノ内町28-5 691-6790 柔道整復
ふじい接骨院 藤井　諭 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町３３－５　吉祥院ガーデンハイツＢ１１７ 316-0010 柔道整復
藤田接骨院 藤田　徹 京都市南区吉祥院中河原里西町３６ 321-5019 柔道整復
まつのき接骨院 阿野　道徳 京都市南区東九条南松ノ木町1丁目1-1-102 777-8366 柔道整復
みやはた鍼灸整骨院 宮畑　博己 京都市南区吉祥院九条町46-3 662-2303 柔道整復
みやび整骨院 田上　雅也 京都市南区唐橋高田町15-8 671-1124 柔道整復
村瀬接骨院 村瀬　健次郎 京都市南区久世殿城町84 932-1634 柔道整復
めいじゅ鍼灸整骨院 岩本　直樹 京都市南区西九条唐戸町13-1 075-200-3165 柔道整復
安田接骨院 安田　優二 京都市南区上鳥羽南村山町３ 691-6514 柔道整復
安本接骨院 安本　慶吾 京都市南区上鳥羽火打形町10－1 661-3502 柔道整復
山田鍼灸整骨院 山田　巧弥 京都市南区吉祥院砂ノ町54 090-6665-8264 柔道整復
やまもと整骨院 山本　俊広 京都市南区東九条南松ノ木町15-1 661-5012 柔道整復
山本鍼灸マッサージ整骨院 山本　雄三 京都市南区西九条蔵王町1-4 748-7795 柔道整復
ヨシ鍼灸接骨院 岩﨑　義尚 京都市南区東九条東岩本町10‐1 682-3578 柔道整復
洛陽健康倶楽部　中神治療院（鍼灸、あんま、マッサージ、指圧、柔整） 中神　孝策 京都市南区唐橋平垣町68-6 671-5003 柔道整復
和田接骨院 和田　重治 京都市南区唐橋高田町５２－６ 671-4621 柔道整復
あおい鍼灸整骨院 清水　賢治 京都市右京区嵯峨広沢西裏町３５－１ハイツ広沢ノ池１０５ 075-468-1656 柔道整復
アポロ接骨院 髙橋　悠介 京都市右京区山ノ内池尻町６－１０１ 874-5277 柔道整復
あゆむ整骨院 光岡　弥須之 京都市右京区太秦多藪町１９－９シャルマン太秦１０１ 075-406-1374 柔道整復
新井接骨院 新井　茂春 京都市右京区嵯峨明星町１８ノ１エトワール嵐山１Ｆ 862-2857 柔道整復
ありすがわ整骨院 森　和也 京都市右京区嵯峨野神ノ木町１３－７メゾン・ド嵯峨野１Ｆ 366-6503 柔道整復
あんのん接骨院 大郷　徳真 京都市右京区西院清水町32 2F 075-323-0925 柔道整復
石原整骨院 石原　立志 京都市右京区梅津開キ町２２ 861-1910 柔道整復
井上接骨院 井上　章 京都市右京区嵯峨天竜寺若宮町３１－４ 075-873-2176 柔道整復
井上鍼灸接骨院 井上　慎吾 京都市右京区西京極午塚町６１ハイツＤＳＫ１Ｆ 075-322-2663 柔道整復
井上鍼灸接骨院 井上　慎吾 京都市右京区梅津堤下町8-1　１階 075-861-1122 柔道整復
岩井接骨療院 岩井　昭一 京都市右京区西京極南庄境町６４ 柔道整復
ウスイ鍼灸接骨院 臼井　好三 京都市右京区西京極大門町１１－２６ＵＭパレス１０２号 075-315-1430 柔道整復
太秦いしだ鍼灸・整骨院 ＭＥＤＩＣＡＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＴＥＡＭ　株式会社 京都市右京区太秦上ノ段町１０エル・カーサ１Ｆ 075-861-5071 柔道整復
太秦いしだ鍼灸・整骨院　第Ⅱ分院 ＭＥＤＩＣＡＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＴＥＡＭ　株式会社 京都市右京区太秦西蜂岡町９－２７ 075-366-6529 柔道整復
太秦接骨院　悠癒う 北村　力也 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町２７－１３ 861-6767 柔道整復
太秦平川接骨院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市右京区太秦北路町８－３シャンポール松室１Ｆ 748-0808 柔道整復
梅ケ畑にしむら鍼灸整骨院 西村　創 京都市右京区梅ケ畑古田町１１－１６ 075-862-3106 柔道整復
大木接骨院 大木　康滋 京都市右京区西京極中溝町２－４０ 314-1776 柔道整復
太田接骨院 有限会社オオタ 京都市右京区西京極東町３７－４ 075-313-8162 柔道整復
岡本接骨院 岡本　浩一 京都市右京区梅津西浦町２８番地の２アーバン四条梅の宮１Ｆ 864-4414 柔道整復
おけたに整骨院 桶谷　晶人 京都市右京区西院東中水町7日商岩井マンション102 075-321-6577 柔道整復
蚕ノ社整骨院 沖野　仁資 京都市右京区太秦森ケ前町9-8 203-0090 柔道整復
かすが整骨院 柴原　英二 京都市右京区西院矢掛町16-1 925-8879 柔道整復
加藤接骨院 加藤　吉一 京都市右京区西京極西大丸町２５ 321-3075 柔道整復
葛野大路接骨院 三谷　規之 京都市右京区太秦安井西沢町17-2 075-822-8411 柔道整復
かどのGenki鍼灸整骨院 吉村　めぐみ 京都市右京区梅津南広町93菜の花の里天神川1F 075-865-0021 柔道整復
カトレア整骨院 株式会社ＧＭＳ 京都市右京区太秦京ノ道町９ 862-2666 柔道整復
河山どんぐり鍼灸整骨院 河山　宗司 京都市右京区太秦中筋町１２グランビユー太秦１Ｆ 075-881-1301 柔道整復
菅野接骨院 菅野　泰二郎 京都市右京区太秦組石町２－７５ 柔道整復
きずな鍼灸整骨院 金谷　高宏 京都市右京区嵯峨折戸町２４－４３ウィッシュビル１Ｆ 406-5778 柔道整復
北条接骨院 北条　正二 京都市右京区太秦垣内町６ 871-3800 柔道整復
北村接骨院 北村　千春 京都市右京区花園巽南町９ 463-5407 柔道整復
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きむら鍼灸整骨院 株式会社トリニティ 京都市右京区梅津南上田58ウエストＮビル１Ｆ 075-882-1001 柔道整復
ＣＵＲＥ整骨院 株式会社ＣＵＲＥ 京都市右京区嵯峨明星町５－４ボンエルフ嵐山Ｔ１０２号室 863-6177 柔道整復
きらり整骨院 株式会社　さくら 京都市右京区西京極畑田町５３－１８ 080-3106-7535 柔道整復
こうめい接骨院 金山　高明 京都市右京区西京極町ノ坪町21 075-323-1890 柔道整復
こうめ接骨院 坂口　英久 京都市右京区太秦和泉式部町５番地の１１ 075-203-4148 柔道整復
黒正鍼灸整骨院 黒正　哲平 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町30-18　アビロード嵯峨101 865-0117 柔道整復
ココロ整骨院 市村　斉史 京都市右京区西京極芝ノ下町１７－１ 874-5575 柔道整復
小西接骨院 小西　登 京都市右京区山ノ内山ノ下町１９ 311-6386 柔道整復
小林接骨院 小林　賢二 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町３４ 882-8587 柔道整復
こばやし接骨院 小林　秀之 京都市右京区太秦堀ケ内町２８－５ 075-864-1437 柔道整復
こわだ整骨院 古和田　博英 京都市右京区西院西今田町10ウエストインコスモ1F1号室 075-322-0363 柔道整復
西院整骨院 三宅　智久 京都市右京区西院平町25ライフプラザ西大路四条1階 075-323-2773 柔道整復
西院駅前鍼灸整骨院 熊田　祐貴 京都市右京区西院東淳和院町１－１アフレ西院３Ｆ 075-314-7088 柔道整復
西院こばやし鍼灸整骨院 株式会社　オフィスケイ 京都市右京区西院東淳和院町２５－４ 312-1066 柔道整復
嵯峨嵐山整骨院 有限会社ソースジャパン 京都市右京区嵯峨苅分町２５－３ 864-3010 柔道整復
阪井接骨院 阪井　徹 京都市右京区西院西三蔵町３２ 075-314-4236 柔道整復
嵯峨くるまざき接骨院 株式会社ＧＭＳ 京都市右京区嵯峨朝日町２－４ 075-864-1433 柔道整復
笹尾接骨院 笹尾　勇太 京都市右京区山ノ内宮前町１５－３ 075-406-7929 柔道整復
さつき鍼灸整骨院　西京極院 株式会社Ｂスクエア 京都市右京区西京極大門町２０－６ 075-314-3456 柔道整復
さわやか整骨院 株式会社すこやか 京都市右京区太秦堀ヶ内町30-55 075-872-5511 柔道整復
しぜん整骨院 瀧宮　康治 京都市右京区太秦御所ノ内町１７－１ 861-8915 柔道整復
しばもとはりきゅう整骨院 芝本　浩二 京都市右京区太秦安井小山町８－１カーサ花園１Ｆ 075-461-9111 柔道整復
下西整骨院 下西　諭 京都市右京区京北上弓削町東中筋14 075-854-0036 柔道整復
スマイル七条接骨院 センディングベース株式会社 京都市右京区西京極東町４６－１ 075-315-7773 柔道整復
すみれ鍼灸整骨院 名取　大地 京都市右京区嵯峨北堀町20-102アドニス嵯峨103 075-882-8189 柔道整復
セントラル整骨院　太秦店 株式会社　ＧＩＭ’Ｓ 京都市右京区太秦御所ノ内町7KCSビル2F 090-8523-8984 柔道整復
ＳＯＬ整骨院　西京極院 柿本　知史 京都市右京区西京極大門町１２番地５８ 075-203-1896 柔道整復
田井中接骨院 田井中　圭一 京都市右京区西院西寿町１４－２３ 075-313-3500 柔道整復
たかぎ整骨院 高城　健 京都市右京区梅津西浦町２４－１５ 075-864-4976 柔道整復
高辻だるま整骨院 池辺　徹 京都市右京区西院西田町２３日新ビル１Ｆ 075-755-2797 柔道整復
武村接骨院 武村　桂 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町７－１－９０ 366-6251 柔道整復
田中はりきゅう整骨院 田中　良介 京都市右京区梅津上田町64-3河野ビル１F 075-872-1219 柔道整復
つつみ接骨院 堤　英男 京都市右京区西院久保田町１６－１西院グリーンハイツ１０１ 075-322-3885 柔道整復
とうま鍼灸接骨院 倉田　智之 京都市右京区梅津南広町３２－１ 432-8635 柔道整復
とうもり接骨院 東森　健太郎 京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町3-117 075-862-6112 柔道整復
ときわ整骨院 有限会社　ソースジャパン 京都市右京区常盤馬塚町１２－１８ 862-2560 柔道整復
中川鍼灸接骨院 中川　利信 京都市右京区太秦前ノ田町３６－４アン・リ・シール１階南 862-1325 柔道整復
中島整骨院 中島　碩 京都市右京区常盤草木町３番地１４ 075-366-6417 柔道整復
中濱整骨鍼灸治療室 中濱　秀彦 京都市右京区嵯峨広沢御所の内町４３－３６ 864-3939 柔道整復
中村整骨院 中村　祐一 京都市右京区西院小米町１１－１ルピナスKOGOME１－C 315-1100 柔道整復
中村接骨院 中村　英弘 京都市右京区常盤窪町1-62 075-861-4976 柔道整復
西京極　平川接骨院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市右京区西京極町ノ坪町25サンフローネ川宗1F 075-754-7580 柔道整復
西京極駅前接骨院 多田　佳史 京都市右京区西池田町52 326-4728 柔道整復
にしむら鍼灸整骨院 西村　一宏 京都市右京区太秦多薮町45 075-861-0991 柔道整復
花園駅前　平川接骨院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市右京区花園寺ノ内町15-11 075-406-5500 柔道整復
花園駅前鍼灸整骨院 熊田　祐貴 京都市右京区花園寺ノ内１６－４ 466-2522 柔道整復
はなぞの接骨院 相上　重樹 京都市右京区太秦安井小山町１３ソサエティ塩見１Ｆ 464-8730 柔道整復
ひかり整骨院 石山　寿洋 京都市右京区太秦下刑部町１８８番地ＳＨＩＧＥＢＬＤＧ１階 748-0307 柔道整復
久川接骨院 久川　孝範 京都市右京区太秦面影町５番地 862-0581 柔道整復
平野接骨院 平野　貴正 京都市右京区嵯峨野開町８－９ 861-4755 柔道整復
フジ接骨院 株式会社　フジヘルシーコネクション 京都市右京区常盤仲之町3-26i.House02 1F 075-864-0900 柔道整復
藤野接骨院 藤野　勝弘 京都市右京区梅津大縄場町２１の１５ 075-861-4669 柔道整復
フジワラ整骨院 藤原　和馬 京都市右京区太秦安井西沢町１４ 205-3681 柔道整復
ふじわら整骨院 藤原　範之 京都市右京区太秦石垣町２３－１ボブハウス　１F 050-7535-9717 柔道整復
ＦＲＥＥ，整骨院 木村　丈高 京都市右京区西院清水町4-2サンサーラ中嶋１Ｆ 075-874-5595 柔道整復
ほうらい治療院 甘　盛在 京都市右京区西京極堤町３５ベルビスタ１０３号 314-9533 柔道整復
まごころ鍼灸整骨院 株式会社すこやか 京都市右京区梅津北浦町４サンライブ－Ⅱ１階 075-406-0551 柔道整復
ますだ整骨院 増田　耕一 京都市右京区太秦野元町１７－５北原マンション　１F 075-864-3503 柔道整復
マスダ整骨院 増田　耕一 京都市右京区嵯峨苅分町２６－２１ 882-5208 柔道整復
松本鍼灸接骨院 松本　知 京都市右京区太秦堀池町2番地の9 863-0450 柔道整復
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まる整骨院 筒井　理矩 京都市右京区花園木辻南町１－５ 075-467-8268 柔道整復
みうら鍼灸整骨院 三浦　克彦 京都市右京区太秦安井一町田町１０－８９ 090-6669-8978 柔道整復
道添接骨院 道添　文彦 京都市右京区太秦川所町７－１４ 882-1871 柔道整復
みなみの整骨院 南野　宏樹 京都市右京区西院東貝川町３２スクリーン３２３３　１０１ 322-3138 柔道整復
みぶひのき鍼灸整骨院 水野　親彦 京都市右京区西院東中水町７番地日商岩井朱雀マンション１０３ 075-312-6800 柔道整復
三宅接骨院 三宅　通彦 京都市右京区嵯峨野芝野町７番地 862-7277 柔道整復
三宅接骨院 三宅　政彦 京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町5-2 871-5537 柔道整復
森田鍼灸接骨院 森田　康裕 京都市右京区鳴滝中道町2-13 075-467-6022 柔道整復
八木接骨院 八木　克敏 京都市右京区西京極南方町７２ 075-313-7786 柔道整復
ヤスダ接骨院 安田　昌史 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町５７－１２ 882-9597 柔道整復
安田接骨院 安田　泰三 京都市右京区太秦桂ヶ原町１７－８１ 862-3113 柔道整復
屋部接骨院 屋部　勇児 京都市右京区西院小米町３５ 325-4545 柔道整復
山口接骨院 山口　小太郎 京都市右京区嵯峨折戸町２３－８ 864-5907 柔道整復
やまぐま整骨院 山崎　剛 京都市右京区西院西貝川町87 075-406-0597 柔道整復
山下接骨院 山下　浩二 京都市右京区山ノ内西ノ反田町9-20 821-8502 柔道整復
山田接骨院 山田　克典 京都市右京区太秦森ヶ前町２３番地 871-6377 柔道整復
やまもと整骨院 山本　暢 京都市右京区西院坤町105番地レジデンス四条1階 075-315-7733 柔道整復
やわら整骨院 高松　久仁彦 京都市右京区太秦帷子ノ辻町26-3HERSED`OR3 075-871-7113 柔道整復
あい接骨院　伏見稲荷店 アイディーケア株式会社 京都市伏見区深草稲荷中之町60番地ノーザンライツⅡ１階 646-2688 柔道整復
あいだ整骨院 合田　理 京都市伏見区深草ヲカヤ町33-4 645-5955 柔道整復
あいば接骨院 阿野　道徳 京都市伏見区醍醐合場町27-29 203-4434 柔道整復
あおば整骨院 土川　亮二 京都市伏見区両替町9丁目254-2北川コンサイスビル103 602-2113 柔道整復
あさひ鍼灸整骨院 谷　真人 京都市伏見区向島二ノ丸町３エクセレントハイム１階 623-0017 柔道整復
あすか鍼灸整骨院 有限会社ＰＲＯＳＩＴ 京都市伏見区淀本町220-5　　　1Ｆ 631-4667 柔道整復
油掛接骨院 竹谷　正己 京都市伏見区下油掛町176-1 622-2980 柔道整復
あらい鍼灸整骨院 新井　智明 京都市伏見区深草直違橋２丁目416藤ノ森コーポ1F 645-1088 柔道整復
あらまき鍼灸整骨院 株式会社　あらまき 京都市伏見区石田大受町20-11 572-5850 柔道整復
アルケル鍼灸整骨院 藏本　祥一 京都市伏見区竹田久保町６２－１足立ハイツ竹田１Ｆ 646-5550 柔道整復
あんこう鍼灸接骨院 荒川　康 京都市伏見区石田森南町32-1 585-8725 柔道整復
いけべ鍼灸整骨院 生部　明 京都市伏見区風呂屋町248-1ルミエール桃山102 602-1554 柔道整復
壱番整骨院 中村　潤也 京都市伏見区久我東町６－６９ 075-932-1511 柔道整復
樹鍼灸整骨院 平井　伸幸 京都市伏見区久我石原町1-7 874-5511 柔道整復
伊藤接骨院 伊藤　茂生 京都市伏見区納所中河原16‐4 631-136 柔道整復
井上接骨院 井上　雅嗣 京都市伏見区観音寺町212番地3 603-7001 柔道整復
今井接骨院 今井　健二 京都市伏見区小栗栖中山田町15-13 柔道整復
いわた整骨院 岩田　敏秀 京都市伏見区醍醐大構町18-6シャローム醍醐1Ｆ 075-573-7774 柔道整復
ウェルネス鍼灸整骨院伏見 和真株式会社 京都市伏見区西大黒町1038番地2ヴィラケント1階テナント1号室 075-748-8034 柔道整復
うちだ鍼灸整骨院 内田　康介 京都市伏見区風呂屋町248-1　110号 612-6501 柔道整復
大亀谷しみず接骨院 清水　友浩 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町590-5 200-6124 柔道整復
大手筋整骨院 徳永　隼平 京都市伏見区東大手町784-4 611-1270 柔道整復
おおなり整骨院 大成　照洋 京都市伏見区清水町871-1 603-9222 柔道整復
大西接骨院 大西　辰博 京都市伏見区下鳥羽芹川町49-46 602-7519 柔道整復
おかもと整骨院 岡本　晃一 京都市伏見区横大路貴船20-27 090-3729-6248 柔道整復
オカモト接骨院 岡本　善志一 京都市伏見区深草小久保町407番地 644-2523 柔道整復
小栗栖あさひ整骨院 田中　晋輔 京都市伏見区小栗栖南後藤町６小栗栖北団地第一号棟106 575-5115 柔道整復
おやいづ整骨院 小柳津　聖 京都市伏見区深草一ノ坪町41ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂｲﾅﾘＳ13号 645-6150 柔道整復
かいがわ整骨院 海川　雅之 京都市伏見区深草西浦町7丁目731ﾆｭｰﾗｲﾌﾏﾝｼｮﾝ藤森1F 646-0777 柔道整復
かえで鍼灸整骨院 定者　美奈子 京都市伏見区深草直違橋10丁目146番地 641-0112 柔道整復
加藤接骨院 加藤　邦男 京都市伏見区深草芳本町671番地の52 643-6365 柔道整復
かめしん鍼灸整骨院 安藤　岳 京都市伏見区向島立河原町32-11 200-7811 柔道整復
木村整骨院 木村　卓郎 京都市伏見区丹後町719-1 603-8285 柔道整復
きよえ整骨院 田中　清恵 京都市伏見区南新地５７－９ 080-1420-2313 柔道整復
草川接骨院 草川　榮一 京都市伏見区醍醐勝口町2-17 572-5861 柔道整復
栗田接骨院 栗田　幸治郎 京都市伏見区海老屋町1006 柔道整復
クロノ整骨院 鵜飼　孝平 京都市伏見区醍醐槙ノ内町６３－２ 075-777-3674 柔道整復
くわやま接骨院 桑山　泰典 京都市伏見区醍醐和泉町109-1 571-7250 柔道整復
ケア・ワールド接骨院 糀谷　文男 京都市伏見区竹田内畑町172-20 204-1755 柔道整復
げんき堂整骨院ＭＯＭＯテラス 株式会社ＧＥＮＫＩＤＯ 京都市伏見区桃山町山ノ下32ＭＯＭＯテラス　１階 644-5220 柔道整復
げん整骨院 湯浅　元希 京都市伏見区深草西出町６２－１６ 080-5367-0902 柔道整復
こう鍼灸整骨院 黄　在文 京都市伏見区深草西浦町４丁目7 643-0019 柔道整復
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宏整接骨院 成川　学 京都市伏見区桃山町養斉31番地 604-4060 柔道整復
こがのもり鍼灸整骨院 木下　隆行 京都市伏見区久我東町210番地A-2号 922-0337 柔道整復
久我の杜　平川接骨院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市伏見区久我森ノ宮町14-12ﾌﾟﾚｼﾞｵ伏見久我1F 075-925-8642 柔道整復
こころとからだ康子整骨院 内山　康子 京都市伏見区深草一ノ坪町35-13 642-8715 柔道整復
こころ整骨院　伏見納屋町店 株式会社ＯＴＯＷＡ 京都市伏見区納屋町123-6 574-7742 柔道整復
こころ接骨院 久保　俊樹 京都市伏見区淀本町167-6ノーブル淀103 631-7795 柔道整復
こざくら整骨院 小櫻　喬之 京都市伏見区醍醐京道町2-35 644-5471 柔道整復
近藤接骨院 近藤　桂市 京都市伏見区納所薬師堂１の１９６ 631-0457 柔道整復
さかた接骨院 坂田　桃一 京都市伏見区深草直違橋３－403ｸﾞﾗﾝﾄﾞｳﾞｨﾗ藤森105号 645-9017 柔道整復
さくら鍼灸整骨院 木藤　知弘 京都市伏見区久我森の宮町1-55 931-1833 柔道整復
佐々木鍼灸整骨院 佐々木　健 京都市伏見区石田森東町３－１２ 571-2284 柔道整復
沢田接骨院 澤田　敦史 京都市伏見区向島庚申町121-5 611-3052 柔道整復
さん整骨院 中西　英幸 京都市伏見区小栗栖森本町10-3シャンポール蜂の壷1-C 571-6813 柔道整復
椎野整骨治療院 椎野　矢征史 京都市伏見区久我東町１－１８３ 934-4038 柔道整復
市営小栗栖住宅クラブハウス整骨院 森田　健二 京都市伏見区小栗栖森本町13市営小栗栖住宅クラブハウス 070-5509-8544 柔道整復
茂原接骨院 茂原　富雄 京都市伏見醍醐下山下町２１－１５ 571-6057 柔道整復
しぶたに整骨院 澁谷　文清 京都市伏見区深草越後屋敷町４０－１　ソレイユ墨染１Ｆ 634-9908 柔道整復
しみず鍼灸整骨院 清水　隆司 京都市伏見区深草東伊達町71-30 643-3232 柔道整復
笑心堂鍼灸整骨院 株式会社　按幸堂 京都市伏見区深草西浦町3-15-1 644-5444 柔道整復
しんき鍼灸整骨院 信貴　和也 京都市伏見区深草野田町６ 643-7510 柔道整復
すぎのぶ鍼灸整骨院 杉信　研二 京都市伏見区深草極楽町760-2 641-7555 柔道整復
鈴木接骨院 鈴木　一世 京都市伏見区向島善阿弥町44リバーサイド観月106 602-0085 柔道整復
すなだ整骨院 砂田　純司 京都市伏見区深草西浦町６丁目68シャローム深草1F-A 777-0551 柔道整復
すみれ整骨院 上村　友美 京都市伏見区深草紺屋町4-4 643-4500 柔道整復
ダイゴ整骨院 村田　清春 京都市伏見区醍醐和泉町８３ 571-1573 柔道整復
だいご接骨院 梅原　悠佑 京都市伏見区醍醐構口町25番地8 755-8620 柔道整復
醍醐さくら整骨院 森　康博 京都市伏見区醍醐大構町10-4 606-2277 柔道整復
ダイゴロー整骨院 朝日　純一 京都市伏見区醍醐高畑町30-1-2-16 573-1711 柔道整復
たいよう鍼灸整骨院 木村　有軌 京都市伏見区向島本丸町19-5 601-0661 柔道整復
武田鍼灸接骨院 武田　志郎 京都市伏見区深草泓ノ壺町28‐3 642-2131 柔道整復
田中接骨院 田中　賢次 京都市伏見区醍醐槇ノ内町63-２ 571-8788 柔道整復
たなごころ整骨治療院 川上　剛史 京都市伏見区大阪町612 634-8787 柔道整復
治療院じゅいん 青木　葉子 京都市伏見区深草飯食町840ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ503号 634-8345 柔道整復
寺本接骨院 寺本　光弘 京都市伏見区醍醐南西裏町１の１３ 572-5521 柔道整復
戸川接骨院 株式会社ＳＣＨＵＴＺ 京都市伏見区深草下川原町1番地の1コトーハイツ伏見稲荷　Ｃ棟109号 641-3996 柔道整復
ときおか接骨院 時岡　哲也 京都市伏見区深草西浦町８丁目３８コーポ千代１０１ 075-777-9570 柔道整復
ともこ鍼灸整骨院 池上　智子 京都市伏見区中島秋ノ山町54鳥羽ｴｸｾﾚﾝﾄ101号室 606-2391 柔道整復
なかじま接骨院 吉﨑　司 京都市伏見区醍醐下山口町1-3 575-2323 柔道整復
永田東洋鍼灸整骨院 永田　英稔 京都市伏見区東町212-1ツインズスクエアウエスト１Ｆ 611-5018 柔道整復
中原鍼灸整骨院 中原　まゆ子 京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町48-24 090-1146-4252 柔道整復
南雲接骨院 南雲　英憲 京都市伏見区桃山町丹後１３－３陵南ハイツ１－B 605-4158 柔道整復
なごみ鍼灸整骨院 竹中　篤史 京都市伏見区中島外山町30 623-0753 柔道整復
なつやま整骨院 夏山　智 京都市伏見区石田桜木21-39 574-4522 柔道整復
ニコニコ鍼灸整骨院 良原　敦広 京都市伏見区桃山町山ノ下55-14 612-0450 柔道整復
柔和鍼灸整骨院 平井　秀光 京都市伏見区桃山町松平筑前10番地 623-0040 柔道整復
畑接骨院 畑　正人 京都市伏見区桃山南大島町６７番地５７ 612-5337 柔道整復
はっとり整骨院　はり・きゅう 服部　展之 京都市伏見区醍醐大構町16番地ネスト醍醐１F 572-3899 柔道整復
バディ整骨院 清水　勇男 京都市伏見区越前町601-12 075-601-3677 柔道整復
はな整骨院 上野　一夫 京都市伏見区聚楽町1丁目701-16 634-8530 柔道整復
はなたて接骨院 花立　博明 京都市伏見区京町３丁目200メゾンブランシュ200　１階 622-1415 柔道整復
はやし整骨院 林　征治 京都市伏見区景勝町70-4 604-0500 柔道整復
ぱる整骨院 佐伯　一平 京都市伏見区南新地58-1ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ伏見店舗Ｂ 611-8957 柔道整復
ひかり整骨院 株式会社ティアンドエヌ 京都市伏見区向島四ツ谷池14-19 622-9018 柔道整復
曵沼接骨院 曵沼　哲太郎 京都市伏見区桃山町因幡１２番地２４ 612-8709 柔道整復
ひじり整骨院 大山　聖威 京都市伏見区石田森東町6ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ石田駅前302 632-8926 柔道整復
ひまわり整骨院 木村　裕一 京都市伏見区深草小久保町295-1 888-5384 柔道整復
平井整骨院 平井　秀典 京都市伏見区桃山町金森出雲1-42 075-612-7277 柔道整復
平田整骨院 平田　良吉 京都市伏見区深草藤森町３７番地 柔道整復
平野町整骨院 株式会社ワンダー 京都市伏見区平野町５３－１ 603-7355 柔道整復
ふかくさ整骨院 萩尾　泰久 京都市伏見区深草西浦町2丁目90ｺｰﾎﾟ西浦101 555-5320 柔道整復
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ふくろう整骨院 福田　貴章 京都市伏見区深草西浦町1丁目65-2第18長栄ﾋﾞﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ深草21 641-9851 柔道整復
伏見桃山整骨院 株式会社サンキュー 京都市伏見区京町3丁目172番地1の2 621-1233 柔道整復
蓬莱堂鍼灸整骨院 青川　和治 京都市伏見区向島善阿弥町48 622-6272 柔道整復
ほりぐち鍼灸接骨院 堀口　直樹 京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47-3シャトー桃山　1F 621-1680 柔道整復
ほんごう整骨院 本郷　健太郎 京都市伏見区深草善導寺町3-45ポインセチア1･2号 632-8838 柔道整復
まきの整骨院 牧野　伸也 京都市伏見区淀池上町135-1ｳｲﾝﾗｲﾌ淀1Ｆ 874-4504 柔道整復
孫接骨院 伊山　暎東 京都市伏見区深草西浦町７－３７ 645-2772 柔道整復
まさき整骨院 松本　将希 京都市伏見区深草仙石屋敷町４９カレッジマンション七瀬川１F 075-606-1961 柔道整復
松葉鍼灸接骨院 松葉　実 京都市伏見区深草上横縄町10番地78 531-6044 柔道整復
まつもと鍼灸整骨院 松本　吉弘 京都市伏見区東組町688-2 621-3452 柔道整復
マハロ整骨院 中島　和政 京都市伏見区醍醐合場町20-3SJS醍醐ﾋﾞﾙ1階 075-585-8773 柔道整復
MIKI.SPORTS＆BEAUTY　接骨院 井ノ口　未希 京都市伏見区向島善阿弥町61-1 090-9981-5116 柔道整復
みのり整骨院 伴　大樹 京都市伏見区深草中ノ島町２－７ 642-7516 柔道整復
宮越接骨院 宮越　良一 京都市伏見区墨染町７２５ 642-5420 柔道整復
みやもと整骨院 宮本　照之 京都市伏見区向島二の丸町336-26 601-8001 柔道整復
むかいじま鍼灸接骨院 松本　喜晴 京都市伏見区向島中島町82-3 623-2242 柔道整復
むげん整骨院　桃山大手筋 株式会社　夢現 京都市伏見区納屋町124 601-3889 柔道整復
むげん整骨院　伏見 株式会社IrieLife 京都市伏見区深草柴田屋敷町23-15 643-8270 柔道整復
むげん整骨院　墨染 株式会社 Ｉ rie Ｌife 京都市伏見区墨染町699 646-2022 柔道整復
むげん整骨院　桃山御香宮前 株式会社　夢現 京都市伏見区御香宮門前町189-1 075-602-8666 柔道整復
村上接骨院 村上　秀明 京都市伏見区深草仙石屋敷町２４－１５ 643-1450 柔道整復
村上療院 村上　隆 京都市伏見区西大手町３１２ 601-3561 柔道整復
村田接骨院 村田　剛 京都市伏見区東大文字町１０７５－８ 612-7602 柔道整復
ももやま整骨院 木下　敦仁 京都市伏見区桃山筑前台町３４－１０ 075-606-6580 柔道整復
もりた整骨院 森田　真一 京都市伏見区桃山町丹後33-173 612-7007 柔道整復
森のはりきゅう整骨院 森　啓輔 京都市伏見区羽東師古川町116-42 925-8148 柔道整復
やぎ接骨院 八木　賀史 京都市伏見区魚屋町567-1セゾン桃山１Ｆ 611-1858 柔道整復
やぎ向島接骨院 八木　賀史 京都市伏見区向島善阿弥町35-5ﾍﾞﾙﾊｲﾂ望月105 601-3855 柔道整復
柳整骨院 柳　高明 京都市伏見区納所中河原１７－８ 631-1809 柔道整復
ゆうゆ整骨院 株式会社　山寅機業店 京都市伏見区墨染町699-2ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ墨染1階 645-1537 柔道整復
癒整骨院 山本　正春 京都市伏見区深草柴田屋敷町11荒木ハイツＡ号室 644-6799 柔道整復
横大路アールエイ鍼灸整骨院 青柴　穣司 京都市伏見区横大路草津町48 621-3009 柔道整復
吉田整骨院 吉田　知輝 京都市伏見区久我東町8-36 921-3800 柔道整復
ＲＩＣＥ整骨院 米田　明弘 京都市伏見区醍醐上ノ山町20-9 080-6579-0739 柔道整復
らる整骨院 秋亜株式会社 京都市伏見区向島鷹場町104-1 621-8780 柔道整復
りゅう鍼灸整骨院 松本　龍政 京都市伏見区竹田西段川原町１４４クレールパレ１F 075-644-4713 柔道整復
ロミロミ整骨院 星田　浩太 京都市伏見区石田内里町76-1-102 203-0367 柔道整復
和田なごみ整骨院 和田　真尚 京都市伏見区墨染町686-1 643-3475 柔道整復
愛敬鍼灸整骨院 市来　和晃 京都市西京区上桂東ﾉ口町123サーパス桂第２ 213号室 634-7045 柔道整復
あおぞら整骨院 福島　秀樹 京都市西京区桂木ノ下町20-24 393-0031 柔道整復
あやた接骨院 有限会社　カピラ 京都市西京区上桂宮ノ後町31番地14 393-5436 柔道整復
綾部接骨院 有限会社あやべ 京都市西京区大原野上里男鹿町１７－９ 333-3153 柔道整復
いそずみ鍼灸整骨院 五十棲　靖高 京都市西京区樫原江ノ本町11-1洛西ﾊｲﾂ1F 874-5454 柔道整復
うえ田接骨院 上田　憲一 京都市西京区山田猫塚町６－１０ 393-3426 柔道整復
上原鍼灸整骨院 上原　通陽 京都市西京区上桂北村町143 381-7356 柔道整復
うめたに整骨院 梅谷　慎二 京都市西京区大枝西新林町3丁目1の30 075-332-6564 柔道整復
梅本接骨院 梅本　実 京都市西京区桂乾町４－１０ 392-5956 柔道整復
縁接骨院 宮﨑　謙 京都市西京区山田平尾町6-6桂ビル内 090-6557-1100 柔道整復
オオタヤ整骨院 太田　安典 京都市西京区山田御道路町８－２４ 075-391-5739 柔道整復
大西接骨院 大西　重一 京都市西京区川島栗田町３６－３２ 381-4600 柔道整復
岡接骨院 岡　士朗 京都市西京区上桂三ノ宮町91-7 381-0021 柔道整復
オカモト接骨院 岡本　玄剛 京都市西京区嵐山朝月町３０ル・セーヌ嵐山１Ｆ 882-5825 柔道整復
奥村接骨鍼灸院 奥村　高文 京都市西京区山田久田町１０－５ 394-8810 柔道整復
かつら整骨院 鈴木　博之 京都市西京区桂木ノ下町1-101 381-7563 柔道整復
かつらざか鍼灸整骨院 株式会社　按幸堂 京都市西京区御陵大枝山町5丁目27-6 335-3838 柔道整復
桂東洋鍼灸整骨院 永田　英稔 京都市西京区下津林大般若町88ｱﾙﾃﾊｲﾑ桂1F 925-9868 柔道整復
上桂　平川接骨院 EMPOWERMENT　株式会社 京都市西京区松尾木ノ曽町59-7ｳｨｽﾞﾜﾝﾋﾞﾙ1階 754-7445 柔道整復
かみかつら整骨院 森　和也 京都市西京区山田庄田町3-92　１階 075-394-8011 柔道整復
川口接骨院 川口　幹雄 京都市西京区松尾鈴川町８４－２３ 393-2020 柔道整復
きむら鍼灸整骨院 木村　友彦 京都市西京区桂木ノ下町16-28シャトレタカヤ1F 075-392-7155 柔道整復
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匡正堂　浅野整骨院 浅野　真弘 京都市西京区川島玉頭町19-1 393-7773 柔道整復
京都西京区接骨院 福田　大志 京都市西京区川島六ノ坪町６３－６バンブーシュート洛西口Ⅰ２０３ 075-925-5075 柔道整復
銀座整骨院 内山　善雄 京都市西京区御陵大枝山町5丁目27番37 080-5104-8989 柔道整復
くぼい接骨院・鍼灸院 久保井　康二 京都市西京区大枝北福西町３丁目２－２１ 333-7133 柔道整復
こころ整骨院 小嶋　豊 京都市西京区御陵峰ヶ堂町3-44-2 200-9873 柔道整復
さいとう鍼灸接骨院 齋藤　修平 京都市西京区大原野北春日町１９８ 332-8866 柔道整復
さくら整骨院 有限会社ソースジャパン 京都市西京区上桂宮ノ後町36-1 392-5088 柔道整復
さつき鍼灸整骨院 株式会社Ｂスクエア 京都市西京区桂朝日町１３７ソレイユ桂１Ｆ－２ 075-874-7081 柔道整復
さとう鍼灸整骨院 佐藤　直樹 京都市西京区松室庄田町2-3 075-381-5188 柔道整復
しせい整骨院 有限会社ソースジャパン 京都市西京区桂南巽町154-3 393-7310 柔道整復
篠原健康鍼灸接骨院 篠原　良幸 京都市西京区大枝北福西町３丁目1-175 333-6652 柔道整復
祥雲接骨院 株式会社祥峰堂 京都市西京区牛ヶ瀬弥生町３５ 075-394-1377 柔道整復
すこやか接骨院 株式会社　すこやか 京都市西京区上桂森上町20-1ﾌﾟﾘｵｰﾙ京都１階 392-0447 柔道整復
鈴虫寺前接骨院 前田　直也 京都市西京区松尾大利町80-1 050-5278-637 柔道整復
すみや整骨院 角谷　和幸 京都市西京区桂艮町13番地76 381-7688 柔道整復
整骨院わかば 三村　康幸 京都市西京区樫原水築町13ｳｴｽﾄﾎﾟｲﾝﾄ1F 393-7333 柔道整復
たが鍼灸接骨院 株式会社多賀 京都市西京区桂上野西町293番地ベネッセ桂川101 381-2115 柔道整復
たなべ整骨院 田邊　博士 京都市西京区川島有栖川町１４５－２ 394-4851 柔道整復
谷口接骨院 谷口　弘 京都市西京区大原野上里北ノ町１２８４ 柔道整復
辻鍼灸接骨院 辻　日介 京都市西京区川島調子町43番地2 392-2298 柔道整復
辻鍼灸接骨院 京都市西京区大原野東境谷町三丁目１番地９４ 090-1850-9301 柔道整復
T-conditioning鍼灸接骨院 田原　駿佑 京都市西京区桂池尻町１２３番地 392-1812 柔道整復
中川接骨院 中川　稔貴 京都市西京区山田大吉見町５－８ 391-2132 柔道整復
中原整骨院 中原　良和 京都市西京区大枝沓掛町8番地の45 331-5481 柔道整復
なかま整骨院 松本　光生 京都市西京区川島有栖川町2-3桂ビル１階 392-2005 柔道整復
名倉堂接骨院 稲川　大輔 京都市西京区桂野里町１７－３ 382-3660 柔道整復
名倉堂いながわ接骨院 稲川　裕輔 京都市西京区桂徳大寺北町97番地 392-8602 柔道整復
西河鍼灸整骨院 株式会社ＣＵＲＥ 京都市西京区下津林大般若町180ロイヤルシティ桂１Ｆ 394-0089 柔道整復
西京鍼灸整骨院 合同会社ヘルスアンドハピネス 京都市西京区上桂東ノ口町150秀保マンション１階 075-754-7286 柔道整復
西接骨療院 西　吉徳 京都市西京区桂艮町１３－８４ 柔道整復
のなか接骨院 野中　恒明 京都市西京区大原野上里鳥見町14-6 075-777-7585 柔道整復
華山接骨院 甘　盛在 京都市西京区川島有栖川町１１６－２ 393-1913 柔道整復
はやし鍼灸整骨院 林　伯徹 京都市西京区桂西滝川町68-1 391-9901 柔道整復
原接骨院 原　曻 京都市西京区下津林番条町3-2 393-0169 柔道整復
東桂整骨院 山田　真也 京都市西京区川島東代町３２－１３アインス北川１F 394-2772 柔道整復
BLROS接骨院 山本　恵歩 京都市西京区下津林楠町37-21 285-2077 柔道整復
ボラン整骨院 大西　真平 京都市西京区上桂三ノ宮町50-74 394-3154 柔道整復
堀川鍼灸・接骨院 堀川　直起 京都市西京区下津林東芝ノ宮町４３ファミーユ桂１F 075-382-5849 柔道整復
堀整骨院 堀　康三 京都市西京区大枝西新林町６丁目９の１１ 柔道整復
前田整骨院 前田　欣則 京都市西京区川島東代町２９川島ハイツ１Ｆ 393-8302 柔道整復
森田鍼灸接骨院 西野　正之 京都市西京区嵐山谷ヶ辻子町38-1 865-0181 柔道整復
山口接骨院 山口　正洋 京都市西京区大原野上羽町１２－５ 331-7543 柔道整復
やましろ整骨院 今西　央 京都市西京区桂芝ノ下町36-12 090-2114-7444 柔道整復
山村接骨院 山村　政男 京都市西京区桂下豆田町４１－１３ 391-8051 柔道整復
ゆらく接骨院 株式会社サラス 京都市西京区川島六ノ坪町９２－３ 075-392-0392 柔道整復
吉川鍼灸接骨院 吉川　秀則 京都市西京区大枝西新林町５丁目1-13 333-5627 柔道整復
洛西鍼灸整骨院 中原　信之 京都市西京区大枝沓掛町９－１０ 950-8211 柔道整復
洛西たけのこ整骨院 南　昇吾 京都市西京区大枝東長町１－１３８ 333-7500 柔道整復
りん整骨院 合同会社りん 京都市西京区桂下豆田町21-15 391-2525 柔道整復
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