
施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
浅地鍼灸院 浅地 淑子 京都市北区⼤宮東脇台町１２−４ 493-5200 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
安藤鍼灸整骨院 安藤 昌範 京都市北区紫野⼗⼆坊町３６−５ 465-3237   はり きゅう 
あんま・マッサージ処 むらさきの 中田 正男 京都市北区紫竹牛若町42 あん摩マッサージ指圧     
あんまマッサージ指圧市木治療院 市木 益太郎 京都市北区紫野上野地４０ あん摩マッサージ指圧     
石田鍼灸 石田 正仁 京都市北区上賀茂桜井町１−５ 702-3460   はり きゅう 
いずし治療院 出石 美代子 京都市北区紫竹桃ノ本町25-2 494-2218 あん摩マッサージ指圧     
一心安治療院 ⼤⻄ 正春 京都市北区上賀茂竹ヶ鼻町２５ 781-0429   はり きゅう 
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   はり きゅう 
井上指圧マッサージ治療院 井ノ上 隆生 京都市北区紫野上門前町４３ 491-5467 あん摩マッサージ指圧     
⼤北山鍼灸院 山根 暁子 京都市北区⼤北山原谷乾町131-1 465-3941 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⼤路鍼灸整骨院 船越 ⼤路 京都市北区小山東⼤野町76 441-8868   はり きゅう 
⼤山施術所 ⼤山 ⺠子 京都市北区等持院南町２６ あん摩マッサージ指圧     
おきやま鍼灸接骨院 興山 郁夫 京都市北区紫竹上園生町９番地の３ 493-6262   はり きゅう 
奥村祐加針灸院 荒牧 由香 京都市北区紫竹東栗栖町５０番地 491-2981   はり きゅう 
勝山三ツ星鍼灸院 勝山 昭人 京都市北区小山初音町６１ 492-2367   はり きゅう 
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   はり きゅう 
株式会社生和堂 針灸治療所 株式会社生和堂  京都市北区上賀茂御薗口町５    はり きゅう 
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   はり きゅう 
かみがも鍼灸室 町田 亮介 京都市北区上賀茂菖蒲園町79-17テラスロマネ202 090-2111-3402 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
烏丸紫明治療院 田中 賢次 京都市北区小山⻄花池町３２−１８ 451-8001 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
北⼤路東洋鍼灸整骨院 合同会社東洋ＡＭＪ 京都市北区小山北上総町２６番地米田ビル１Ｆ 468-8818   はり きゅう 
きたおか鍼灸院 北岡 佳子 京都市北区上賀茂⻄上之段町１９番地１６ 090-9054-4237   はり きゅう 
北山しばた鍼灸院 柴田 亮平 京都市北区紫竹下ノ岸町36番地 495-7033   はり きゅう 
京都指圧和 和泉 徹 京都市北区紫竹上⾼才町２１−３ 080-7809-1547 あん摩マッサージ指圧     
京都府立盲学校附属鍼灸マッサージ臨床センター 京都府立盲学校 京都市北区紫野花ノ坊町１番地 462-5083 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
金閣鍼灸院 日⻄ 昌雄 京都市北区衣笠開キ町１１１番地 463-8271   はり きゅう 
ぎんのさじ鍼灸院 小仲 浩司 京都市北区紫野泉堂町４ 080-6135-318 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
空水治療院 田中 昌輝 京都市北区⼤宮南田尻町58第2池田ビル1F 494-5666 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
久世治療院 久世 尚樹 京都市北区⼤宮一ノ井町２−８ 493-4135 あん摩マッサージ指圧     
くらまぐち鍼灸院 合同会社ウィロウ 京都市北区小山⻄⼤野町19番地4 432-7645   はり きゅう 
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   はり きゅう 
健康館マッサージ鍼灸院 守屋 健一 京都市北区小山内河原町４−１ 492-0822 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
こくまい指圧院 國米 秀明 京都市北区⻄賀茂柿ノ木町19ニュー太田307 491-1338 あん摩マッサージ指圧     
小松治療所 小松 慶三 京都市北区衣笠荒見町１３の９ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
小松原鍼灸整骨院 株式会社 ファミーユ 京都市北区小松原北町112番地ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ小松原B棟 464-1324   はり きゅう 
コムロ治療院 小室 裕志 京都市北区上賀茂中ノ坂町25-23 723-0454 あん摩マッサージ指圧     
こもれび治療院 吉川 章一 京都市北区紫野門前町７３ 493-3788   はり きゅう 
さい鍼灸整骨院 崔 鶴雲 京都市北区紫野⻄蓮台野町72-3 201-1668 あん摩マッサージ指圧 はり   
在宅マッサージ治療院寿楽 熊谷 剛 京都市北区衣笠北⾼橋町39番地4 463-7773 あん摩マッサージ指圧     
阪村みどろケ池灸院 阪村 道子 京都市北区上賀茂ケシ山１ 701-8171   はり きゅう 
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指圧 信光院 松沢 剛 京都市北区紫竹桃ノ本町20 492-0316 あん摩マッサージ指圧     
指圧治療室 円 村田 佳代子 京都市北区⼤将軍東鷹司町３７ 090-1107-3224 あん摩マッサージ指圧     
指圧⻑谷川療術院 ⻑谷川 久良 京都市北区紫野⻄御所田町３６ 492-6221 あん摩マッサージ指圧     
自然鍼灸治療院はりのすけ ⻄澤 ⿓太 京都市北区紫野東御所田町7 746-5623   はり きゅう 
しちく灸療院 垂水 道一 京都市北区紫野下門前町３８ 491-2888 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
じゃすみん鍼灸院 塚本 耕太郎 京都市北区⼤宮東小野堀町１０−５ 495-1166 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
しゅん太鍼灸整骨院 株式会社 京都ヘルスラボ 京都市北区鞍⾺口通寺町⻄⼊新御霊口町255 231-4364   はり きゅう 
しょうざん フォンターナー「マッサージ室」 松山 アヤ子 京都市北区衣笠鏡石町４７ あん摩マッサージ指圧     
しょうざん鍼灸院 中井 道仁 京都市北区⼤北山⻑谷町２しょうざんゴルフ内 463-0320   はり きゅう 
白川鍼灸院 白川 稔 京都市北区衣笠⾼橋町14 461-1778   はり きゅう 
新おおみや鍼灸整骨院 山根 康史 京都市北区紫竹⻄桃ノ本町49 493-8315   はり きゅう 
鍼灸治療院 そわ花 奥村 泰史 京都市北区平野宮北町３３１階⻄号室 080-5345-2363   はり きゅう 
鍼灸治療院 東洋の森 足立 美穂 京都市北区紫野上築山町36 495-7188   はり きゅう 
鍼灸治療院 睡蓮 太田 今日子 京都市北区紫野門前町44-5 202-4275   はり きゅう 
鍼灸.あんま.マッサージ.指圧つかもと治療院 塚本 文啓 京都市北区⻄賀茂榿ノ木町72 491-5538 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸院みつしま 光島 貴之 京都市北区紫野⻄御所田町１０ 431-5091 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸紫明院 菅野 幹道 京都市北区小山東花池町８ 417-3638   はり きゅう 
心耳庵 村田 稔彦 京都市北区上賀茂北⼤路町18-10 080-4709-2780 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
真陽堂 太田 陽一 京都市北区紫野中柏野町２２−１９ 285-1124 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
妹尾鍼灸院 妹尾 真澄 京都市北区小松原北町５４−２４ 461-5785   はり きゅう 
千北佛⼤前鍼灸整骨院 横関 誠 京都市北区紫野上御輿町30-3ミルノール１F 201-5037 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
髙木治療院 髙木 ⼆郎 京都市北区紫野下石⻯町３番地の３ 493-3954 あん摩マッサージ指圧     
竹中鍼灸マッサージ治療院 竹中 啓 京都市北区⼤宮⻄野山町28-20 491-7987 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
田中鍼灸院 田中 賢次 京都市北区紫野⻄御所田町34-1 493-7007   はり きゅう 
田中マッサージ治療院 田中 俊男 京都市北区⻄賀茂⼤深町１５ 493-4194 あん摩マッサージ指圧     
たにぐち兄弟治療院 谷口 茂樹 京都市北区小山⻄⼤野町７８ライオンズマンション北⼤路１０２号 432-5144   はり きゅう 
谷口鍼療所 谷口 幾夫 京都市北区紫野下鳥田町３７番地の３ 493-6001 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
つち川鍼灸整骨院 ⻃洞院 勇毅 京都市北区紫竹⻄⾼縄町98-1 491-9008   はり きゅう 
とつか鍼灸整骨院 ⼗塚 泰孝 京都市北区紫竹⻄南町４８ 493-3177 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
直本鍼灸治療所 直本 ゑい子 京都市北区紫野下若草町23 491-9018   はり きゅう 
中井治療院 中井 尚 京都市北区⻄賀茂⼤栗町３７ 492-0973 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中島はり、指圧治療院 中島 茂樹 京都市北区紫竹下本町４８−５ 492-6016 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ながと鍼灸整骨院 勝本 ⻑人 京都市北区紫野下門前町62ﾊﾟｰﾙ新⼤宮101 200-2269   はり きゅう 
中村鍼・マッサージ治療院  中村 孝 京都市北区上賀茂菖蒲園町３０−２ 781-2364 あん摩マッサージ指圧 はり   
⻄川洋子鍼灸院 ⻄川 洋子 京都市北区小山上初音町５４−４−１Ｆ 494-1998   はり きゅう 
⻄田マッサージ治療院 ⻄田 信夫 京都市北区紫野花の坊町３５楽只市営住宅１５棟１０１号 あん摩マッサージ指圧     
⻄村指圧治療院 ⻄村 清 京都市北区小山⻄⼤野町９−２ 491-2175 あん摩マッサージ指圧     
白梅町鍼灸接骨院 北浦 雄⼤ 京都市北区北野下白梅町28-3 406-7420   はり きゅう 
初音鍼灸院 田中 利江子 京都市北区小山初音町２−２ 491-0778 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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林ともみ治療院 林 友美 京都市北区小山下内河原町１０１コーポやすだ１０２号 090-7493-6232 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はやみ治療院 頓宮 恭子 京都市北区鷹峯藤林町6-321 492-5132 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり、きゅう、マッサージセンター （社）京都ﾗｲﾄﾊｳｽ 京都市北区紫野花ノ坊町１１社会福祉法人 京都ライトハウス内 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ビーウェル京都北山治療院 穂田 卓也 京都市北区紫野泉堂町３−２ 495-1696 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ひさ鍼灸治療室 堀場 久司 京都市北区紫竹⻄⾼縄町８２ 495-3085   はり きゅう 
美鍼灸salon紫菫 中道 純江 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町パティオ北山４１０ 708-3549   はり きゅう 
秀治療院 藤林 秀則 京都市北区上賀茂菖蒲園町32 781-7406 あん摩マッサージ指圧     
ひょうたん堂鍼灸院 平井 富三郎 京都市北区初音町26-3 495-0178   はり きゅう 
平田あん摩、針、灸治療院 平田 邦夫 京都市北区紫野上門前町２１ 491-0752 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
平山良庵針灸院 平山 正良 京都市北区紫野⻄蓮台野町２０−４ 491-7693   はり きゅう 
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   はり きゅう 
深尾鍼灸治療院 深尾 茂 京都市北区小山東花池町９番地 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
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 １階 495-7061   はり きゅう 
マッサージはり灸道家治療院 道家 惇三 京都市北区⼤将軍一条町８８の５ 461-1285 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松下針灸療院 松下 賢治 京都市北区紫野東舟岡町５９   はり きゅう 
マツムラ施療院 松村 敬子 京都市北区出雲路神楽町９ 708-8815   はり きゅう 
松本指圧マッサージ治療院 松本 美紀 京都市北区小山南⼤野町33-2 090-6832-0975 あん摩マッサージ指圧     
三浦鍼灸院 三浦 由夫 京都市北区紫野東野町20-15 491-3405 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
みさわ鍼灸整骨院 三澤 良介 京都市北区紫野東藤ノ森町2 203-4318   はり きゅう 
光島鍼灸マッサージ治療院 光島 貴之 京都市北区紫野下門前町４３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
みほ鍼灸接骨院 三保 雅弘 京都市北区⼤将軍⻄鷹司町12-8 464-7232 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ミヤコ鍼灸院・整骨院 岩本 伸治 京都市北区⻄賀茂柿ノ木町5番地2 406-1177   はり きゅう 
みやさこ治療室 宮迫 圭司 京都市北区紫野下神輿町28-1創彩ﾋﾞﾙ３Ｆ 495-1343 あん摩マッサージ指圧     
紫野鍼灸治療室 福井 潤子 京都市北区紫野上御所田町９番地２ 491-4580   はり きゅう 
むらやま鍼灸治療院 村山 聡 京都市北区紫野宮⻄町22-3 203-1867   はり きゅう 
盲人ホーム マッサージセンター美鈴 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター 京都市北区小山北⼤野町６１ 491-0184 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ももの木鍼灸室 ⻄村 真理子 京都市北区紫竹桃の本町３２−１ 090-6905-3757   はり きゅう 
モリジ鍼灸院 森治 毅一 京都市北区等持院南町75 467-0612   はり きゅう 
もり鍼灸整骨院 合同会社MORIX 京都市北区北野下白梅町47 432-7079   はり きゅう 
安原鍼灸接骨院 安原 秀典 京都市北区紫野上柏野町４４ 967-4892   はり きゅう 
山形鍼灸治療院 山形 武一 京都市北区小山板倉町５１ 492-9590 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
やまね鍼灸整骨院 山根 達郎 京都市北区⼤宮北椿原町６０番地シャトー圭山１０２ 406-5556   はり きゅう 
吉岡京子指圧院 吉岡 京子 京都市北区紫野中柏野町２１ 462-2855 あん摩マッサージ指圧     
吉田鍼灸治療院 吉田 泰一 京都市北区⼤宮南椿原町４８−３   はり きゅう 
余針灸院 余 玉姫 京都市北区紫竹桃ノ本町２１文理荘3号 495-2011   はり きゅう 
らいおん針灸接骨整骨院 小林 千洋 京都市北区平野⼋丁柳町７０−１ 366-8900   はり きゅう 
楽心⼆谷総合治療院 ⼆谷 琢也 京都市北区紫竹⻄野山町４８−２北山シキシママンション４０１ 090-2014-7450   はり きゅう 
レイス治療院 紫野 後藤 隆 京都市北区紫野上神輿町２ 493-2710 あん摩マッサージ指圧     
和田鍼灸院 和田 守展 京都市北区紫竹桃ノ本町５９ 491-8175 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
和田針灸院 和田 篤紘 京都市北区⼤宮開町8-3 493-1370   はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
相生鍼灸 萩原 三義 京都市上京区土屋町通出水上る弁天町303番地 090-1246-4690   はり きゅう 
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399 406-5900   はり きゅう 
アンマ モミにっく 特定非営利活動法人 もみ・に・行っく 京都市上京区新町今出川下ル徳⼤寺殿町345同志社⼤学継志館２F 090-9695-7719 あん摩マッサージ指圧     
按摩･ﾏｯｻｰｼﾞ･指圧 ⻄川治療院 ⻄川 啓⼆ 京都市上京区中立売通室町⻄⼊三丁町467-2 431-3511 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
池田針灸接骨院 池田 正史 京都市上京区上御霊鳥居前通鞍⾺口下ﾙ東⼊上御霊竪町447-12 222-0200   はり きゅう 
石井灸鍼院 石井 康宏 京都市上京区東堀川通出水下る四町目199番地1号 414-0141   はり きゅう 
石丸鍼灸治療院 石丸 志外記 京都市上京区廬山寺通智恵光院⻄⼊ル戌亥町１３０−９ 414-7707 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
今堀治療院 今堀 秀紀 京都市上京区七本松出水上る三番町274 090-7354-0462 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
岩川治療院 岩川 吉秀 京都市上京区寺町通今出川上る4丁目⻄⼊毘沙門町467ライオンズマンション京都烏丸１０６号 090-9058-0663 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
植村治療院 植村 則彦 京都市上京区松屋町通下立売下る⼆町目644-2番地 811-3939 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
うえむら鍼灸整骨院 植村 真吾 京都市上京区今出川通七本松⻄⼊⼆丁目今小路町744-33 464-7333   はり きゅう 
umehara sports 鍼灸院 梅原 尚士 京都市上京区油小路堀川の間中立売上る松之下町58-11 090-5165-5892   はり きゅう 
Ａ・Ｉ鍼灸院 井上 淳之 京都市上京区寺町今出川上ル上神輿町260 090-8283-3999   はり きゅう 
Ａ・Ｉ鍼灸院 井上 淳之 京都市上京区河原町通り荒神口上ル宮垣町８３−３ 746-7655   はり きゅう 
おおむら鍼灸院 ⼤村 信三 京都市上京区京都市上京区御前通今出川上る2丁目北町618番地デトムワン衣笠407号 757-8978   はり きゅう 
岡治療院 岡 寛 京都市上京区下⻑者町通智恵光院⻄⼊山本町102 431-0976 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
おもたに治療院 面谷 祐三子 京都市上京区今小路通御前通⻄⼊紙屋川町１０４９−３３ 462-9789 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
おりい治療院 月光庵 折居 とも江 京都市上京区下⻑者町通堀川東紹巴町２３ 354-6325 あん摩マッサージ指圧     
かおり鍼灸接骨院 山田 遼平 京都市上京区加賀屋町409 406-7678   はり きゅう 
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   はり きゅう 
かしま鍼灸院 加島 康裕 京都市上京区今小路通七本松⻄⼊上る東今小路町744-47 464-3335   はり きゅう 
片岡鍼灸接骨院 片岡 司沙 京都市上京区下立売通七本松⻄⼊⻄東町392−1 822-1959   はり きゅう 
かつらぎ鍼灸院 葛城 健司 京都市上京区今出川⼤宮東⼊元伊佐町275 441-6882   はり きゅう 
株式会社アルケル アルケル在宅鍼灸マッサージ 株式会社アルケル 京都市上京区主税町826番地28 823-0210 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
上京おかだ鍼灸整骨院 岡田 裕也 京都市上京区浄福寺通今出川下る竪⻲屋町２５１番地 417-0790   はり きゅう 
川上鍼療所 川上 昌美 京都市上京区一条通御前通東⼊⻄町25番地7 467-1378 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
関⻄指圧センター 橋田 豊彦 京都市上京区相国寺門前町647-8 451-8168 あん摩マッサージ指圧     
北村治療院 北村 繁 京都市上京区千本通中立売下る⻲屋町59 451-7741 あん摩マッサージ指圧     
京都中央はり灸院 ドリームジャパン株式会社 京都市上京区⻄北小路町223メサヴェルデ今出川101号室 756-4386   はり きゅう 
きりん針灸接骨整骨院 小林 千洋 京都市上京区⻄北小路町２３８今出川レジデンス１F 414-6664   はり きゅう 
熊本鍼灸院 熊本 敦子 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   はり きゅう 
⿊杉鍼灸マッサージ院 ⿊杉 ⾼之 京都市上京区今出川通⼤宮⻄⼊元北小路町１６２サイトウビル３階３０１ 080-3462-7516 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
公益社団法人 京都保健会 上京鍼灸治療所 公益社団法人 京都保健会 京都市上京区千本通上立売上る作庵町506 432-1302 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
こうづ鍼灸院 髙津 隆充 京都市上京区寺町通今出川上る⼆丁目北横町３５０番地 090-6333-5210   はり きゅう 
國領治療院  國領 保夫  京都市上京区中立売通⼤宮東⼊梨木町１９５ 441-7227 あん摩マッサージ指圧     
こまい鍼灸院 駒井 寛一 京都市上京区元誓願寺通浄福寺⻄⼊今出川町457-3 417-6688   はり きゅう 
⻫藤鍼灸院 ⻫藤 浩史 京都市上京区椹木町葭屋町⻄⼊ル講堂町２２３ヴィラ福田１Ｆ 841-3012 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
相良鍼灸院 相良 有生 京都市上京区千本通⼆条下る東⼊主税町1060番地 203-6026   はり きゅう 
桜整骨・鍼灸院⿊門店 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５４５ 406-0945   はり きゅう 
ささえ鍼灸院 佐々江 彰 京都市上京区上⻑者町通小川東⼊下小川町195-1 366-3958   はり きゅう 
ささないはり灸院 本田 曜子 京都市上京区⻄富仲町464−4 080-4267-1897   はり きゅう 
柴田鍼灸治療院 柴田 昭則 京都市上京区元誓願寺通浄福寺東⼊る元中之町５００ 宮崎屋 １F−B 451-5310   はり きゅう 
清水鍼灸院 清水 泰男 京都市上京区浄福寺五辻下ル有⾺町199 415-9708   はり きゅう 
社団法人京都保険会 上京鍼灸治療所 社団法人京都保険会 京都市上京区千本通寺ノ内下ル花⾞町４８２−２ 432-1261 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
人Jin平賀治療院 平賀 健作 京都市上京区智恵光院通寺の内上る⻄⼊歓喜町217すみれﾊｲﾂ103 441-8493 あん摩マッサージ指圧     
鍼灸処ひろ MR.ACUPUNCTURE 中島 宏樹 京都市上京区葭屋町通下⻑者町下る⻲屋町３４３−２ 080-5637-4801   はり きゅう 
鍼灸きのした 木下 緑 京都市上京区中筋通浄福寺東⼊菱屋町273 431-5170   はり きゅう 
鍼灸院 由利阿 岡嶌 和古 京都市上京区聚楽町851-1ブランシエラ⼆条城104 756-7952   はり きゅう 
正躰館 志野 正行 京都市上京区中務町468-43 801-6226 あん摩マッサージ指圧     
千一鍼灸あんまマッサージ指圧治療院 池本 健児 京都市上京区千本通一条上る北伊勢殿構町695番地グランコート千本一条904号 090-1447-4396 あん摩マッサージ指圧   きゅう 
せんなか⻄村鍼灸接骨院 ⻄村 太詞 京都市上京区中立売通千本⻄⼊⻲屋町692-1 465-9190   はり きゅう 
千本出水しせい治療院 松波 賢 京都市上京区尼ヶ崎横町351-3 406-1953   はり きゅう 
千丸鍼灸院 日野 力 京都市上京区千本丸太町上る東⼊小山町908-54 841-5721   はり きゅう 
そうや鍼灸整骨院 中⻄ 惣也 京都市上京区元新在家町166-3 748-0466   はり きゅう 
⾼田鍼療所 ⾼田 智行 京都市上京区紙屋川町1049-18 462-2425 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
竹内治療所 葉賀 トミエ 京都市上京区下立売六軒町⻄⼊ル⻑門町４２３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
多田治療院 多田 和生 京都市上京区河原町今出川下ル⼆丁目栄町373 090-1901-6781   はり きゅう 
谷口接骨院 谷口 正幸 京都市上京区上⻑者町浄福寺⻄⼊新柳⾺場頭町５２２−５ 414-3800   はり きゅう 
田村針りょう院 田村 佐多子 京都市上京区今出川通浄福寺⻄⼊ニ丁目東上善寺町164レスタージュ⻄陣1003   はり きゅう 
つち川鍼灸整骨院 烏丸鞍⾺口院 ⻃洞院 勇毅 京都市上京区上御霊中町457 432-5577   はり きゅう 
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   はり きゅう 
東洋鍼灸とぉとぅみ 建部 剛 京都市上京区上御霊前通新町東⼊継孝院町９０番地５ 090-7757-9329   はり きゅう 
とくひろ治療院 徳広 正俊 京都市上京区相国寺南門前町６３６ 211-0391 あん摩マッサージ指圧     
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 聚楽第マンション１階 417-1760   はり きゅう 
⻑田療院 ⻑田 昭美 京都市上京区芦山寺通⼤宮⻄⼊ル三丁目⻄社町２０１−１ 441-0725 あん摩マッサージ指圧     
中⻄治療院 中⻄ 康弘 京都市上京区松屋町下立売上る一町目625-11 822-5506 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
なかね鍼灸整骨院 中根 康之 京都市上京区七本松通下⻑者町上ル三番町257−5 463-8910   はり   
⻄陣おかもと整骨院 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   はり きゅう 
⻄鍼灸院 ⻄ 邦光 京都市上京区河原町通今出川上ル⻘⿓町221−41階 221-3699   はり きゅう 
⻄陣鍼灸院 小林 忠 京都市上京区中立売七本松東⼊ル三軒町６５ 462-1696   はり きゅう 
⻄田治療院 ⻄田 志津子 京都市上京区室町通上立売上ル裏風呂町368 431-6021 あん摩マッサージ指圧     
⼆条城北鍼灸・指圧マッサージ院 梅原 浩垂 京都市上京区中務町４８６番地１２９ 0120-100-370 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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通東⼊⻄町25番地8 466-0167   はり きゅう 
ひらの しんきゅう 平野 勝也 京都市上京区飛鳥井町246アクティ堀川103 431-0839   はり きゅう 
平山鍼灸マッサージ院 平山 芳夫 京都市上京区⻄今小路町８１５−１ 090-7357-2718 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
フィンチ鍼灸院 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 802-0007   はり きゅう 
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ふなつ治療院 船津 洋一郎 京都市上京区泰童片原町663-1上京ﾊｳｽ３棟１０３ 411-1004 あん摩マッサージ指圧     
PLUS beauty鍼灸院 株式会社 京都ヘルスラボ 京都市上京区上御霊中町453-1CASTEL ALACO 1階 366-3454   はり きゅう 
訪問鍼灸マッサージKEiROW京都上京区ステーション 久山 巧 京都市上京区上立売通室町⻄⼊上立売町16番地 0120-505-853 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
堀内鍼灸院 堀内 創 京都市上京区榎町３８７ｳｴｽﾄｽｸｴｱ304 366-8031   はり きゅう 
牧田鍼灸院 牧田 元博 京都市上京区⻄今出川町401 464-2600 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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⻄⼊元北小路町171 アティ今出川１F 441-0501 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
マッサージあけみ治療院 服部 朱実 京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町４４８清和テナントハウス あん摩マッサージ指圧     
マッサージはりきゅう垣谷治療院 垣谷 忠雄 京都市上京区⻄三本木通荒神口下ル上生洲町２１９の３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ鍼灸へいあん治療院 株式会社シャンティ 京都市上京区⼤⿊町722番地 203-5108 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ院ｗｏｏｄ ⻑谷川 隆樹 京都市上京区新町通一条上る一条田町504-2 090-5155-7126 あん摩マッサージ指圧     
松本指圧療院 松本 榮吉 京都市上京区猪熊通出水下ル荒神町428 801-4548 あん摩マッサージ指圧     
丸住治療院 丸住 和夫 京都市上京区堀川通寺ノ内上ル下天神町６５３番地エクセル堀川８０３号 451-7327 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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⻄⼊⻄丸太町１７１ 中⻄ビル１Ｆ 802-2117   はり きゅう 
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３９３−６ 415-8784 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
みなみの鍼灸院 南野 喜朗 京都市上京区室町通鞍⾺口下る竹園町13 090-7113-3283   はり きゅう 
みやこ鍼灸整骨院 宮本 和輝 京都市上京区一⾊町27ﾒｶﾞﾛｺｰﾌﾟ⻄陣1-1 432-3311   はり きゅう 
椋本鍼灸マッサージ院 椋本 直子 京都市上京区上御霊前通室町⻄⼊⽞蕃町28-2ﾚｽﾄﾊｳｽ202 451-5233 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
めぐみはり・きゅう院 三間 恵 京都市上京区室町通椹木町下ル⼤門町251-1Ｆ 746-2148   はり きゅう 
もりおか鍼灸院 森岡 正和 京都市上京区⻄洞院通中立売下る菊屋町257番地 451-1511   はり きゅう 
森下はりマッサージ療院 森下 和栄 京都市上京区今出川通七本松⻄⼊ル真盛町７１９−１２ 467-2266 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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⻄⼊る⻄上善寺町198-1 465-3302 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
やまうち治療院 山内 敏司 京都市上京区六軒町通元誓願寺上る玉屋町222 748-0297 あん摩マッサージ指圧     
ヤマダ治療院 山田 記久 京都市上京区六軒町通一条上る若松町346番地 203-7705 あん摩マッサージ指圧     
山本鍼灸院 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   はり きゅう 
有限会社鴻理学研究所光明治療院 有限会社鴻理学研究所光明治療院 京都市上京区烏丸通上立売上る柳図子町328番地の3三上ﾋﾞﾙ2F 441-1413 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ル ブレイユ鍼灸院 ⼤薮 圭子 京都市上京区⿊門通元誓願寺下ル毘沙門町746 080-4283-8321   はり きゅう 
和診堂鍼灸整骨院 拵井 将裕 京都市上京区丸太町通堀川⻄⼊る⻄丸太町191 ｱﾙﾃﾊｲﾑ⼆条城 366-3033   はり きゅう 
あい鍼灸整骨院 森 浩美 京都市左京区静市市原町138 203-7724   はり きゅう 
あおい鍼灸・整骨院 あおい治療院 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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
浅田鍼灸治療院 浅田 和男 京都市左京区下鴨貴船町43-3 712-4756   はり きゅう 
あらお鍼灸マッサージ治療院 荒生 愼一郎 京都市左京区一乗寺清水町18-5 701-5501 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
荒木はりマッサージ院 荒木 勉 京都市左京区新堺町通り仁王門下ル和国町３９１−５ 761-3932 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あんまマッサージ指圧北尾治療院 北尾 すゑの 京都市左京区一乗寺堂の前町２２ あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
石口マッサージ治療院 石口 啓⼆ 京都市左京区上⾼野隣好町25-10 702-1850 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
井上治療院 井上 光弘 京都市左京区北白川仕伏町27-7 701-3762 あん摩マッサージ指圧     
今⻄鍼灸院 今⻄ 忠夫 京都市左京区吉田牛ノ宮町１９ 771-5721 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
今村あん摩マッサージ指圧はりきゅう治療院 今村 京子 京都市左京区上⾼野隣好町７番地芳月荘 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
岩倉鍼灸院 あんじゅ 堤 一憲 京都市左京区岩倉幡枝町2823 746-4479   はり きゅう 
上田鍼灸治療院 上田 勝 京都市左京区岡崎天王町61‐1ヴィラ岡崎315 761-0801 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
上田鍼灸治療院 上田 憲⼆ 京都市左京区松ヶ崎桜木町３７−５   はり きゅう 
内田治療院 内田 主男 京都市左京区⾼野泉町１７−４ 722-7173 あん摩マッサージ指圧     
内堀治療院 内堀 千尋 京都市左京区一乗寺東浦町40-1アルカサール葉山203 703-5733 あん摩マッサージ指圧     
宇野鍼灸院 宇野 昭夫 京都市左京区⾼野蓼原町６３ 781-3896   はり きゅう 
えがお鍼灸院 株式会社えがおメディカルケア 京都市左京区一乗寺里ノ前町３１グランレブリー一乗寺１ＦＢ号 712-8177   はり きゅう 
江田鍼灸治療院 江田 元一 京都市左京区田中北春菜町３１−２ 712-0122 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
縁マッサージ治療院 上田 美香 京都市左京区吉田泉殿町63-9 771-8851 あん摩マッサージ指圧     
⼤⻄鍼療院 ⼤⻄ 正廣 京都市左京区静市市原町９２０−１５ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
岡村鍼灸マッサージ院 岡村 一希 京都市左京区⾼野泉町11-110 708-2848 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
小田鍼灸院 小田 隆雄 京都市左京区下鴨北芝町２１−２ 723-6666   はり きゅう 
おばま治療院（指圧・鍼灸） 小濵 百合 京都市左京区岩倉花園町686-4 721-5777 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かおり鍼灸院 藤川 かおり 京都市左京区⼋瀬秋元町297-2 201-1335   はり きゅう 
片桐治療所 片桐 ひさ 京都市左京区⿊谷町２０ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かなめ鍼灸 寺井 小要子 京都市左京区田中里ノ前町81 791-3080   はり きゅう 
河合鍼灸院 河合 勝元 京都市左京区吉田近衛町２６ 771-8630 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かわくぼ鍼灸院 河窪 紳介 京都市左京区田中下柳町１７ 702-8811   はり きゅう 
河田マッサージ治療院 河田 純代 京都市左京区北白川山の元町３２ あん摩マッサージ指圧     
北白川マッサージ 上河原 はな 京都市左京区北白川久保田町３４ノ１ あん摩マッサージ指圧     
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⻄蔦町29パン・クリニックス１Ｆ 701-1230 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
木村マッサージ施術所 木村 ⾼宏 京都市左京区静市市原町１２２３−１ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都キャロット鍼灸治療院 藤井 眞寿美 京都市左京区静市市原町７２３シャンブル１F 702-3988   はり きゅう 
京の施術処 はな椿 柳田 春奈 京都市左京区⿅ケ谷法然院⻄町４７ 070-6509-9947 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都鍼灸マッサージ 福永 丈泰 京都市左京区正往寺町４４９−１ 771-1074 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都府立視力障害者福祉センターあん摩はりきゅう臨床室 京都府知事  京都市左京区下鴨森本町２１ 722-8203 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
貴齢堂 有限会社三浦 京都市左京区下鴨本町１２−４ ３Ｆ 712-5863   はり きゅう 
錦林マッサージ治療院 降矢 恵一 京都市左京区浄土寺⾺場町2-1 555-2433 あん摩マッサージ指圧     
日下鍼灸接骨院 藤本 惠美子 京都市左京区下鴨本町3-16 712-3378   はり きゅう 
くさかべ鍼灸接骨院 日下部 翔平 京都市左京区北白川上別当町５−６ １階 791-3678   はり きゅう 
K.K.P body care unit 片岡 健太朗 京都市左京区山端⼤城田町27-8ｱｰｷﾃﾗｽ ｲﾏｲ101 708-1882 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
けいざん鍼灸院 井上 豊彦 京都市左京区聖護院東町２７−１ 761-2241 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
桂邨治療院 小林 千恵子 京都市左京区下鴨宮崎町59番地4 711-2596 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
後藤鍼灸治療院 後藤 浩一 京都市左京区岩倉⻑谷町1249松井⽅ 721-5025 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
こにし整骨院 小⻄ 健介 京都市左京区一乗寺宮ノ東町１７ 712-8838   はり きゅう 
小林あん摩療院 小林 敏子 京都市左京区吉田神楽岡町３７番地 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
近藤の鍼灸院 近藤 京子 京都市左京区一乗寺⼤新開町１７   はり きゅう 
齋鍼灸療院 山内 好子 京都市左京区田中里の内町９６ 791-1539 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
齋藤はり灸院 齋藤 裕美 京都市左京区田中上柳町９０ 781-3375 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
左京区⾼野平川針灸治療院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市左京区一乗寺地蔵本町６−２ ⾼野ＫＮビル 741-6228   はり きゅう 
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   はり きゅう 
ササキ療院 笹木 秀行 京都市左京区吉田上阿達町４ 771-2129 あん摩マッサージ指圧     
佐藤鍼灸明徳治療所 佐藤 集 京都市左京区岩倉忠在地町３６３ 701-5700 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
指圧マッサージ陽だまり 米光 篤 京都市左京区下鴨東半木町８−６ 781-5501 あん摩マッサージ指圧     
下鴨岩田鍼灸院 岩田 浩和 京都市左京区下鴨⾼木町４６−１じょい下鴨１階 702-3586   はり きゅう 
社団法人信和会 川端鍼灸治療院 社団法人信和会 京都市左京区冷泉通川端東⼊ル中川町188 762-2101   はり きゅう 
じゅ鍼灸院 朱 秉昱 京都市左京区田中東春菜町36-1 712-2828   はり きゅう 
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   はり きゅう 
聖護院鍼灸療法所 北出 利勝 京都市左京区聖護院東寺領町１ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸盛田治療院 盛田 泰三 京都市左京区一乗寺出口町19 702-0767 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸晃治療院 清水 眞喜子 京都市左京区山端⼤塚町５の３１ 711-0588   はり きゅう 
鍼灸・指圧マッサージ 上⾼野治療院 橋田 豊彦 京都市左京区⼋瀬野瀬町267⼋瀬鱒ノ坊ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ313 724-4456 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸整骨処 よろこびや 團 伴晃 京都市左京区岩倉忠在地町8-7 741-8755   はり きゅう 
鍼灸院やまぐち 山口 勘太郎 京都市左京区一乗寺南⼤丸町89 711-0947   はり きゅう 
鍼灸治療院 ｓｈｉｍｏｇａｍｏ 小林 孝裕 京都市左京区下鴨東森ケ前町19カーサ下鴨103 708-7025   はり きゅう 
鍼灸とらや左京区 樋口 公康 京都市左京区浄土寺⾺場町１０シャトウビクトリア１０２ HEAVEN内 751-9388 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸 ｍａｍａｎ 丸茂 美保子 京都市左京区和国町４０６−３ 741-8176   はり きゅう 
ずいせん整骨院 有限会社Ｃ.Ｓ.Ｓ 京都市左京区吉田牛ノ宮町２５−１ 751-0531   はり   
水簾洞・指圧治療院 丸尾 友志 京都市左京区静市市原町1291-35 203-5246 あん摩マッサージ指圧     
鈴木鍼灸指圧治療院 鈴木 博 京都市左京区田中関田町３４の１４ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
清明マッサージ治療院 降矢 恵一 京都市左京区下鴨東本町２６−３ ３０１号室 070-1777-9602 あん摩マッサージ指圧     
たかだ鍼灸マッサージ院 ⾼田 麻記子 京都市左京区岩倉花園町２０ 708-5155 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
たく鍼灸整骨院 李 拓哉 京都市左京区下鴨本町26-3 708-5039   はり きゅう 
たくま針灸院 吉澤 拓⾺ 京都市左京区聖護院⻄町1番7ｳｴｽﾃｰﾄ聖護院101号 752-1585   はり きゅう 
田辺治療院 田辺 恒彦 京都市左京区田中⼤堰町５０−３０ 723-0651 あん摩マッサージ指圧 はり   
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
辻󠄀川針療所 辻󠄀川 実 京都市左京区吉田下阿達町１０−９ 771-8049 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
Ｔｅｔｓｕ鍼灸院 太田 哲意 京都市左京区北白川東蔦町24-3 050-3695-3699   はり きゅう 
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ノベルテラス稔 708-8857   はり きゅう 
てらい鍼灸院 寺井 忠 京都市左京区浄土寺⾺場町４ハイツ銀閣苑１階 744-1137   はり きゅう 
東⽅鍼灸指圧整骨院 林 重秀 京都市左京区田中⻄⼤久保町２１−１ 703-8333 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ときお鍼灸治療院 岩田 時雄 京都市左京区田中東⾼原町３６の３ 711-6802 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
殿東指圧院 殿東 由佳子 京都市左京区田中野神町１１−４ 712-0768 あん摩マッサージ指圧     
永井治療院 永井 克己 京都市左京区岩倉木野町43 711-3241 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中島治療院 中島 忠一 京都市左京区一乗寺木ノ本町３７ＫＳ北白川２Ｆ 703-7411 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
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番地1 711-7123   はり きゅう 
⻄崎鍼灸院 ⻄崎 武雄 京都市左京区岩倉花園町２４７ 723-0828   はり きゅう 
⻄村治療院 ⻄村 康治 京都市左京区下鴨貴船町１０８−８ 080-4583-6002 あん摩マッサージ指圧     
⻄村治療院あん摩マッサージ指圧 ⻄村 清 京都市左京区下鴨下川原町２ 722-2911 あん摩マッサージ指圧     
のがわ鍼灸指圧治療院 ⻲田 哲生 京都市左京区吉田中阿達町１０−３５ 606-4172 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はじ整骨鍼灸治療院 太田 肇 京都市左京区田中⻄⼤久保町32-14 090-9057-7655 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はしもと鍼灸治療院 株式会社ＨＹＭＧ 京都市左京区田中⾼原町５ＧＲＡＣＥ北白川１Ｆ 701-5778   はり きゅう 
はすそら鍼癒院 三脇 史子 京都市左京区下鴨狗子田町１０−１ 703-5815   はり きゅう 
羽田指圧治療院 羽田 太郎 京都市左京区一乗寺里ノ⻄町７−４ 701-6536 あん摩マッサージ指圧     
はやし鍼灸 林 英孝 京都市左京区一乗寺東閉川原町３０−１０ 712-4152   はり きゅう 
ハリキュウマッサージのとう治療院 野藤 銃公 京都市左京区田中上⻄裏町３４の１ 781-6575 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりきゅう治療院 浜田信 浜田 信 京都市左京区一乗寺深殿町４０地産マンション５階５０４号 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり灸治療院 リセラ 中 純子 京都市左京区下鴨萩ヶ垣内町19-1 754-8168   はり きゅう 
はりきゅうマッサージ まどか治療院 打谷 円香 京都市左京区岡崎徳成町28-15 090-9382-3581 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
東山⼆条針灸院 小林 弘明 京都市左京区岡崎徳成町１１−３ 090-8125-0013   はり きゅう 
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   はり きゅう 
福井治療院 福井 紫乃 京都市左京区上⾼野仲町５６ 701-7027 あん摩マッサージ指圧     
藤庭治療院 藤庭 隆司 京都市左京区上髙野下荒蒔町９ 791-7902 あん摩マッサージ指圧     
藤村鍼灸院 藤村 ⾼弘 京都市左京区吉田神楽岡町１７２ 761-0303   はり きゅう 
ふじもと整骨院、鍼灸院 藤本 知博 京都市左京区田中野神町２０−１３ 606-6216   はり きゅう 
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   はり きゅう 
ふるはし鍼灸院 古𣘺 広樹 京都市左京区田中下柳町13 090-7024-7050   はり きゅう 
PEP KYOTO 鍼灸マッサージ治療院 木村 ⾼成 京都市左京区一乗寺河原田町４５−２ 712-1189   はり きゅう 
ボディバランスサポート京都北山 あらお鍼灸マッサージ治療院 荒生 愼一郎 京都市左京区松ケ崎小竹薮町3-8 080-2397-4039 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
昌山鍼灸院 昌山 基成 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町１８−７ 721-1727   はり きゅう 
松榮治療院 松嶋 誠 京都市左京区修学院中林町２３番地 702-9522 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージプラザ 小林 美佐 京都市左京区⾼野清水町３８⾼野リバーハイツ内 706-3356 あん摩マッサージ指圧     
マッサージルーム 京都セラピア三条店 有限会社 喜珠興産 京都市左京区新麩屋町通三条上る超勝寺門前町８４番地１ ライフビル１０２号 754-0930 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
めぐみはり・きゅう整骨院 三間 恵 京都市左京区下鴨⻄本町27-4コーポ下鴨ミカサ1Ｆ 741-6257   はり きゅう 
森田鍼灸院 森田 修司 京都市左京区浄土寺上⾺場町87 771-2655 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
安田鍼灸院 安田 正典 京都市左京区吉田近衛町26 771-5029   はり きゅう 
やすもと 鍼灸院 安本 陽子 京都市左京区⼤原勝林院町445-1 744-2658   はり きゅう 
やまがた鍼灸接骨院 山形 ⾼明 京都市左京区浄土寺⻄田町100-36 752-1515   はり きゅう 
山口針灸治療院 山口 一夫 京都市左京区聖護院山王町２５−１０ 752-8989   はり きゅう 
ゆう治療院 下⼾ 優 京都市左京区新丸太町46 090-8576-2389   はり きゅう 
有限会社⻄田指圧⻑生療院 （有）⻄田指圧⻑生療院 京都市左京区下鴨東⾼木町２３番地の１３ 701-6008 あん摩マッサージ指圧     
ゆき鍼灸院 川越 美奈 京都市左京区⾼野⻄開町３４−９ネバーランド京都下鴨東４０７号 701-7184 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ゆに鍼灸院 安東 由仁 京都市左京区⿅ヶ谷法然院⻄町36 748-1983   はり きゅう 
六合針灸院 中野 綾子 京都市左京区松ヶ崎平田町８−１４ 703-0300   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
若城整骨治療所 若城 弘孝 京都市左京区岩倉中町４２４ 701-8822 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
若城ほねつぎ 若城 正則 京都市左京区岩倉中在寺町１９７ あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
わたなべ治療院 渡邉 多鶴子 京都市左京区一乗寺才形町51 701-5570 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
コロコロ鍼灸整骨院 ⾼野院 株式会社 Life style コロコロ 京都市左京区⾼野⻄開町54   はり きゅう 
⻘木治療院 ⻘木 泰三 京都市中京区⻄ノ京永本町２０−１４ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻘村鍼灸整骨院 田村 直 京都市中京区壬生坊城町５３坊城ビル１０１ 841-6628   はり きゅう 
⻘山鍼灸整骨院 ⻘山 裕希 京都市中京区聚楽廻東町３−２０ 080-3796-1523   はり きゅう 
あき鍼灸院 松村 明洋 京都市中京区東洞院通⼆条上る壺屋町５１２−１ 090-3928-1467 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あさの鍼灸院 浅野 晃弘 京都市中京区⻄ノ京原町54 821-4854   はり きゅう 
あだか鍼灸整骨院 安髙 祐司 京都市中京区中京区河原町通夷川下る指物町３３９ 746-5963   はり きゅう 
雨森鍼灸院 雨森 治 京都市中京区釜座通夷川下る⼤⿊町682 222-2237   はり きゅう 
荒木マッサージ指圧治療院 荒木 一男 京都市中京区⻄ノ京冷泉町１４ あん摩マッサージ指圧     
あんま屋 小城 小城 隆 京都市中京区⻄ノ京内畑町8 354-6016 あん摩マッサージ指圧     
あんま・マッサージ・指圧 ことぶき治療院 脇坂 寿和 京都市中京区⻄ノ京三条坊町4-5 841-1509 あん摩マッサージ指圧     
板橋鍼灸院 板橋 恒治 京都市中京区⻄ノ京中御門東町45 822-0161   はり きゅう 
一棗庵鍼灸院 伊藤 顕子 京都市中京区尾張町２３４アマデウス麴屋町⼆條３０３号室 090-1901-6461 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
伊吹鍼灸治療院 伊吹 ゆかり 京都市中京区御池通⻄洞院下る三坊⻄洞院町５６５ラフィーネ御池６０３号 090-2706-8613   はり きゅう 
彩鍼灸院 （有）邦 京都市中京区綿屋町528烏丸エルビル901 213-5004   はり きゅう 
岩田鍼灸治療室 岩田 博夫 京都市中京区堺町通⼆条下る杉屋町635 第1ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ上杉502号 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ＷＯＭＢ美和鍼灸院 川﨑 美和 京都市中京区壬生神明町１−１３７ 090-6005-6605   はり きゅう 
上杉はり治療所 上杉 倞 京都市中京区壬生松原町12-11 801-1698   はり きゅう 
上杉はり治療所 分院 北住 京子 京都市中京区壬生相合町62-31 823-2238   はり きゅう 
うえぼう鍼灸接骨院 上坊 典明 京都市中京区⻄ノ京職司町12-4 812-5651   はり きゅう 
うちだ治療院 あんま指圧はりきゅう 内田 康介 京都市中京区柳⾺場通御池上る⻁石町４０―２⼋盛ビル４階Ｂ号室 080-8534-6301 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
うの鍼灸院 宇野 雄次 京都市中京区⻄ノ京永本町１４ 406-0511   はり きゅう 
うみまる鍼灸接骨院 淺海 圭 京都市中京区壬生坊城48番の31-104 842-0503 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
エイト鍼灸整骨院 河上 仁 京都市中京区寺町通六角下る式部町259番地1舟木ビル4階D号室 090-9700-2292   はり きゅう 
ＡＣＥ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ[ｴｰｽ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ] 株式会社リーチ 京都市中京区一之船⼊町３７４アソルティ河原町⼆条ビル３Ｆ 080-3767-3255   はり きゅう 
ＳＲ鍼灸烏丸 境野 昌行 京都市中京区木之町２９９CotoGlance姉小路通４Ｂ 708-5532   はり きゅう 
江原鍼灸整骨院 江原 吉昭 京都市中京区⻄ノ京御輿岡町１０番地 463-8639   はり きゅう 
延寿堂鍼灸治療所 株式会社延寿堂 京都市中京区⼆条寺町東⼊ﾙ榎木町95-1 延寿堂第2ﾋﾞﾙ3階 231-2822   はり きゅう 
⼤⻄鍼灸院 ⼤⻄ 良樹 京都市中京区聚楽廻東町３番地 801-1124   はり きゅう 
⼤橋マッサージ療院 ⼤橋 僖久枝 京都市中京区蛸薬師富小路東⼊油屋町138 221-5326 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⼤平治療院 ⼤平 修爾 京都市中京区聚楽廻⻄町１８８ 811-8988 あん摩マッサージ指圧     
⼤宮鍼灸院 ⼤⻄ 哲 京都市中京区⼤宮通錦小路上ル四坊⼤宮町１６８ 821-1614   はり きゅう 
おかもと鍼灸整骨院 岡本 孝史 京都市中京区錦小路室町東⼊る占出山町３０１‐２Ｆ 211-6789   はり きゅう 
押小路寺町治療院 神野 洋太 京都市中京区⻲屋町406NOVA-F401号 090-6178-8274   はり きゅう 
会員制鍼灸サロンＨＡＲＩＣＡ 三牧 正 京都市中京区⻄ノ京職司町６７−８６ マイフラットＴ２０１ 286-4323   はり きゅう 
かねだ治療院 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   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
株式会社Ｏｐｉo鍼灸治療院 株式会社Ｏｐｉo 京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町569番地川塚ビル４F 212-6516 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
株式会社ケアフォート 京さくら治療院 株式会社ケアフォート  京都市中京区釜座通三条上る釜座町21-2 496-8140 あん摩マッサージ指圧     
株式会社⼆條梅本治療所 株式会社⼆條梅本治療所 京都市中京区⻄ノ京職司町２６−７ 802-0567   はり きゅう 
かめしん鍼灸整骨院 安藤 岳 京都市中京区⻄ノ京池ノ内町24-11 090-1487-1304   はり きゅう 
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   はり きゅう 
烏丸Genki鍼灸整骨院 株式会社GENKI 京都市中京区⻄洞院通錦小路上る古⻄町興和セントラルビル１Ｆ 255-0209   はり きゅう 
烏丸御池鍼灸院 株式会社ほね屋 京都市中京区仲保利町185時事通信社ビル4F 241-2101   はり きゅう 
烏丸御池鍼灸整骨院 株式会社オフィスケイ 京都市中京区御池通富小路下る松下町135-3コスモシティ御池富小路１階 708-5755   はり きゅう 
川上施術院 マッサージＳＰＡＣＥ 川上 治 京都市中京区三条下ル下⼋文字町705 812-5903 あん摩マッサージ指圧     
河本鍼灸院 河本 巽 京都市中京区⻄ﾉ京右⾺寮町８ 811-8402 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
北浦鍼灸院 北浦 昭雄 京都市中京区⻄ノ京三条坊町5 811-6991   はり きゅう 
北尾鍼灸整骨院 北尾 隆明 京都市中京区⻄ノ京式部町５０ 821-2525   はり きゅう 
京都医健専門学校附属第２鍼灸治療所 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   はり きゅう 
京都ＰＴ鍼療所 岡田 郷 京都市中京区壬生朱雀町33-2サンハイツ⻄220 090-1960-1547   はり きゅう 
京都医健専門学校附属鍼灸治療所 学校法人 滋慶京都学園 京都市中京区三条通室町⻄⼊衣棚町51-2 257-6507   はり きゅう 
京都さとう鍼灸院 佐藤 臣児 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町431ｳﾞｫｰﾙ･ｳﾞｫﾗﾝ303号 748-1889 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都⻑生館療院 川邊 丈温 京都市中京区御池通⻄洞院押⻄洞院590-5ライフプラザ烏丸御池３０１号 211-0259 あん摩マッサージ指圧     
京都⻄洞院鍼灸治療院 渋谷 修 京都市中京区⻄洞院通六角下ル池須町４１７ 241-1335   はり きゅう 
「空」よしとめ鍼灸整骨院 吉留 ⺒雅 京都市中京区御幸町通三条上る丸屋町３１５たけうちビル５F５０１ 090-8653-3101   はり きゅう 
くぼい鍼灸院 久保井 克典 京都市中京区壬生下溝町６０番地 315-3040   はり きゅう 
久保村鍼灸マッサージ治療院 久保村 亮 京都市中京区寺町御池下る本願寺前町５１０ 梅安ビル４階 285-2263 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
Crazy鍼灸院 中澤 智美 京都市中京区梅忠町20-1烏丸アネックス1019号 090-9863-3970   はり きゅう 
けいらく鍼灸院 泰楽 勝田 泰典 京都市中京区丸屋町338ﾌﾟﾗﾝﾀﾝﾊﾔｼﾋﾞﾙ3F 255-3637   はり きゅう 
コウ鍼灸治療室 株式会社 タイト   京都市中京区⻄⿂屋町607FORUM四条烏丸302 212-6317 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
弘泉堂鍼灸接骨院 ⻄原 勝茂 京都市中京区⻄ノ京上平町４９−１ドーリアＮＥＸＴ円町１Ｆ 406-5151   はり きゅう 
御所南指圧まつ山 松山 岳文 京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町537新井ビル1階2号室 231-9877 あん摩マッサージ指圧     
小⻄治療院 小⻄ 誠 京都市中京区聚楽廻松下町１２−３３ 801-0907 あん摩マッサージ指圧     
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番地13シャトー御池１F-B 802-2050   はり きゅう 
こまがた鍼灸整骨院 駒形 知彦 京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町81-1エスト堀川1F 241-0542   はり きゅう 
小牧鍼灸治療院 小牧 千恵 京都市中京区聚楽廻⻄町181-5ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸太町206号 841-4534 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
コロコロ鍼灸整骨院 ⻄⼤路院 株式会社Life style コロコロ 京都市中京区⻄ノ京東中合町５５番地 822-2339   はり きゅう 
⻫藤金はり治療所 ⻫藤 学 京都市中京区壬生辻町１６ 811-5371 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
坂田治療室 坂田 雄亮 京都市中京区七軒町466 822-3003 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
さちよ鍼灸マッサージ治療院 山﨑 さちよ 京都市中京区丸太町通室町東⼊る道場町３オークローチェビル２F 212-4113 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
サロンドフルール洪鍼灸院 洪 聡美 京都市中京区烏丸三条上ル場之町５９６ハイツエスメラルダ９０７ 080-2507-9216   はり きゅう 
三条鍼灸院 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91-2 822-9555   はり きゅう 
指圧あんま朝日堂治療院 髙倉 潔 京都市中京区竹屋町171バインオークネクト101 366-5303 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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⻄⼊占出山町311アニマート錦2階 222-0215   はり きゅう 
四条烏丸平川針灸治療院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市中京区⻄⿂屋町６０５ＳＴビル３Ｆ 746-6931   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
四条烏丸中央鍼灸院 ドリームジャパン株式会社 京都市中京区蛸薬師通室町⻄⼊姥柳町193 上村ビル１F 231-0017   はり きゅう 
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 600-8687   はり きゅう 
⼗字式指圧治療院 坂田 晶彦 京都市中京区天神山町277Ｋーａｎビル2Ｂ 080-2395-1994 あん摩マッサージ指圧     
鍼灸マッサージ 太気堂 井上 利和 京都市中京区⻄ノ京内畑町29-19 812-2403 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸 スノルノ 成岡 玉江 京都市中京区富小路通夷川上ル⼤炊町363 ﾈｵｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ御所南101 708-7489   はり きゅう 
鍼灸院志楽 春名 政敏 京都市中京区竹屋町両替町⻄⼊⻲屋町147烏丸小山ビル 090-7761-8410   はり きゅう 
鍼灸 健美庵 四⽅ 博 京都市中京区楠町610森マンション32 213-3319   はり きゅう 
鍼灸あん摩マッサージ指圧 きっこうどう 中塚 香奈子 京都市中京区天神山町２７７ｋ-ａｎ３階Ａ号室 756-5963 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸漢風堂 王 宏紀 京都市中京区妙満寺前町４５３呉波ビル４Ｆ 212-9755   はり きゅう 
鍼灸マッサージ ハル治療院 市村 和清 京都市中京区富小路姉小路松下町１２５−１ハートランド姉小路１Ｆ 257-2488 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
しん鍼灸院 ⼤浦 真 京都市中京区聚楽廻⻄町１８６−１３ 366-6190   はり きゅう 
すいか庵オフィスケア（川島 弓枝） 川島 弓枝 京都市中京区押小路通烏丸東⼊⻄押小路町118プールトゥジュール中はし303号 090-6237-9025 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
杉田マッサージ鍼灸院 杉田 健 京都市中京区聚楽廻⻄町183-12 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
杉村治療院 杉村 和夫 京都市中京区⻄ノ京⼤炊御門町8-10 463-4711 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
Space Higashino はりきゅう院 東野 光子 京都市中京区⻄ノ京笠殿町7番地2 080-5712-7002   はり きゅう 
Sports＆Beauty Genki鍼灸整骨院 千本三条店 株式会社GENKI 京都市中京区壬生朱雀町1番地ジーパレス京都⼆条プレミアム1号室 366-8508   はり きゅう 
太子道鍼療院 樽井 智彦 京都市中京区⻄ノ京冷泉町35番地 090-5275-7248   はり きゅう 
太陽はり・きゅう整骨院 川勝 信也 京都市中京区⻄ノ京内畑町24 811-0790 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
髙島針灸院 髙島 文一 京都市中京区髙倉通り⼆条下ル瓦町５６６ 231-3694   はり きゅう 
樹 はりきゅう院 小嶋 樹  京都市中京区中島町９８御所飴ビル６Ａ 254-8750   はり きゅう 
田中針灸院 田中 久美子 京都市中京区岩上通六角下ル岩上町７４１ リライブ堀川４０２号 812-1009 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
谷口鍼灸マッサージ治療院 谷口 昌隆 京都市中京区聚楽廻東町１１−１３ 811-1271 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
田原はり灸整骨院 田原 ⼤仁 京都市中京区河原町姉小路⻄⼊る下本能寺前町519 231-0711   はり きゅう 
小さな鍼灸整骨院 Ｆｉｋａ 田中 彰宏 京都市中京区聚楽廻東町32-4 600-2445   はり きゅう 
中医鍼灸整骨院 (有)中醫ｸﾘﾆｯｸ 京都市中京区⻄ノ京小堀町2−36 841-3672 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻑生館（有）光り治療院 有限会社 光り治療院 京都市中京区御幸町通⼆条下る山本町437-3坂部御幸町ビル３Ｆ 231-1147 あん摩マッサージ指圧     
治療院・訪問マッサージ ゆりかご 野原健⼆ 野原 健⼆ 京都市中京区⻄ノ京御輿岡町25-14 465-1098 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳからだオーダー鍼灸 冨田 飛雄⾺ 京都市中京区⻄ノ京原町55-2グランドプラス⻄⼤路御池102 468-1776   はり きゅう 
てとね鍼灸整骨院 合同会社GOODHAND 京都市中京区室町通御池下る円福寺町３４５サウス御池ビル４F 366-4945   はり きゅう 
動かたおか鍼灸治療室 片岡 健太朗 京都市中京区要法寺前町７０７ＣＨＩＤＡビル２Ｆ 257-7882 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
東海治療院 東海 榮美子 京都市中京区壬生森町４０ 811-6269 あん摩マッサージ指圧     
⼾田はりきゅう整骨院 ⼾田 慧 京都市中京区丸太町通⻄洞院東⼊田中町124 231-5890   はり きゅう 
トヨタ鍼灸院 豊田 司 京都市中京区三条通烏丸東⼊梅忠町21-1 アネックス烏丸213号室   はり きゅう 
中村鍼灸院 中村 亮太 京都市中京区壬生賀陽御所町３−２０ 賀陽コーポラス１１１０号 090-8449-5906   はり きゅう 
なかむら第⼆針療所 中村 一徳 京都市中京区錦小路通⻄洞院⻄⼊る蟷螂山町458 212-9278 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
にこ鍼灸治療室 岩出 佳隆 京都市中京区⼆条通寺町⻄⼊山本町４４２ 231-3524 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
にしおおじ鍼灸院 ⻑町 宏 京都市中京区⻄ノ京南原町１番地 822-2822   はり きゅう 
錦美樹鍼灸整骨院 ＭʼＳコーポレーション㈱ 京都市中京区天神山町２８１ ２Ｆ 606-5001   はり きゅう 
⻄野鍼療院 ⻄野 晃 京都市中京区⻄ノ京池ノ内町３０−６ 841-3420 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
にしむら鍼灸院 ⻄村 正樹 京都市中京区三条通⻄洞院⻄⼊塩屋町46 中川ビル1F 241-1122   はり きゅう 
⼆条鍼灸院 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   はり きゅう 
音⾊鍼灸院 繁道 ⼤揮 京都市中京区三条猪熊町６４５−１ 354-6200   はり きゅう 
野々口鍼灸院 日向の木 合同会社 京都市中京区堀川通錦小路上ル吉野町836-2 090-8388-2016   はり きゅう 
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   はり きゅう 
⻑谷川治療院 ⻑谷川 和良 京都市中京区錦堀川町648ｶｽﾃｯﾛ・ﾛｯｿ801号 222-0620 あん摩マッサージ指圧     
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 252-2268   はり きゅう 
はつだ鍼灸院 初田 勝久 京都市中京区堺町通蛸薬師下る菊屋町530 255-6022   はり きゅう 
はり･きゅう･マッサージ 日の丸治療院 滝川 めつ 京都市中京区蛸薬師通河原町東⼊備前島町３１３番地 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
Hari-cure 和美鍼灸院 杉本 和美 京都市中京区御幸町三条上ル丸屋町５０１ 090-9984-2714 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりきゅうマッサージ 堀治療院 堀 愛子 京都市中京区⾼倉通夷川上ル福屋町737 231-9292 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりきゅう 中島治療所 中島 達夫  京都市中京区壬生東土居ノ内町１０   はり きゅう 
はりきゅうマッサージ 野村治療院 野村 廣喜 京都市中京区壬生坊城町８番地の５７ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸うえだ 上田 優太 京都市中京区壬生淵田町１０−２ 090-5899-5326   はり きゅう 
ピアーズ鍼灸整骨院 土谷 尚⼤ 京都市中京区丸屋町159-1ボナール三条⾼倉205 741-8728   はり きゅう 
美鍼灸サロン Ｃａｒａｒａ 株式会社Ａｍｙ 京都市中京区麩屋町通押小路上る橘町613-1Cafe ELGAR マナハウス101号室 213-1955   はり きゅう 
ＶＩＶＡ骨盤接骨院 三条寺町院 株式会社Loop Quest 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町515-202 741-6305   はり きゅう 
美容鍼 ＆ ボディコンディショニング ＲＡＣＩＮＥ 株式会社Ｏｚ ｌｉｎｋ＆ＳＴＹＬＥ 京都市中京区橋弁慶町233ガーデンビル4Ｆ 708-3927   はり きゅう 
ひろせマッサージ治療院 廣瀬 智美 京都市中京区泉正寺町318Shine蛸薬師401 255-1322 あん摩マッサージ指圧     
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23 803-6414   はり きゅう 
Ｆａｎ鍼灸 ⻩ 香淑 京都市中京区御倉町68プリオール烏丸三条302 746-3834   はり きゅう 
福田鍼灸院 福田 ⼤樹 京都市中京区⻄ノ京原町９６−３ランピエヌ御池３０１ 080-5325-1666   はり きゅう 
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寺８２ハイツサンローズ１階 211-7033   はり きゅう 
藤ノ木灸 山田鍼灸院 山田 孚子 京都市中京区⻄ノ京藤ノ木町１０−３ 802-2569   はり きゅう 
ふたば鍼灸整骨院 池⻄ 功平 京都市中京区⻄ノ京⿅垣町5-1ラスパルマス京都円町1階 406-7141 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ＢｅＡｕ 株式会社ＨＡＬｏｔｕｓ 京都市中京区南⾞屋町288-2美よしビル２Ｆ 090-1252-8798   はり きゅう 
ほねつぎ賢心鍼灸院 株式会社賢心 京都市中京区⻄ノ京東中合町５６パレット御池１Ｆ 822-3808   はり きゅう 
堀鍼灸院 堀 耕三 京都市中京区壬生仙念町１９中村ビル２Ｆ 822-2124 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ指圧はりきゅう 増田治療院 増田 敏夫 京都市中京区⻄ﾉ京池ノ内町22-31 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ・はり灸 村田治療院 村田 英行 京都市中京区⻄ノ京池ノ内町19-34 811-2411 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ ⻄田治療院 ⻄田 倚万子 京都市中京区聚楽廻り東町21-19 あん摩マッサージ指圧     
マッサージセラピー曽根 曽根 隆 京都市中京区蛸薬師通⻄洞院⻄⼊池須町423 221-8680 あん摩マッサージ指圧     
松村鍼灸治療院 松村 直彦 京都市中京区⻄ノ京南原町１−１中常ビル１階 821-4976   はり きゅう 
麻実マッサージ治療院 中江 麻実 京都市中京区⻄ノ京観学院町１ー１８ 080-4024-07771 あん摩マッサージ指圧     
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 708-6522 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
水上鍼灸・按摩・マッサージ・指圧治療所 水上 保夫 京都市中京区⻄ノ京⻄中合町63 821-0314 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
宮原あんまマッサージ治療所 宮原 満 京都市中京区壬生⾼樋町５０ あん摩マッサージ指圧     
ミラナ鍼灸院 伊勢 あかね 京都市中京区四条通錦⼤宮１３０メゾンドール四条⼤宮１００１号 811-3393   はり きゅう 
みわ鍼灸療法院 三輪 哲朗 京都市中京区岩上町７５１−１シャトー・ル・ロ・シェ 406-5655   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
むらさい鍼灸施術処おく楽堂 村斎 友子 京都市中京区⻄ノ京北聖町町37-2 822-6395 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
紫の上レディース鍼灸院 武智 美子 京都市中京区⻄ノ京両町３−５ 841-1911   はり きゅう 
村田治療院 村田 英行 京都市中京区⻄ノ京永本町５−２７ 801-7222 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
むろまち鍼灸 平野 健一 京都市中京区三条通室町⻄⼊ﾙ衣棚町59-1 清水ﾋﾞﾙ4F 212-6859 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
メディカルマッサージ洛楽 髙岡 雅弘 京都市中京区鉾田町299-3華園ﾋﾞﾙ2F 252-0161 あん摩マッサージ指圧     
もくれん はりきゅう院 平鍋 友伸 京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町23 203-5499   はり きゅう 
森口あん摩マッサージ指圧治療院 森口 強 京都市中京区壬生⾺場町３９番地 080-2674-5070 あん摩マッサージ指圧     
森田鍼灸院 森田 恭弘 京都市中京区壬生賀陽御所町３３ 802-1968 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
森田はりマッサージ治療院 森田 勇 京都市中京区壬生⻄⼤竹町10-13 801-5928 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
もりわき鍼灸治療院 森脇 毅 京都市中京区⻄ノ京冷泉町45 090-3849-8826 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
山本鍼灸院 山本 勇太郎 京都市中京区⻄ノ京南円町１３５コーポ円座２０７号   はり きゅう 
やよい鍼灸治療院 中山 善貴 京都市中京区壬生上⼤竹町１８−４ 080-5369-7565   はり きゅう 
悠鍼灸院 道端 悠⾺ 京都市中京区⻄ノ京銅駝町69-2 600-2224   はり きゅう 
ゆきこ鍼灸治療院 六反 雪子 京都市中京区下⿊門町438-401号 934-7088   はり きゅう 
ゆたか山口鍼灸治療院 山口 真⼆ 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５１５ギャラリーカトビル５０３ 090-3167-2461 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
癒療院 紫庵 アジルモーヴ 有限会社アジルモーヴ 京都市中京区柳⾺場通り三条上ル油屋町90アーバネックス三条504 212-6068   はり きゅう 
「養生の森」伴仲鍼灸院 伴仲 加江 京都市中京区⻄ノ京原町10 821-9329 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
楽翠鍼灸治療院 奥田 智也 京都市中京区⾞屋町⼆条上ル真如堂町323-4 ｳｪﾙﾈｽﾋﾞﾙ3F 252-1848 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
楽悠堂鍼灸治療院 奥村 昭彦 京都市中京区⻄⿂屋町607FORUM四条烏丸301 744-1088   はり きゅう 
りゅう鍼灸院 小倉 ⻯ 京都市中京区⻄ノ京藤ノ木町13-13 200-7962   はり きゅう 
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽｾﾗﾋﾟｰ 篠原治療院 篠原 孝弘 京都市中京区間之町通押小路上る鍵屋町481番地4ﾌﾟﾁﾊﾟﾚｽ烏丸御池101 231-5754 あん摩マッサージ指圧     
レディース鍼灸 あん梅 川口 美佐世 京都市中京区壬生東桧町４ 888-0124   はり きゅう 
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   はり きゅう 
和田治療院 和田 晴美 京都市中京区壬生賀陽御所町3-20賀陽ｺｰﾎﾟﾗｽ715室 あん摩マッサージ指圧     
和田鍼灸マッサージ治療所 和田 晴美 京都市中京区⻄ノ京円町27-1藤和シティホームズ円町702 812-4391 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
姫野鍼灸治療院 姫野 泰子 京都市中京区恵比寿町434-2プチトール884ビル5階 253-3888   はり きゅう 
あかとき庵治療院 小松 広明 京都市東山区轆轤町８６−８ 708-6146 あん摩マッサージ指圧     
あしかりはり.きゅう.マッサージ治療院 足刈 辰雄 京都市東山区三条南裏⼆筋目白川筋⻄⼊堤町４９９ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
安養堂鍼灸院 山田 佳香 京都市東山区東⼤路古門前上る⾼畑町610番地 708-2568   はり きゅう 
一期一会治療院 冨川 吉廣 京都市東山区⼤和⼤路通四条上ル小松町１５５−２ 533-0017 あん摩マッサージ指圧     
内田指圧治療所 内田 吉則 京都市東山区広道通松原上４丁目毘沙門町４４−９ 525-1446 あん摩マッサージ指圧     
株式会社中村堂鍼灸治療室 株式会社中村堂  京都市東山区鞘町通五条下る２丁目⼤阪町 561-2364   はり きゅう 
川﨑鍼灸院 川崎 健太郎 京都市東山区宮川筋７丁目３８２の２   はり きゅう 
川﨑鍼灸院 川﨑 健太郎 京都市東山区本町２丁目４６２−４１ 525-1070   はり きゅう 
漢⽅ひがしやま鍼灸サロン 株式会社一乗寺薬局 京都市東山区五条橋東4-418 551-1165   はり きゅう 
灸．キョウト ライフ キュア 喜多 容子 治療院 喜多 容子 京都市東山区古門前通東⼤路⻄⼊古⻄町３２５番地７ 080-6128-5616   はり きゅう 
京都仏眼鍼灸理療専門学校附属治療所 学校法人 京都仏眼教育学園 京都市東山区一橋宮ノ内町７番地 551-6377 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
月舟庵 白石マッサージ治療院 白石 由記 京都市東山区五条橋東２丁目９番地７ 080-6182-5704 あん摩マッサージ指圧     
健康の会髙瀨あんま治療院 髙瀨 輝夫 京都市東山区⼤⿊町通五条下る袋町298-6 531-1270 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
⽞明鍼灸整骨院 田中 智弘 京都市東山区五条川端下ル 551-3595 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
弘泉堂治療院 ⻄原 勝則 京都市東山区古門前通⼤和⼤路東⼊ル三吉町３４４ あん摩マッサージ指圧     
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 708-6862   はり きゅう 
コロコロ鍼灸整骨院 三条院 株式会社Lifestyleコロコロ 京都市東山区⼤橋町107-1 752-5280   はり きゅう 
近藤鍼灸院 近藤 弘美 京都市東山区祇園町南側525番地サンクタス祇園石段下306 532-1077   はり きゅう 
サウナフジマッサージ室 藤村 茂 京都市東山区祇園町南側(フジビル６Ｆ) あん摩マッサージ指圧     
さとうマッサージ鍼灸院 佐藤 政雄 京都市東山区新宮川筋五条上る田中町505 561-6115 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
指圧よろい治療院 萬井 晴日 京都市東山区⻄川原町476-4 531-4088 あん摩マッサージ指圧     
白⼾治療院 白⼾ 紀⼆六 京都市東山区本町15丁目７８４−３ 531-1617   はり きゅう 
鍼灸 ＢＵＨＯ 森村 学 京都市東山区古門前通古⻄町325-8 600-2189   はり きゅう 
鍼灸一心堂 森 廣也 京都市東山区松原通⼤和⼤路東⼊２丁目ロクロ町１０３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
タゴモリ鍼灸院 田篭 誠一 京都市東山区三条通裏白川筋⻄⼊ル３丁目南⻄海子町４４１−２ 533-0717   はり きゅう 
田島鍼灸院 田島 好明 京都市東山区東⼤路五条上る３丁目小島町５８１−６ 561-8669   はり きゅう 
田中鍼灸院 田中 寿雄 京都市東山区本町７丁目４８ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
玉井治療院 玉井 康夫 京都市東山区⼤和⼤路五条上る山崎町366 090-8455-0487 あん摩マッサージ指圧     
だるま堂治療院 ⼤杉 茂 京都市東山区東⼤路松原上ル４丁目毘沙門町44 561-2811 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
治療院 京あんま ふくもと 福本 千桂 京都市東山区慈法院庵町583-1 541-0203 あん摩マッサージ指圧 はり   
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⺒町114番地1の1 746-4433   はり きゅう 
土橋鍼灸指圧治療室 土橋 勲 京都市東山区七条通本町⻄⼊日吉町221-3 561-9568 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
なんり鍼灸指圧治療院 南里 祐樹 京都市東山区福稲柿本町24-1レヴィア東福寺１F 070-3991-8163 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻄脇鍼灸指圧院 ⻄脇 五郎 京都市東山区今熊野椥ノ森町３０ 561-0453 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ハイアットリージェンシー京都 鍼灸 マッサージ 株式会社 東山ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ           京都市東山区三⼗三間堂廻り644番地2ハイアットリージェンシー京都内 RIRAKU SPA B2         541-1234 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
白雲堂鍼灸接骨院 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番地 574-0777   はり きゅう 
白澤堂 鍼灸・接骨院 ⻑濱 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   はり きゅう 
原田ミツワ家鍼灸治療院 原田 雅弘 京都市東山区宮川筋5丁目３３４−１ 561-3737 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり灸マッサージ健晃治療院 佐上 弘 京都市東山区泉湧寺東林町３２の４２ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりマッサージ淡路家治療院 ⼤杉 芳正 京都市東山区下河原町480-1 561-0832 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はんなりマッサージ 合同会社メディックエイド 京都市東山区今熊野日吉町29-1萌⻩荘23号室 202-9716 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
東山マッサージ治療院 橋本 潔 京都市東山区渋谷通東⼤路東⼊常盤町４７４−４カーサ稲川１０１ 746-2345 あん摩マッサージ指圧     
平田鍼灸院 平田和仁 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-6 551-1235   はり きゅう 
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⻲井町２丁目３７−４リバーサイド四条縄手１０１ 525-2096 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
藤田マッサージ 藤田 多朗 京都市東山区塩小路通り⼤和⼤路⻄⼊ル七軒町５７１ 541-4526 あん摩マッサージ指圧     
本城鍼灸院 本城 宗⼆ 京都市東山区⼤和⼤路通四条下ル４丁目小松町５５７ 561-7034   はり きゅう 
本多鍼灸マッサージ治療院 本多 晃子 京都市東山区泉涌寺東林町41-10 561-9032 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
増野鍼灸院 増野 陽太郎 京都市東山区清水三丁目346 531-6234 あん摩マッサージ指圧 はり   
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⻄⼊ル上堀詰町290正面ハイツ１Ｆ 744-6741   はり きゅう 
マッサージ峯治療院 峯 隆毅 京都市東山区福稲柿本町１７の２０ あん摩マッサージ指圧     
マッサージあんまはり月眞院治療所 月眞院 新田 良栄 京都市東山区下河原町４６３月眞院内 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松貞鍼灸院 松尾 貞伸 京都市東山区三町目29番地ファーストハイム111 708-3717   はり きゅう 
水口鍼灸治療院 水口 善博 京都市東山区宮川筋四丁目321 541-2822   はり きゅう 
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
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４ 531-0221   はり きゅう 
南野針灸院 南野 哲郎 京都市東山区本町１５丁目７６０−１   はり きゅう 
都治療院 有地 善徳 京都市東山区松原通⼤和⼤路東２丁目轆轤町１２３−２ 341-7776 あん摩マッサージ指圧     
都ホテルマッサージ室 ㈱都ﾎﾃﾙ 京都市東山区粟田口華頂町１番地都ホテル５Ｆフィットネスクラブ内 あん摩マッサージ指圧     
ゆうき 株式会社 悠生 京都市東山区鞘町通五条下ル四丁目正面町328 533-4670 あん摩マッサージ指圧     
有限会社 日吉堂はり・指圧・あんま治療院 有限会社 日吉堂 京都市東山区祇園町北側347番地 561-1460 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ゆうじ鍼灸健康院 近藤 有司 京都市東山区柿町通新宮川筋⻄⼊⻄川原町487サンハイツ101 525-2096   はり きゅう 
利楽鍼 山口 成則 京都市東山区今熊野池田町57 551-5826   はり きゅう 
若松施術所 宮本 茂夫 京都市東山区柿町新宮川筋東⼊⻄川原町478-108 ｻﾝﾊﾟﾚｽ東山103号 532-2028 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
愛の治療院 ⻄村 桂蔵 京都市山科区上野御所ノ内町３５の１ 594-2560 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻘木鍼灸接骨治療院分院 ⻘木 博司 京都市山科区音羽草田町３−６ 933-3948 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
浅野治療院 ハリ キュウ 浅野 知光 京都市山科区小山北溝町41-9 501-3923   はり きゅう 
あやべ鍼灸治療院 綾部 智之 京都市山科区日ノ岡鴨土町49-6 334-5877   はり きゅう 
あんず鍼灸院 茶谷 洋⼆ 京都市山科区音羽野田町15-4平木マンション12 581-5855   はり きゅう 
あんま・はり・きゅう鷹羽鍼灸院 鷹羽 聡 京都市山科区音羽山等地30-21 582-1001 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
いずの鍼灸院 泉野 和恵 京都市山科区御陵天徳町29-23バランドラハウス1F1号 595-0921   はり きゅう 
稲田鍼灸院 稲田 京子 京都市山科区北花山中道町１０３−４５ 591-2391 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
ウェルエイジング鍼灸院 山本 道代 京都市山科区安朱北屋敷町15番地⻘木ビル2F 606-1070   はり きゅう 
臼井指圧療法所 臼井 正適 京都市山科区東野百拍子町１２ あん摩マッサージ指圧     
江藤気楽治療院 江藤 聡太郎 京都市山科区東野⼋代１−３３ 501-6059 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
恵藤鍼灸治療院 恵藤 厚生 京都市山科区川田土仏１１−９ 581-8570 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
NPO法人つくし会京都東治療院 特定非営利活動法人つくし会 京都市山科区音羽草田町18番地40−1 777-0481 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
おおにし鍼灸院 ⼤⻄ ⿓樹 京都市山科区音羽草田町2-8 1F 581-9911   はり きゅう 
⼤堀指安堂治療院 ⼤堀 尚代 京都市山科区御陵四丁野町1-16 501-7638 あん摩マッサージ指圧     
ＯＫＡＭＯＴＯ 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102号室 756-9457 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
奥村治療院 奥村 三千男 京都市山科区⻄野山射庭ノ上町３０７番地６５ 594-0699 あん摩マッサージ指圧     
乙崎治療院 乙崎 啓志 京都市山科区⼤塚元屋敷町１１−２４ 582-4990 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
快鍼灸整骨院 田中 督史 京都市山科区御陵鴨⼾町51-14メゾンコスモス1F 748-7039   はり きゅう 
かつらはりきゅう治療院 ⼤野 桂子 京都市山科区安朱東海道町６８番地１４ 502-1570 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かなたに鍼灸マッサージ治療院 金谷 博史 京都市山科区厨子奥⻑通11-50 592-7492 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かなたに鍼灸マッサージ治療院 分院 金谷 博史 京都市山科区御陵鳥ノ向町21 582-2326 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
加納指圧治療院 加納 茂晴 京都市山科区勧修寺東栗栖野町１０−１６ 595-5369 あん摩マッサージ指圧     
川口陽気鍼灸治療院 川口 隼子 京都市山科区東野⼋代５−８ 591-9496 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
川⻄治療院 川⻄ 幸雄 京都市山科区音羽役出町２９の１ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都中央鍼灸整骨院 山科院 ドリームジャパン株式会社 京都市山科区東野⼋反畑町58-140 202-3953   はり きゅう 
久保鍼灸治療院 久保 三徳 京都市山科区御陵血洗町５０番地４ 594-6600   はり きゅう 
こうき鍼灸整骨院 山科御陵院 ⻃洞院 勇毅 京都市山科区御陵原⻄町1シュシュパルク山陵 1F 581-5887   はり きゅう 
光明治療山科分院 飯田 紹男 京都市山科区音羽中芝町３１−１９ 591-2935 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
こじょう鍼灸マッサージ 小城 圭 京都市山科区北花山中道町78-3レセーナ306 574-7664 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
コロコロ鍼灸院 株式会社 Life Style コロコロ  京都市山科区椥辻東潰28番地3 606-1439   はり きゅう 
コロコロ鍼灸整骨院 山科駅前院 株式会社Life styleコロコロ 京都市山科区安朱南屋敷町25-1 593-8885   はり きゅう 
在宅マッサージ楽楽 (有)アグレスグループ 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町56ｴﾚｾﾚﾝﾄ山科303号 583-5737 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
島田鍼灸院 島田 恵三 京都市山科区東野中井ノ上町20-2 203-2361   はり きゅう 
小豆島鍼灸院 佐野 祥史 京都市山科区音羽野田町１−６ Ａ棟１１２ 595-6661 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸マッサージ中山希望治療院 中山 賢治 京都市山科区髭茶屋屋敷町６ 591-5374 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
針灸院 愛命 行光 愼治 京都市山科区椥辻草海道町25-79 090-4033-2755     きゅう 
スタンスデザイン 箕浦 啓⼆朗 京都市山科区⼤宅御供田町240Mビル2階A号室 748-8131   はり きゅう 
⻘⿓堂鍼灸整骨院 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 502-5858 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
そうかい椥辻鍼灸院 株式会社ツーエイト 京都市山科区椥辻中在家２１−４ 203-5025   はり きゅう 
⾼野鍼灸院 ⾼野 将一良 京都市山科区音羽伊勢宿町33-75 090-8203-9833   はり きゅう 
髙山マッサージ治療院 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 あん摩マッサージ指圧     
田キタ鍼灸マッサージ治療院 田北 桂子 京都市山科区音羽珍事町１０８の５ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
たけたに鍼灸接骨院 竹谷 雅昭 京都市山科区小山⻄御所町2-1 756-4100   はり きゅう 
谷治療院 谷 真人 京都市山科区⻄野山桜ノ⾺場町1-19 595-7226 あん摩マッサージ指圧     
CHEER鍼灸院 崔 ⻯徳 京都市山科区⼤塚⻄浦町37-4 203-9684   はり きゅう 
天達あんまマッサージ指圧施術所 天達 栄⼆ 京都市山科区小山中ノ川町３４ 593-5740 あん摩マッサージ指圧     
供田はりマッサージ治療院 供田 和之 京都市山科区⻄野山中鳥井町９２−７０ 501-4844 あん摩マッサージ指圧 はり   
永尾治療所 永尾 勝彦 京都市山科区勧修寺柴山１５−２３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中川Amidaマッサージ院 中川 良成 京都市山科区小山御坊ノ内町２９ 591-0237 あん摩マッサージ指圧     
仲野針灸治療院 仲野 宗忠 京都市山科区⻄野今屋敷町２７−６ 501-5699   はり きゅう 
永松鍼灸治療院 永松 達樹 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町５６ エクセレント山科５０５ 070-5349-0065   はり きゅう 
⻑見マッサージ院 ⻑見 和久 京都市山科区安朱奥ノ田２７−８ 593-7237 あん摩マッサージ指圧     
のぞみ鍼灸院 茶谷 賢志 京都市山科区音羽野田町1-4山科音羽マンションB306   はり きゅう 
橋本マッサージ治療院 橋本 彰 京都市山科区上花山久保町６６の１２ 591-8687 あん摩マッサージ指圧     
はっとり整骨院 服部 博昭 京都市山科区御陵原⻄町４６ 595-6252   はり きゅう 
服部針灸院 服部 吉信 京都市山科区東野⼋反畑町２５−２３ 582-0058   はり きゅう 
はなぶさ整骨院 田中 英昭 京都市山科区⻄野山中鳥井町９２−１１ 582-1124 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はなやま鍼灸整骨院 井村 亮太 京都市山科区北花山中道町35-3 595-8787   はり きゅう 
ハピネス京都共同作業所鍼灸マッサージ部 髙山 弘 京都市山科区⻄野山中臣町２７−５ 501-4187 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり・きゅう・しあつ 白竹治療院 ⼤⻄ 智樹 京都市山科区御陵鳥ノ向町21アサヒマンション1Ｆ 594-3121 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり・灸・マッサージ ヨシダケンコー館 吉田 好孝 京都市山科区⻄野山中鳥井町54-9 592-5545 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり指圧井上治療院 井上 昭 京都市山科区東野百拍子町２１の８ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりマッサージ木原治療院 木原 義靖 京都市山科区⼤塚⻄浦町１２の３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり 山科治療院 春木正彦 春木 正彦 京都市山科区椥辻番所ケ口町1-17 591-2874   はり   
ビーウェル小野治療院 井上 浩明 京都市山科区小野⻄浦６２−５ 574-3749 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
英鍼灸院 金田 水英 京都市山科区四ノ宮神田町１９ヴィラ⼤成１−Ｂ 595-3110   はり きゅう 
日の出治療院 ⻘木 正男 京都市山科区⻄野⼤鳥井町１３ あん摩マッサージ指圧     
福岡針灸院 福岡 栄治 京都市山科区北花山⼤林町88-31 594-5182 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 

17



施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
福島接骨院 福島 久雄 京都市山科区御陵久保町５２−８ 591-3685   はり きゅう 
ヘルスケア施術所 有限会社 ヘルスケアネットワーク 京都市山科区竹鼻堂ノ前町２４−６⼤栄外環ビル９Ｆ 591-3749 あん摩マッサージ指圧     
訪問マッサージオアシス 京都院 （株）オアシス・ケア  京都市山科区音羽前出町2-7 090-7031-5559 あん摩マッサージ指圧     
本間鍼灸院 小林 重貴 京都市山科区⻄野山射庭ノ上町298 591-3223   はり きゅう 
舞谷治療院 舞谷 哲 京都市山科区音羽初田町16 593-1085 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
まきもと治療院（マッサージ） 牧本 聡 京都市山科区椥辻封シ川町３７プルーリオン椥辻５０１ 582-0554 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
マッサージきむら健公庵 木村 公一 京都市山科区勧修寺柴山8-83 592-8522 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ・指圧京都洛東悠々館 ⼾中 照之 京都市山科区上野御所ノ内町40-1 501-7227 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ きのした治療院 椥辻 合資会社 きのした 京都市山科区椥辻草海道町10-1シャレー山科２０４号 591-5599 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ尚美治療院 合資会社 尚美 京都市山科区音羽初田町２１番地９ 591-1883 あん摩マッサージ指圧     
マッサージきのした治療院 合資会社きのした 京都市山科区椥辻中在家町28-83 080-1479-2784 あん摩マッサージ指圧     
松本治療院 松本 善夫 京都市山科区栗栖野打越町１７−１１勧修寺第一市住２棟１０２号 592-8947 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
みずた治療院 水田 亮輔 京都市山科区⼤塚南溝町２０−１７ 539-6818 あん摩マッサージ指圧     
みやざわ治療院 宮澤 隆男 京都市山科区⻄野櫃川町２２の１１ 591-9165 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 584-1112   はり きゅう 
矢野鍼灸院 矢野 清 京都市山科区北花山山田町66-13 584-7161 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
山崎マッサージ治療院 山崎 史郎 京都市山科区四ノ宮岩久保町4-1 581-1528 あん摩マッサージ指圧     
山科椥辻 平川針灸治療院 EMPOWERMENT株式会社 京都市山科区椥辻草海道40-5 Yʼｓビル１F 644-9470   はり きゅう 
吉川治療院 吉川 直毅 京都市山科区⼤塚中溝23−12 502-2494 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
楽踏庵鍼灸整骨院 株式会社 ＴＡＫＥ 京都市山科区⻄野⼋幡田町10-1 583-5570   はり きゅう 
ＲＡＣＴＯ 水島鍼灸院 水島 靖仁 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９２ラクト山科ビルＣ棟 591-6176   はり きゅう 
ＬＥ ＣＲＥＥ総合鍼灸 髙倉 髙倉 直樹 京都市山科区椥辻番所ヶ口町３−５ 591-5703   はり きゅう 
り・ふぁいん鍼灸院 株式会社 FREE VILLAGE 京都市山科区音羽野田町1番地⻄友山科店３階 593-1559   はり きゅう 
和仁⻑生治療院（指圧） 佐藤 春義 京都市山科区御陵鳥ノ向町２５ 502-2811 あん摩マッサージ指圧     
⻘い鳥鍼灸治療院 德岡 曉波 京都市下京区平岡町383 202-9010 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あかし鍼灸・マッサージ治療院 明石 千昭 京都市下京区⻄木屋町通り七条上る新日吉町130番地の1 351-9868 あん摩マッサージ指圧 はり   
浅野治療院 浅野 勇 京都市下京区七条御所ノ内北町４６の２ 312-2588   はり きゅう 
彩鍼灸院 久和 彩人 京都市下京区仏光寺通堀川⻄⼊晒屋町631-3 406-7488   はり きゅう 
歩くためのあんま・マッサージ・指圧デイウォーカー 吉舎 定良 京都市下京区善⻑寺町１３９ＡＭＩ四条烏丸４０３号 あん摩マッサージ指圧     
あん摩.マッサージ佐々木治療院 佐々木 貴代子 京都市下京区上珠数屋町東洞院花屋町３８８ あん摩マッサージ指圧     
あん摩マッサージ指圧はりきゅう竹田治療院 竹田 義治 京都市下京区⿊門通五条上る東⼊柿本町５８８−８０ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
按摩マッサージ指圧葵健康庵 田中 保男 京都市下京区中堂寺庄ノ内町１−７２ 321-6906 あん摩マッサージ指圧     
猪飼針灸 猪飼 祥夫 京都市下京区柳⾺場松原角ｻﾝｽﾃｰｼﾞ21・1F 371-5995 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
池田針灸院 池田 賀冠 京都市下京区⻄七条南東野町４６ 311-7682 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
池田鍼灸接骨院 池田 昌弘 京都市下京区⻄七条中野町12-7 322-1503   はり きゅう 
一休庵 熊本鍼灸治療院 一般社団法人心身calm学会 京都市下京区⻄七条北衣田町４０−２ 090-3274-5989   はり きゅう 
いなだ治療院 稲田 泰弘 京都市下京区丹波街道町311番地 344-6750   はり きゅう 
医療法人健康会針灸院 医療法人健康会 京都市下京区東中筋通花屋町下ル柳町３３２ 371-1465   はり きゅう 
上杉マッサージ治療院 上杉 博之 京都市下京区綾小路⾼倉⻄⼊神明町212 351-5304 あん摩マッサージ指圧     
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梅原鍼灸整骨院 梅原 勉 京都市下京区天神前町350-2 352-6333   はり きゅう 
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   はり きゅう 
岡本鍼灸マッサージ院 岡本 正吾 京都市下京区⾼辻⼤宮町112 841-3167 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
おかもと鍼灸院 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第３７⻑栄クレメント五条テンポ１号室 361-5517   はり きゅう 
お灸堂 鍼灸院 鋤柄 誉啓 京都市下京区堺町21番地Jimukino-Uedabldg304号室 203-7601   はり きゅう 
おだ鍼灸整骨院 小田 健太 京都市下京区⿊門通り木津屋橋上る徹宝町３９５ 371-0837   はり きゅう 
越智秀樹鍼灸院四条烏丸 越智 秀樹 京都市下京区室町通四条下ル鶏鉾町480ｵﾌｨｽﾜﾝ四条烏丸406号 0771-24-9680   はり きゅう 
小野はりきゅう院 小野 博 京都市下京区七条御所ノ内⻄町16 311-1756   はり きゅう 
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   はり きゅう 
カズミ針灸院 水谷 和子 京都市下京区柳⾺場通綾小路下る永原町150 341-3511   はり きゅう 
片野マッサージ治療院 片野 蓉子 京都市下京区綾小路通寺町⻄⼊足袋屋町３１７−１４ 341-7326 あん摩マッサージ指圧     
株式会社良和あん摩マッサージ．谷．治療院． 株式会社良和 京都市下京区中堂寺庄ノ内町１番地の２４ 322-2233 あん摩マッサージ指圧     
京都村上はりきゅう院 村上 達彦 京都市下京区福本町417番地桂ハイツ京都２０３号 090-8530-5449   はり きゅう 
空鍼癒院 株式会社愛康堂 京都市下京区烏丸通⾼辻下る薬師前町714番地 烏丸松原ビル3階 352-3767 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
くすのき鍼灸院 株式会社ラクサスライフ 京都市下京区七条御所ノ内本町70 925-5253   はり きゅう 
ＫＥiＲＯＷ京都下京区ステーション 下岡 ⼤喜 京都市下京区七条御所ノ内町北町83-2土業ビル１Ｆ 874-1717   はり きゅう 
ごう鍼灸整骨院 藤原 剛 京都市下京区⻄七条南東野町6-102 321-5567   はり きゅう 
こころ京都中央鍼灸治療院 株式会社まごころ  京都市下京区東町２６０−１ネカドビル３階 746-7850   はり きゅう 
小林鍼灸院 小林 和人 京都市下京区若宮通六条下ル若宮町５５５−２ 365-7911   はり きゅう 
⻫藤鍼灸整骨院 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   はり きゅう 
さか鍼灸院 奥村 惠子 京都市下京区筒金町56正面ﾋﾞﾙ101 756-4933   はり きゅう 
堺あんまマッサージ治療院 堺 政数 京都市下京区⻄七条御領町８３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり   
四条治療センター（鍼灸） 井上 昇 京都市下京区新町通四条下る四条町370番地2 361-5885   はり きゅう 
島津鍼灸整骨院 島津 ⼤暢 京都市下京区松原通堀川⻄⼊北門前町746番地 松栄ﾋﾞﾙ1階 812-8080   はり きゅう 
清水はり灸療院 清水 ⼤雅 京都市下京区⼤宮通丹波口東⼊ル柿本町595-165 344-6377   はり きゅう 
針灸慈療院 本岡 信江 京都市下京区猪熊通⾼辻下ル353 841-2232   はり きゅう 
鍼灸Ｍeridian烏丸 株式会社フィエロ 京都市下京区⼆帖半敷町646ダイマルヤ四条烏丸ビル1階 344-8484   はり きゅう 
鍼灸院 BRANLUND ブランランド 由衣 京都市下京区永倉町564ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ四条⻄洞院802号室 090-6438-6214   はり きゅう 
鍼灸 京都風胤堂 飯野 祐⼆ 京都市下京区綾小路通新町⻄⼊矢田町１２７−１ ハウスピエーメ１階 351-3758   はり きゅう 
鍼灸院 Glanz グランツ四条寺町 株式会社夢現 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町619-3 2階 371-3800   はり きゅう 
ＳＫＹ鍼灸整骨院 山口 成広 京都市下京区四条⼤宮町27-4コドービル1階 406-5940   はり きゅう 
すぎもと治療院 杉本 和雄 京都市下京区諏訪開町31ｸﾞﾛﾘｱｽ杉本201号 090-3706-5450 あん摩マッサージ指圧     
誠心堂にのみや鍼灸院 ⼆宮 健悟 京都市下京区四条堀川町264-4ﾊｲﾈｽ堀川201 352-1230   はり きゅう 
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   はり きゅう 
センヤ鍼灸堂 泉谷 泰行 京都市下京区⻄洞院通り四条下る妙伝寺町701ひらきや吉田ﾋﾞﾙ2階 090-1586-3917   はり きゅう 
タカシマ鍼灸院 ⾼島 ⼤⼆ 京都市下京区⻄七条御領町１７−２コーポ嶋田 １０１ 314-7858   はり きゅう 
髙須鍼灸院 髙須 一 京都市下京区油小路通綾小路下る風早町564番地セノータビル１F 365-1144   はり きゅう 
竹井治療院 竹井 淑子 京都市下京区上珠数屋町通⾼倉⻄⼊ル若松町４３３ 351-7515 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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丹波口こばやし鍼灸院 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   はり きゅう 
ツカハラ鍼灸マッサージ治療院分院 加藤 完治 京都市下京区⻄七条南東野町１７５−１ 314-3753 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
とうい鍼灸整骨院 東洋医療研修協会有限会社 京都市下京区⻄中筋通花屋町下ル堺町９５番地 352-1239   はり きゅう 
Total Treatment Center つじ鍼灸院 辻󠄀 敦志 京都市下京区河原町通上枳殻⾺場上る若宮町477-1 205-2618   はり きゅう 
ドクトル鍼灸医学研究所 京都四条からすま鍼灸院 井上 久美子 京都市下京区善⻑寺町１４４ヴィラ烏丸四条７０１号室 371-7811   はり きゅう 
鳥井鍼灸治療院 鳥井 惟生 京都市下京区木屋町四条下る斎藤町１３４ 351-9674   はり きゅう 
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   はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中⻄治療院 ⼆ノ宮 ひとみ 京都市下京区下松屋町通花屋町上る突抜1丁目322-6 351-5604 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
なかむら針療所 中村 泰輔 京都市下京区松原通堀川東⼊橘町32 351-0355   はり きゅう 
なかやま鍼灸整骨院 仲山 ⻯一郎 京都市下京区⻄七条北⻄野町１番地 756-1611   はり きゅう 
⻄七条鍼灸院 松井 登 京都市下京区⻄七条南衣田町32ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ⻄七条1002号 311-9505 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
野と花鍼灸院 浅野 理子 京都市下京区河原町通松原上る清水町277番地シンフォニー四条河原町205号 342-4300   はり きゅう 
のりこ鍼灸治療室 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   はり きゅう 
畑中鍼灸養生院 畑中 作都子 京都市下京区東塩小路町600-12 344-7808 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
はら鍼灸整骨院 原 昌太郎 京都市下京区綾小路⻄⼊妙満寺町581番地ﾍﾞﾙｽｰｽﾞ1階 813-0090   はり きゅう 
はりきゅう治療と癒しの時間 白石 拓哉 京都市下京区油小路通正面上る仏具屋町222廣伸ﾏﾝｼｮﾝ1F 708-5702 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸治療 光慈堂 中⻄ 康夫 京都市下京区東洞院五条上ル深草町572番2 756-5993   はり きゅう 
鍼灸 愛菜 越田 梨愛 京都市下京区新町室町の間松原下ル徳万町207 352-3085   はり きゅう 
はり・灸マッサージ文堂治療院 文堂 直治 京都市下京区⻄七条⻄⼋反田町５１ 312-3581 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ＨＡＲＩｓｔａ鍼灸院 酒井 孝子 京都市下京区中堂寺前田町１２−７ 070-8381-0807   はり きゅう 
ひだまり治療院 山口 陽子 京都市下京区松原通新町東⼊中野之町185ﾊﾞｲﾝｵｰｸCENT515 090-4495-8374 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
日比野治療院 日比野 保典 京都市下京区油小路通四条下る石井筒町529ティファール702 351-4022 あん摩マッサージ指圧     
ひまわり鍼灸院 株式会社 プライム 京都市下京区⻄七条⻄久保町17番地 315-2803   はり きゅう 
ひより鍼灸整骨院 小笹 琢也 京都市下京区⻄七条北東野町１２１ 202-4615   はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ひろせしん灸院 廣瀬 康代 京都市下京区東洞院松原下る⼤江町532ｶﾊﾞｰﾛ京都東洞院202号 351-7708   はり きゅう 
福山治療院 福山 和男 京都市下京区⻄七条名倉町２１の２５ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 坂口ﾋﾞﾙ1F 341-5356   はり きゅう 
仏の手吉文字治療院 合資会社 暮の雪 京都市下京区柳⾺場⾼辻下る吉文字町447番地7 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
まきの鍼院 牧野 圭祐 京都市下京区松原中之町493 352-9155   はり   
まごころ鍼灸マッサージ院 烏丸五条院 株式会社ケアプラス 京都市下京区北町181第五ｷｮｰﾄﾋﾞﾙ3階 353-6631 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松尾鍼灸院 松尾 貞幸 京都市下京区⻄七条⻄石ヶ坪町35 314-9322   はり きゅう 
マッサージ光治療院 濱上 薫 京都市下京区⻄洞院通⾼辻下る⾼辻⻄洞院町803-10 361-5773 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージルーム トミ 小串 登美子 京都市下京区東洞院通り七条下る塩小路町５２１−２ 351-8122 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージセンター池田治療院 池田 陽介 京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町37豊元ビル2F 371-6556 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ レイス治療院京都南 京都アクトライフ合同会社 京都市下京区仏光寺通麩屋町⻄⼊仏光寺東町133番地 384-0675 あん摩マッサージ指圧     
三浦マッサージ鍼療院 三浦 ⼤助 京都市下京区⻄七条市部町62-10 313-7300 あん摩マッサージ指圧 はり   
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
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   はり きゅう 
宮本指圧療院 宮本 貴司 京都市下京区下珠数屋町通東洞院東⼊⻄玉水町284Sun origin司1F 371-7359 あん摩マッサージ指圧     
宮本はり治療院 宮本 ヤエ 京都市下京区⻄七条東久保町２０の５   はり きゅう 
むげん鍼灸院四条寺町 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   はり きゅう 
明治国際医療⼤学京都駅前鍼灸院 学校法人明治東洋医学院 京都市下京区塩小路通烏丸⻄⼊東塩小路町579-1山崎ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ地下1階 371-1189   はり きゅう 
本政鍼灸院 本政 英樹 京都市下京区⻄新屋敷下之町５−９ 361-8298 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
もりしま鍼灸院 森島 康之 京都市下京区柳⾺場通四条下る相之町140 352-1136   はり きゅう 
森の鍼灸院 京都下京町家院 株式会社美山里山舎 京都市下京区⼆人司町１０−２ 050-1287-6767   はり きゅう 
⼋木鍼灸治療院 ⼋木 延泰 京都市下京区⻄七条市部町13-2 204-0697   はり きゅう 
安本鍼灸本院 一井 典子 京都市下京区⻄木屋町松原上る清水町２９１ 351-4117   はり きゅう 
山口指圧治療院 山口 義三 京都市下京区松原通柳⾺場東⼊松原中之町477 090-4291-6326 あん摩マッサージ指圧     
ゆうき鍼灸整骨院 脇阪 勇佑 京都市下京区⻄酢屋町10-18 746-5105 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
葉鍼灸院 安原 葉 京都市下京区善⻑寺町１４３マスギビル１Ｆ 050-3187-6005   はり きゅう 
楽ラクマッサージ治療院 佳山 栗子 京都市下京区歓喜寺町2ｴｰﾑ梅小路402 311-1928 あん摩マッサージ指圧     
リエゾン治療院 横倉 晃平 京都市下京区貞安前之町619齋藤ﾋﾞﾙ4F東 341-8349   はり きゅう 
玲子鍼灸マッサージ院 中村 玲子 京都市下京区綾小路烏丸⻄⼊る童待者町161 小泉ビル102 344-5005 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
レディース鍼灸さいとう 谷本 佳奈 京都市下京区烏丸五条下る⼤坂町392豊栄ﾋﾞﾙ201 353-5989   はり きゅう 
わかみや治療院 村永 みつよ 京都市下京区若宮通六条上ル上錫屋町７４ 344-1919 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
相賀源治堂鍼灸院 相賀 正剛 京都市南区⼤宮⼋条下ル東寺東門前町７ 671-8884   はり きゅう 
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   はり きゅう 
アリス鍼灸接骨院 有本 ⻯平 京都市南区吉祥院⾼畑町１０２ 681-3861   はり きゅう 
安はりきゅう整骨院 安 泰範 京都市南区久世川原町204-17 931-0365   はり きゅう 
あんまはりマッサージ⾼橋治療院 ⾼橋 和人   京都市南区上鳥羽北村山町２１−３ 681-2988 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あん摩マッサージいろは治療院 所澤 浩 京都市南区久世上久世町３３７ 874-1264 あん摩マッサージ指圧     
あん摩マッサージ指圧松尾治療院 松尾 敏夫 京都市南区唐橋井園町４ あん摩マッサージ指圧     
アンママッサージ指圧竿田治療院 竿田 敏雄 京都市南区久世川原町１９８−１９ 922-8433 あん摩マッサージ指圧     
あんまマッサージ指圧上田治療院 上田 健一 京都市南区吉祥院舟⼾町４４−６ 661-5215 あん摩マッサージ指圧     
あん摩マッサージ指圧あさ田治療院 朝田 聖⼆ 京都市南区吉祥院⻄ノ庄東屋敷町５５の６ 312-9600 あん摩マッサージ指圧     
王生勝己治療院 王生 勝己 京都市南区吉祥院三ノ宮⻄町７９の３ 691-2655   はり きゅう 
一合庵 中川 築 京都市南区東九条南烏丸町32 090-3926-8466   はり きゅう 
いとう治療院 伊藤 清忠 京都市南区唐橋⻄平垣町３５−４−１F 662-6088 あん摩マッサージ指圧     
癒しマッサージ鍼灸院 上茶谷 貴之 京都市南区唐橋羅城門町53番地53-3VIP羅城門102 606-1575 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
うすだ鍼灸院 薄田 幸寛 京都市南区吉祥院⻄浦町90-1 692-1781   はり きゅう 
漆谷療院 漆谷 吉雄  京都市南区⻄九条川原城町２１ 671-4619 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
おかもと鍼灸院 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   はり きゅう 
奥針灸マッサージ院 （有）サン・アドバンス 京都市南区東九条南烏丸町３５−６ 671-8855 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
オリエント鍼灸院 篠原 康徳 京都市南区東九条南山王町37-1 090-6377-5496 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かいてきや鍼灸治療院 有限会社 かいてきや 京都市南区久世上久世町127-5ｾｼﾞｭｰﾙﾊﾋﾟﾈｽＢ棟201 06-6948-6363   はり きゅう 
かすが鍼灸院 合同会社ひまわり 京都市南区吉祥院⻄ノ庄東屋敷町３３番地２ 315-7737   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
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2 692-3133 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
花楽鍼灸院 星本 眞吾 京都市南区唐橋花園町９ 691-5727 あん摩マッサージ指圧 はり   
からすま九条はりきゅう整骨院 株式会社 ＡＣＰ 京都市南区東九条⻄御霊町３１−3 691-1189   はり きゅう 
カルディアー鍼灸治療院 水中 聡史 京都市南区吉祥院定成町10メビウス1Ｆ 661-0130   はり きゅう 
川上鍼灸院 川上 一則 京都市南区⻄九条御幸田町8 691-7570   はり きゅう 
かわしま鍼灸整骨院 川島 裕 京都市南区⻄九条東島町61-2ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟﾚｽ京都1階 606-1276   はり きゅう 
かわむら鍼灸整骨院 河村 浩司 京都市南区⻄九条島町27番地京都ﾛｼﾞｭﾏﾝ島町A棟1F 691-5187   はり きゅう 
きただ治療院 北田 義博 京都市南区梅小路通⼤宮東⼊古御旅町２２３ 672-5576 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都衛生専門学校附属鍼灸科施療所 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   はり きゅう 
京都レディス鍼療院 海田 百々代 京都市南区吉祥院里ノ内町６７ 661-8068   はり きゅう 
公益社団法人京都保健会吉祥院病院附属鍼灸治療所 公益社団法人京都保健会 京都市南区吉祥院九条町8-1 672-1331   はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧     
小林治療院 小林 忠正 京都市南区⻄九条島田町１の２ あん摩マッサージ指圧     
小溝針きゅうマッサージ治療所 小溝 巌 京都市南区東九条札ノ辻町２３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
指圧院 あんどう 安藤 鮎美 京都市南区⼤宮通⼋条下ル東寺東門前町６６ 090-6068-4540 あん摩マッサージ指圧     
ＪＲ⻄日本マッサージルーム リラックス・ステーション京都 株式会社 ＪＲ⻄日本あいウイル 京都市南区⻄九条北ノ内町5番地5ＪＲ⻄日本京都支社敷地内 661-0253 あん摩マッサージ指圧     
清水鍼灸院 清水 英基 京都市南区東九条石田町３５−７ 672-5732   はり きゅう 
⼗三夜はりきゅうマッサージ治療所 沢藤 和明 京都市南区久世上久世２７７ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
承庵 岡本 承子 京都市南区東九条東御霊町２ 661-1022 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
正覚マツダ鍼灸院 松田 武治 京都市南区上鳥羽南花名町３６ワインハイツ水仙２０３号 691-7996   はり きゅう 
鍼灸院のたけなか 竹中 良一 京都市南区⻄九条針小路町81-1 672-1628 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸あん摩マッサージ指圧原澤治療院 原澤 明子 京都市南区吉祥院九条町１５−１ ⻄⼤路ガーデンハイツ１００７ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸乾坤堂にしい ⻄居 和子 京都市南区⻄九条開ヶ町139 682-0188 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
針灸すばる 藤原 勉 京都市南区久世上久世町199⾼橋⽅ 090-3727-6465   はり きゅう 
鍼灸マッサージ治療院 せきや 関谷 一史 京都市南区吉祥院⻄浦町100-1 204-7149 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
新⼤和治療院 （有）新⼤和 京都市南区⻄九条藤ノ木町１１ 661-4633 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
たかはし鍼灸院 髙橋 聡一 京都市南区唐橋羅城門町27-2 691-5765 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
竹口鍼灸院 竹口 潤也 京都市南区東九条松田町61-9 671-2979   はり きゅう 
谷村治療院（鍼灸あん摩マッサージ指圧） 谷村 一義 京都市南区唐橋堂ノ前町１ 672-2505 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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1-10 662-2897 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
千代松マッサージ治療所 千代松 仁 京都市南区久世⼤薮町２１３−１４ 922-4748 あん摩マッサージ指圧     
治療院ヨシダ 吉田 久光 京都市南区⼋条内田町８−４ 671-1581 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
辻松あんまマッサージ指圧治療院 辻松 剛作 京都市南区吉祥院九条町１５−１⻄⼤路ガーデンハイツ８０４号 661-0539 あん摩マッサージ指圧     
土肥鍼灸院 土肥 康人 京都市南区東九条⻄岩本町10ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾋﾞﾙ２F 691-1515   はり きゅう 
はりきゅうマッサージ理療院山宇千正蔵 山内 昭三 京都市南区⼋条寺ノ内町１５ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりきゅう・マッサージクリソコラ 宇都宮 敦子 京都市南区東九条上殿田町1-3エンブレム京紋405号室 080-1510-9239 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりきゅう 清風万里 ⻄川 正美 京都市南区久世築山町６３ 080-4017-3023   はり きゅう 
はりきゅう瑞德堂 加地 敏孝 京都市南区⻄九条比永城町109-5 090-3166-6440   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
陽風マッサージ治療院 株式会社 ピュアロージュ 京都市南区吉祥院中河原里⻄町26番地 １階 321-6217 あん摩マッサージ指圧     
平川針灸治療院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市南区⻄九条⻄柳ノ内町28-5 691-6790   はり きゅう 
美和健康館鍼灸総合治療室 岡田 ⾼ 京都市南区⻄九条猪熊町５番地 201-4676   はり きゅう 
藤田針灸接骨院 藤田 徹 京都市南区吉祥院中河原里⻄町３６ 321-5019   はり きゅう 
古田ふれあい鍼灸院 古田 弘治 京都市南区久世中久世町4-77-2 933-0910   はり きゅう 
フレアス在宅マッサージ京都南区施術所 福本 和真 京都市南区吉祥院清水町５−２メゾンフェリシア３０１号室 070-3053-5204 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
フレミル訪問マッサージ 合同会社 フレミル 京都市南区東九条⻄山町19ベルクローチェ京都sta603 691-2350 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
堀井治療院 堀井 学 京都市南区⻄九条島町４４−３ 662-8828 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ川村 川村 将三 京都市南区東九条東岩本町１８ 756-3089 あん摩マッサージ指圧     
松のを治療院（指圧） 谷本 吉隆 京都市南区久世上久世723第一晴風荘17号室 090-3625-1346 あん摩マッサージ指圧     
松原ゆとりの治療院 松原 達晃 京都市南区上鳥羽⾼畠町８９ サウスビン４０１ 661-5541 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
南はり灸院 南 鉄文 京都市南区東九条南松ノ木町３９−５ 691-0922   はり きゅう 
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   はり きゅう 
みやび整骨院 田上 雅也 京都市南区唐橋⾼田町15-8 671-1124   はり きゅう 
みやま石原はりきゅうマッサージ治療院 深山 茂弘 京都市南区吉祥院⻄ノ内町52ﾃﾞｨｱｽﾃｰｼﾞ京都洛南103号 672-1844 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
村瀬鍼灸院 村瀬 健次郎 京都市南区久世殿城町84 932-1634   はり きゅう 
明治国際医療⼤学京都桂川鍼灸院 学校法人明治東洋医学院 京都市南区久世⾼田町376番1 925-0362   はり きゅう 
めいじゅ鍼灸整骨院 岩本 直樹 京都市南区⻄九条唐⼾町13-1 200-3165   はり きゅう 
めぐみはりマッサージ治療所 舟岡 栄 京都市南区久世中久世町２−３３ 921-2608 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ヤスモト鍼灸治療院・リジューム（resume) 安本 倫恵 京都市南区⻄九条戒光寺町１４−７ 682-0290 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
柳谷もみ療治院 栁谷 健一 京都市南区⻄九条川原城町２６−１ 662-5137 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
山形はり治療院 山形 他見子 京都市南区⻄九条針小路町７７ 681-3684 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
山下治療所 山下 弘人 京都市南区壬生通⼋条下ル東寺町５２７ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
有限会社柴垣治療所 有限会社柴垣治療所 京都市南区上鳥羽岩ノ本町６０ 691-0510 あん摩マッサージ指圧     
ゆずの手訪問鍼灸マッサージ院 山崎 凌平 京都市南区久世上久世町820-2 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
吉本治療院 吉本 榮子 京都市南区久世殿城町109-4 921-6888 あん摩マッサージ指圧     
Ｒａｘｉａイオンモール京都桂川（鍼） 株式会社 ＧＥＮＫＩＤＯ 京都市南区久世⾼田町３７６番１イオンモール京都桂川１階 754-6568   はり   
洛陽健康倶楽部 中神治療院 中神 孝策 京都市南区唐橋平垣町68-6 671-5003 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
りはく鍼灸院 上野 愛 京都市南区⻄九条東比永城町95-1 661-2212   はり きゅう 
和田針灸院 和田 重治 京都市南区唐橋⾼田町５２−６ 671-4621   はり きゅう 
あい鍼灸院 ⻄院 京都ファミリー院 あい・メディカルＪｏｙ株式会社 京都市右京区山ノ内池尻町１−１ 406-6390   はり きゅう 
あい鍼灸マッサージ治療院 ⼤⻄ 明治 京都市右京区太秦堀池町30-80 881-0108 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あおい鍼灸整骨院 ことけあ株式会社 京都市右京区嵯峨広沢南下⾺野町14番地1嵯峨ハイツ103号 406-5401 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あさ田りらくマッサージ療院 朝田 聖⼆ 京都市右京区⻄京極⼤門町12−58 326-3870 あん摩マッサージ指圧     
あたご整骨院 阪野 慎介 京都市右京区⻄京極⼤門町２０−２２ 925-8848 あん摩マッサージ指圧     
Ａｎｅｌａ ｙｕｍｉ 鍼灸院 森本 佑美 京都市右京区⻄院三蔵町９リエス⻄院７１４ 090-3162-1598   はり きゅう 
安 鍼灸院 中安 治 京都市右京区嵯峨野開町8-53 882-3448   はり きゅう 
&Lief 合同会社 文商 京都市右京区太秦御所ノ内町7番地セントラルフィットネスクラブ太秦内 090-8422-3917 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
あんま.やまうち治療院 山内 彰子 京都市右京区嵯峨野有栖川町18-7 871-4559 あん摩マッサージ指圧     
あんま指圧マッサージ中出治療院 中出 久美 京都市右京区⻄京極豆田町８ 311-6567 あん摩マッサージ指圧     
あんま・マッサージ・はりの治療院 あんまびと 久保 和孝 京都市右京区⻄院上今田町4-3 323-0055 あん摩マッサージ指圧 はり   
あんま屋さん 松尾 健司 京都市右京区太秦多薮町１４−１２ 871-6823 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
池田治療院 池田 富雄 京都市右京区梅津林口町2の10 871-8145 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
伊東治療院 伊東 好光 京都市右京区常盤御池町21-27 882-6167 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
井上鍼灸院 井上 章 京都市右京区嵯峨天⻯寺若宮町３１−４ 873-2176   はり きゅう 
井上鍼灸接骨院 井上 慎吾 京都市右京区⻄京極午塚町６１ハイツＤＳＫ１Ｆ 322-2663   はり きゅう 
井上鍼灸接骨院 井上 慎吾 京都市右京区梅津堤下町8-1   861-1122   はり きゅう 
井上接骨院 井上 義治 京都市右京区嵯峨苅分町２５−３ 871-5910   はり きゅう 
上野あん摩マッサージ指圧治療所 上野 郁夫 京都市右京区京北上弓削町弾正34 854-0350 あん摩マッサージ指圧     
ウスイ鍼灸接骨院 臼井 好三 京都市右京区⻄京極⼤門町１１−２６ＵＭパレス１０２号 315-1430   はり きゅう 
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東側 861-5071 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
太秦いしだ鍼灸・整骨院 第Ⅱ分院 MEDICAL SUPPORT TEAM 株式会社 京都市右京区太秦⻄蜂岡町９−２７ 366-6529   はり きゅう 
太秦鍼灸院 白井 倫子 京都市右京区太秦開日町２７−５５ 090-1917-4011   はり きゅう 
太秦平川針灸治療院 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   はり きゅう 
ウタノ治療院 畠中 敏行 京都市右京区鳴滝音⼾山町４−８０ 465-3756 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
梅ケ畑にしむら鍼灸整骨院 ⻄村 創 京都市右京区梅ケ畑古田町１１−１６ 862-3106   はり きゅう 
うめづ在宅マッサージ 金 成哲 京都市右京区梅津後藤町６−２１ 202-6275 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
円町療院 林山 満彦 京都市右京区花園春日町８−１ 822-1948   はり きゅう 
⼤倉鍼灸院 有限会社 ⼤倉鍼灸院 京都市右京区⻄院春栄院４１−２０ 316-2062 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
太田治療院嵯峨分室 太田 修 京都市右京区天⿓寺⾞道町８−５ニチエイマンション２０２ 090-3611-5423 あん摩マッサージ指圧     
⼤⻄治療院 ⼤⻄ 基樹 京都市右京区太秦袴田町１１−１６ 881-1718 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
奥田治療院 奥田 祥保 京都市右京区鳴滝宅間町15-21 354-6469 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
御室鍼灸マッサージ治療院 北浦 雄⼤ 京都市右京区右京区御室芝橋６−１９ 463-5762 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かすが指圧院 柴原 英⼆ 京都市右京区嵯峨野開町8-9-102  925-8879 あん摩マッサージ指圧     
加藤鍼灸院 加藤 吉一 京都市右京区⻄京極⻄⼤丸町２５ 321-3075 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かどのGenki鍼灸整骨院 株式会社GENKI 京都市右京区梅津南広93 865-0021   はり きゅう 
葛野いその鍼灸治療院 磯野 功也 京都市右京区⻄京極橋詰町39ラーク安田PARTⅢ103 080-5348-8377   はり きゅう 
金井指圧院 金井 鍍明 京都市右京区梅津後藤町６−１２ 881-3141 あん摩マッサージ指圧     
金牛鍼灸治療院 宗教法人金牛院 京都市右京区花園町妙心町４５ 金牛院内 463-6564   はり きゅう 
金原鍼灸院 金原 秀吉 京都市右京区⿓安寺⻄ﾉ川町15‐8 464-9814 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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グランビュー太秦２号室 881-1301 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
観音鍼灸院 駒形 惠輔 京都市右京区⻄院⻄⾼田町３１の   はり きゅう 
神部鍼灸整骨院 神部 敏邦 京都市右京区花園⾉北町１８−６ 462-8728   はり きゅう 
きずな鍼灸整骨院 金谷 ⾼宏 京都市右京区嵯峨折⼾町２４−４３ウィッシュビル１Ｆ 406-5778   はり きゅう 
北条鍼灸院 北条 正⼆ 京都市右京区太秦垣内町６ 871-3800   はり きゅう 
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町58ウエストＮビル１Ｆ 882-1001   はり きゅう 
ＣＵＲＥ鍼灸院 鈴木 崇之 京都市右京区嵯峨明星町5-4ボンエルフ嵐山1F 863-6177   はり きゅう 
⿊杉鍼灸マッサージ院 ⿊杉 ⾼之 京都市右京区鳴滝藤ノ木町９−５ 461-3805 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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ｋen治療院 堀 健太郎 京都市右京区鳴滝中道町１２ 462-8804 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
小池鍼灸治療所 小池 三良助 京都市右京区⻄院東今田町３   はり きゅう 
こうめい鍼灸院 金山 ⾼明 京都市右京区⻄京極町ノ坪町21 323-1890   はり きゅう 
⿊正鍼灸整骨院 ⿊正 哲平 京都市右京区嵯峨天⿓寺⾞通町３０−１８アビロード嵯峨１０１ 865-0117   はり きゅう 
こすげ治療院 小菅 孝行 京都市右京区御室小松野町２５−２１ 462-1799   はり きゅう 
古都治療院 株式会社こと 京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町２２−３３ 863-5755 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
小⻄鍼灸院 小⻄ 登 京都市右京区山ノ内山ノ下町１９ 311-6386   はり きゅう 
木洩れ日 株式会社エイトゥディー 京都市右京区嵯峨⼤覚寺門前町⼋軒町８−４ ２Ｆ 862-1888 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻄院駅前鍼灸整骨院 株式会社ＳＨＩＥＬＤ 京都市右京区⻄院東淳和院町1−1アフレ⻄院3Ｆ 314-7088   はり きゅう 
⻄院こばやし鍼灸整骨院 株式会社 オフィスケイ 京都市右京区⻄院東淳和院町25-4 312-1066   はり きゅう 
サイトウ鍼灸院 ⻫藤 誠治 京都市右京区太秦多薮町１４−８３ 864-6663 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
阪井鍼灸院 阪井 徹 京都市右京区⻄院⻄三蔵町３２番地 314-4236   はり きゅう 
さくら鍼灸治療院 行木 靖浩 京都市右京区⻄京極芝ノ下町１７−１２Ｆ 925-8822   はり きゅう 
さつき鍼灸整骨院 ⻄京極院 株式会社Ｂスクエア 京都市右京区⻄京極⼤門町２０−６ 314-3456   はり きゅう 
佐野鍼灸院 佐野 真仁 京都市右京区常盤御池町６ 872-5171   はり きゅう 
嵯乃庭治療院 安達 貴子 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬⼾川町６−２ 882-3525 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
さわやか鍼灸院 株式会社すこやか 京都市右京区太秦堀ヶ内町30-55 872-5511   はり きゅう 
指圧治療院さわ 澤 祐平 京都市右京区北矢掛町１−１１ボヌール館Ｂ号室 874-4202 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
シバハラ治療所 柴原 幸代 京都市右京区太秦一ノ井町18-25 882-8879 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 461-9111   はり きゅう 
社会医療法人太秦病院 附属うずまさ針灸治療院 社会医療法人太秦病院 京都市右京区太秦堀ケ内町1番地1 862-2007   はり きゅう 
１０ぷんマッサ 森下 徹 京都市右京区梅津罧原町４９−１１ 861-5639 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
しろやま鍼灸接骨院 城山 政律 京都市右京区太秦唐渡町22-54 864-5800   はり きゅう 
鍼灸接骨院 美と整 株式会社ＧＭＳ 京都市右京区太秦京ノ道町9 406-0096   はり きゅう 
鍼灸あん摩マッサージ シバハラ治療所 柴原 幸代 京都市右京区太秦一ノ井町１８−２５ 406-0720 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸いずみ 森泉 和人 京都市右京区嵯峨一本木町２８−１ 861-5951   はり きゅう 
針灸卯野治療院 卯野 博茂 京都市右京区太秦多薮町１４−１５０ 882-6615   はり きゅう 
鍼灸中川 中川 俊之 京都市右京区⻄院松井町14-4 315-5580   はり きゅう 
鍼灸 瑛 嵯峨嵐山 一般社団法人いのちクリエイション 京都市右京区嵯峨天⿓寺若宮町１７−１ 402号 864-7217   はり きゅう 
スポーツ鍼灸院 TAKA 髙橋 啓 京都市右京区⻄京極新明町41 874-4491   はり きゅう 
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103 882-8189   はり きゅう 
セントラル鍼灸院 太秦店 株式会社ＧＩＭʻＳ 京都市右京区太秦御所ノ内７ＫＣＳビル２Ｆ 090-8523-8984   はり きゅう 
⾼田マッサージ指圧治療院 ⾼田 泰男 京都市右京区嵯峨罧原町２０−２４ 381-7458 あん摩マッサージ指圧     
武村鍼灸院 武村 桂 京都市右京区梅ヶ畑⾼鼻町７−１−９０ 366-6251   はり きゅう 
田中治療院 田中 敏之 京都市右京区梅津阪本町8-25 861-7869 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 872-1219   はり きゅう 
たむら鍼灸院 田村 安主 京都市右京区京北周山町⻄丁田２１−５ 852-0003   はり きゅう 
つつみ鍼灸院 堤 英男 京都市右京区⻄院久保田町１６−１⻄院グリーンハイツ１０１ 322-3885 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
つばき鍼灸院 坂口 英久 京都市右京区太秦和泉式部町5番地11 203-4148   はり きゅう 
つるまき治療院 弦牧 成 京都市右京区太秦安井北御所町２番地の８１ 801-4782 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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ていとしこ はり・灸 治療室 鄭 年子 京都市右京区⻄院⻄平町２５−１３ 312-2927   はり きゅう 
とうま鍼灸すいな院 倉田 智之 京都市右京区梅津南広町３２−１ 432-8635 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
豊田指圧院 豊田 裕子 京都市右京区⻄京極豆田町５パークテラス⻄京極６０９ 321-3635 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
中塚カナコ治療所 中塚 香奈子 京都市右京区嵯峨⼤覚寺門前六道町４２−８ 881-0915 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
中村鍼灸院 中村 祐一 京都市右京区⻄院小米町１１−１ルピナスKOGOME１−C 315-1100   はり きゅう 
中村鍼灸院 中村 英弘 京都市右京区常盤窪町1-62 861-4976   はり きゅう 
中村治療院 中村 晃治 京都市右京区花園内畑町６−８ 842-1872 あん摩マッサージ指圧     
にこにこ施術院 林 晴敏 京都市右京区⻄京極東側町28-11グリンピア⻄京極302 777-7299 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻄垣マッサージ治療院 ⻄垣 義朗 京都市右京区山ノ内宮脇町２の５番地 あん摩マッサージ指圧     
⻄京極 平川針灸治療院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市右京区⻄京極町ノ坪町２５サンフローネ川宗１階 754-7580   はり きゅう 
⻄京極駅前接骨院 多田 佳史 京都市右京区⻄池田町52 326-4728   はり きゅう 
⻄の畑の鍼灸院 ⻄畑 泰啓 京都市右京区太秦川所町7−123 865-1688   はり きゅう 
にしむら鍼灸整骨院 ⻄村 一宏 京都市右京区太秦多薮町45 861-0991   はり きゅう 
野村鍼灸院 野村 昌孝 京都市右京区常盤草木町６−３ 862-9110 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
野村鍼灸院 野村 昌孝 京都市右京区京北周山町上植代7-3 852-0701 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
畠はり治療院 畠 文夫 京都市右京区太秦土本町１５ 882-7561 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はなぞの鍼灸院 相上 重樹 京都市右京区太秦安井小山町１３ 464-8730   はり きゅう 
花園駅前鍼灸整骨院 株式会社ＳＨＩＥＬＤ 京都市右京区花園寺ノ内町16-4 466-2522   はり きゅう 
浜崎治療院 浜崎 昂雄 京都市右京区梅津罧原町１２−１０ 881-4339 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり,きゅう,マッサージ藤原治療院 藤原 忠志 京都市右京区太秦桂ヶ原町２０−１６ 872-1406 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり芦田治療院 芦田 ふみ子 京都市右京区梅津東溝口町８の１３   はり きゅう 
はり灸マッサージ北川治療院 北川 弘康 京都市右京区⻄院乾町５５−１京悠館１０３号 090-2350-0874 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はり.きゅう.指圧 堀治療院 堀 健太郎 京都市右京区鳴滝中道町12 462-8804 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
はりマッサージ伊東治療院 伊東 伝四郎 京都市右京区⻄京極⻄池田町６２−５ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ひきま鍼灸治療院 引間 博道 京都市右京区太秦御所ノ内町７kcsビル１Ｆ 861-4128 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ひらの針灸院 平野 貴正 京都市右京区太秦桂ヶ原町9-33 861-4755 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
広瀬あん摩,マッサージはり,灸治療院 広瀬 キク 京都市右京区⻄院三蔵町３０ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
フジ針灸院 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 864-0900   はり きゅう 
藤野鍼灸院 藤野 勝弘 京都市右京区梅津⼤縄場町２１−１５   はり きゅう 
ＦＲＥＥ，整骨院 木村 丈⾼ 京都市右京区⻄院清水町4-2サンサーラ中嶋１Ｆ 874-5595   はり きゅう 
フレアス在宅マッサージ京都右京区施術所 サンディーバ合同会社 京都市右京区嵯峨明星町22番地コーポ⾞折202 050-5490-5418 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
訪問鍼灸治療院あすなろ ホリスティックセラピーKanon 倉澤 信貴 京都市右京区京北細野町下垣内23 708-5852   はり きゅう 
訪問鍼灸マッサージ ああろん治療院 河井 有音 京都市右京区太秦朱雀町1-130 080-2412-3307 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
訪問マッサージみやび治療院 橋本 雅人 京都市右京区嵯峨中山町１１−５ラウンドガーデン嵐山２０８ 864-2577 あん摩マッサージ指圧     
星野鍼灸治療院 星野 峻庸 京都市右京区花園宮ノ上町15-3 462-5350 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 406-0551 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
まつか鍼灸治療室 松香 麻希 京都市右京区⻄院清水町９７−３ 090-8659-7040   はり きゅう 
マッサージ こじま 小嶋 陽一 京都市右京区⻄京極浜ノ本町52 313-5417 あん摩マッサージ指圧     
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マッサージ,指圧,鍼,灸小村治療院 小村 健⼆ 京都市右京区梅津南広町８３ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ指圧⼤江治療院 ⼤江 百合子 京都市右京区嵯峨野芝野町３５−１４２ あん摩マッサージ指圧     
ﾏｯｻｰｼﾞ・はり ケァアルファ／Alfa 株式会社新星堂 京都市右京区⻄院⾼山寺町1番地松井薬局２階 315-4193 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ あわの治療院 阿波野 勝 京都市右京区嵯峨野芝野町３５−１６３ 862-1445 あん摩マッサージ指圧     
マッサージうえむら 上村 裕幸 京都市右京区花園土堂町１５ 461-0357 あん摩マッサージ指圧     
マッサージたかひろ治療院 山本 貴⼤ 京都市右京区太秦松本町５−１２０ 882-5511 あん摩マッサージ指圧     
マッサージじゅうに治療院 上野 昭吾 京都市右京区山ノ内瀬⼾畑町15-8 201-1134 あん摩マッサージ指圧     
マッサージはり城下治療院 城下 真也 京都市右京区太秦森ヶ東町２９−２ 861-2771 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松田治療院 松田 有里子 京都市右京区嵯峨新宮町１番地の９０ 882-5324 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松葉治療院 松葉 守 京都市右京区山ノ内荒木町１３ 313-1727 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
みき鍼灸院 三木 寿幸 京都市右京区梅津後藤町17-3 204-7508   はり きゅう 
水本鍼灸治療院 水本 勝美 京都市右京区梅津北川町７−１シャトー五⼗鈴１０５号 871-7318   はり きゅう 
三井治療院 三井 髙志郎 京都市右京区嵯峨野芝野町2-12 872-1077 あん摩マッサージ指圧     
みぶひのき鍼灸整骨院 水野 親彦 京都市右京区⻄院東中水町７番地日商岩井朱雀マンション１０３ 312-6800 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
宮下治療院 宮下 照美 京都市右京区⻄院⻄淳和院町３−１ 314-9177 あん摩マッサージ指圧     
ＭＵＧＥＮ鍼灸院 京都外⼤前 株式会社 夢現 京都市右京区⻄院東⾙川町18スカーラ12 1階 315-7177   はり きゅう 
村本針灸院 村本 直樹 京都市右京区⻄京極畔勝町２０−４ 312-3345   はり きゅう 
森田鍼灸接骨院 株式会社pheasants 京都市右京区鳴滝中道町2-13 467-6022   はり きゅう 
⼋木あん摩マッサージ指圧施術所 ⼋木 髙⼤ 京都市右京区⻄京極南⽅町７２番地 あん摩マッサージ指圧     
ヤスダ鍼灸院 安田 昌史 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町５７−１２ 882-9597   はり きゅう 
山下鍼灸院 山下 涼江 京都市右京区山ノ内⻄⼋反田町９−９ 811-5123   はり きゅう 
山田治療院 山田 吉太郎 京都市右京区太秦面影町１４−２４ 864-7033 あん摩マッサージ指圧     
山田指圧治療院 山田 克典 京都市右京区太秦森ヶ前町２３ 871-6377 あん摩マッサージ指圧     
山根鍼灸院 山根 芳樹 京都市右京区常盤下田町１２−３ 872-2877   はり きゅう 
山村治療院 山村 武資 京都市右京区梅津北浦町２３−７４ 861-3632 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ヤマムラ鍼灸院 山村ｺﾄ李 安世 京都市右京区⻄京極河原町２−２ 313-0108   はり きゅう 
山本治療院  有限会社 マサヒロ 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町２３−３２ 861-2686 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
有限会社あだち治療院 有限会社あだち治療院 京都市右京区太秦海正寺町２０ 871-3353 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
よこやま鍼灸療院 横山 潤 京都市右京区⻄院巽町37-1ＴＡＫＥ7 405 070-6920-1809   はり きゅう 
吉川鍼灸治療所 釜平 喜世子 京都市右京区太秦一ノ井町４１番地の１９ 872-7993   はり きゅう 
吉田針灸マッサージ治療院 吉田 亮⼆ 京都市右京区梅津⼤縄場町６−６嵐山ロイアルハイツ３−２１０ 468-1182 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
秋ノ山治療院 巽 武次郎 京都市伏見区中島秋ノ山町146 090-9255-9299 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
秋山鍼灸院 秋山 松太郎 京都市伏見区深草⻄浦町四丁目６９番地 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あじさい治療院 松本 行治 京都市伏見区桃山町立売39-6 601-0847 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あすか鍼灸整骨院 有限会社 PROSIT 京都市伏見区納所星柳17-2セントラルハイツ淀102号室 200-5898   はり きゅう 
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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
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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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
安藤鍼灸治療院 安藤 力 京都市伏見区醍醐中山町39-2中山団地16-303 090-3867-6224 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
あん摩マッサージはり井田治療院 井田 一雄 京都市伏見区横⼤路下三栖山殿５−３７ 601-3877 あん摩マッサージ指圧 はり   
あんま･マッサージ指圧渡辺治療院 渡邉 幸子 京都市伏見区桃山与五郎町１−９６ 611-1082 あん摩マッサージ指圧     
あん摩マッサージ指圧師⻘手木治療院 ⻘手木 実 京都市伏見区白銀町９４８ あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
石倉鍼灸院 石倉 正章 京都市伏見区鳥羽町700-5 644-7582   はり きゅう 
石田杜 蓬明院 田中 玲子 京都市伏見区石田森東町１２−１４ 573-1750   はり きゅう 
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   はり きゅう 
井上治療院 井上 弘一 京都市伏見区深草直違橋７丁目275 644-5126   はり きゅう 
いまにし治療院 今⻄ 克利 京都市伏見区革屋町785-2 602-8038   はり きゅう 
いわた鍼灸治療院 岩田 陽輔 京都市伏見区深草⻄浦町7丁目3番地 090-3655-3291   はり きゅう 
ウイング鍼灸マッサージ治療院 松田 伸一 京都市伏見区下鳥羽広⻑町184番地ﾕﾆﾊｲﾑ伏見⼤手筋906 603-9530 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
植田針灸指圧治療院 植田 豊光 京都市伏見区東浜南町６５５−１４ 633-0858 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ウェルネス鍼灸整骨院伏見 和真株式会社 京都市伏見区⻄⼤⿊町1038番地2ヴィラケント1階テナント1号室 748-8034   はり きゅう 
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 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⼤構鍼灸治療院 ⻃ 良孝 京都市伏見区醍醐⼤構町２６−１ グランスイート醍醐駅前704 090-2108-9947 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
おかはた鍼灸治療院 岡畑 克 京都市伏見区納屋町112岩田納屋町ビル3F 090-1221-9595   はり きゅう 
オカモト鍼灸院 岡本 善志一 京都市伏見区深草小久保町４０７番地 644-2523   はり きゅう 
おぐりす灸 寺本 中川 浩子 京都市伏見区小栗栖小阪91-1 571-0020     きゅう 
小栗栖あさひ鍼灸院 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   はり きゅう 
小栗栖鍼灸療院 今井 健⼆ 京都市伏見区小栗栖中山田町15-13 571-4556   はり きゅう 
尾久施術所 尾久 良吉 京都市伏見区醍醐石田⼤受町５０市営７−１０５ あん摩マッサージ指圧     
かえで鍼灸整骨院 定者 美奈子 京都市伏見区深草筋違橋10丁目146番地 641-0112   はり きゅう 
かえで鍼灸院 山下 晴基 京都市伏見区深草⻄浦町7丁目42 1F 757-0167   はり きゅう 
翔 鍼灸院 北川 翔⼤ 京都市伏見区醍醐⼤⾼町8-5 080-6125-1418   はり きゅう 
川島針灸治療所 川嶋 啓明 京都市伏見区醍醐落保町１６   はり きゅう 
川瀨治療院 川瀬 義文 京都市伏見区深草飯食町８２３ あん摩マッサージ指圧     
木口鍼灸マッサージ 木口 正人 京都市伏見区葭島矢倉町4-73 090-1900-0775 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
きたの鍼灸院 北野 哲夫 京都市伏見区醍醐御園尾町1-112 090-3820-8328   はり きゅう 
木村治療院 木村 卓郎 京都市伏見区丹後町719−1 603-8285 あん摩マッサージ指圧     
京都醫王堂総合治療院 辻見 義範 京都市伏見区深草芳永町666-53 645-8133   はり きゅう 
京都均整治療院 中山 一俊 京都市伏見区深草直違橋２丁目１１６６ 642-0022 あん摩マッサージ指圧     
京都同仁堂針灸院 小仲 浩司 京都市伏見区深草⼤⻲谷⻄寺町３７−２６ 070-6921-3668 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
京都はりきゅう院 蘆田 ⼤介 京都市伏見区深草⻄浦町⼆丁目67 642-8637   はり きゅう 
クイックざマッサージ 良原 敦広 京都市伏見区桃山町山ノ下55-14 612-0450 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
栗岡マッサージ療院 栗岡 千鶴子 京都市伏見区深草フケノ内町12‐5 641-1956 あん摩マッサージ指圧     
げんきな笑顔治療院 京都店 株式会社 神⼾朝日舎 京都市伏見区深草⻄浦町２−８２ＡＳＡ伏見２階 0774-56-6611 あん摩マッサージ指圧     
げん鍼灸整骨院 湯浅 元希 京都市伏見区深草飯食町801-5グランディ藤森1F 643-0588   はり きゅう 
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こう鍼灸整骨院 ⻩ 在文 京都市伏見区深草⻄浦町４−７ 643-0019 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
宏整鍼灸院 成川 学 京都市伏見区桃山町養⻫31番地 604-4060   はり きゅう 
久我の杜 平川針灸治療院 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 925-8642   はり きゅう 
こころ接骨院 久保 俊樹 京都市伏見区淀本町167-6ﾉｰﾌﾞﾙ淀103 631-7795   はり きゅう 
こころとからだ康子治療院 内山 康子 京都市伏見区深草一ノ坪町35-13 642-8715 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ココン鍼灸院 ⼤⻄ 宏治 京都市伏見区深草墨染町5番8 748-8557   はり きゅう 
小林治療院 小林 忍 京都市伏見区淀際目町35-1ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ京都淀B207 090-4303-4069 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
近藤鍼灸施術所 近藤 桂市 京都市伏見区納所薬師堂１の１９６ 631-0457   はり きゅう 
ザ・あんまハリ灸辻施術所 辻 勝子 京都市伏見区深草池ノ内町59深草団地2棟306号 645-5687 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
在宅・訪問マッサージ治療院オネスト 京都伏見店 株式会社クニカネクスト 京都市伏見区深草⻄浦町1-40アヴォンリー1Ｆ 646-2600 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鷺坂治療所 鷺坂 正美 京都市伏見区桃山町金森出雲８−３３ 601-0814 あん摩マッサージ指圧     
さくら鍼灸整骨院 木藤 知弘 京都市伏見区京町5丁目104-6 604-3838   はり きゅう 
佐々木漢⽅鍼灸院 佐々木 智惠子 京都市伏見区深草上横縄町5-2 531-9629 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
沢田鍼灸院 澤田 敦史 京都市伏見区向町島庚申121-5 611-3052   はり きゅう 
さわやか訪問マッサージ 井之口 洋三 京都市伏見区景勝町38-1 090-7355-2840 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
サンしんきゅう 伏見院 株式会社サンスポーツコンディショニング 京都市伏見区瀬⼾物町７４５ 090-2065-3530   はり きゅう 
指圧アサミ 浅見 勝久 京都市伏見区醍醐下山口町22-16 573-0313 あん摩マッサージ指圧     
指圧按摩マッサージ倫伝会五⼗嵐治療院 五⼗嵐 清司 京都市伏見区深草平田町８−１４ 643-8393 あん摩マッサージ指圧     
指圧・あん摩・マッサージ・きゅう ヒグチ施術院 樋口 圭亮 京都市伏見区醍醐僧尊坊町1-115 571-0756 あん摩マッサージ指圧   きゅう 
椎野鍼灸治療院 椎野 矢征史 京都市伏見区久我東町１−１８３ 934-4038   はり きゅう 
重乃指圧所 重乃 正 京都市伏見区桃山町日向2-23 090-5163-6174 あん摩マッサージ指圧     
しみず鍼灸整骨院 清水 隆司 京都市伏見区深草伊達町71-30 643-3232 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
下山治療院 下山 恵美子 京都市伏見区深草キトロ町３０−９ 643-6032 あん摩マッサージ指圧     
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   はり きゅう 
鍼灸院さくら 木澤 祥子 京都市伏見区新町６丁目４７０−５ 201-7221   はり きゅう 
鍼灸院Glanz グランツ 株式会社夢現 京都市伏見区御香宮門前町189-1むげん整骨院２F 622-0663   はり きゅう 
鍼灸atescotes 山岡 美幸 京都市伏見区久我⻄出町11-259 925-5787   はり きゅう 
鍼灸･マッサージ 友田治療院 友田 尚輝 京都市伏見区深草⼤⻲谷金森出雲町1-69 080-6161-3295 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸あん摩・マッサージ・指圧 たか治療院 佐々木 ⾼彰 京都市伏見区深草北蓮池町９００−６ 285-5323 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
瀬⼾物町はり・きゅう治療院 河合 修 京都市伏見区瀬⼾物町739ティラルセ1F 622-8230   はり きゅう 
園田治療院 園田 マチ子 京都市伏見区深草野手町40 643-5548 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ZONE鍼灸整骨院 名和 朋佳 京都市伏見区淀新町65-1CUORE yodo B1 632-1510   はり きゅう 
孫鍼灸院 伊山 暎東 京都市伏見区深草⻄浦町７−３７ 645-2772   はり きゅう 
醍醐こまち鍼灸整骨院 佐久 仁美 京都市伏見区醍醐京道町6-15 748-6095 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
髙橋鍼灸院 髙橋 功 京都市伏見区深草石橋町2-6ハイツ苑寿荘102号 645-5180 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⾼矢鍼灸治療院 ⾼矢 武 京都市伏見区向島⻄堤町３３ 622-5250   はり きゅう 
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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   はり きゅう 
武田治療院 武田 和子 京都市伏見区醍醐御陵⻄裏町１７の６ あん摩マッサージ指圧     
竹中針灸院 竹中 利幸 京都市伏見区山崎町３５２−３ 601-4178 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
田中治療院 田中 順一郎 京都市伏見区羽束師菱川町555-3 931-0626 あん摩マッサージ指圧     
谷村治療院 谷村 一義 京都市伏見区深草⻄浦町6の31ぷらっつうずら2F 643-7037 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
たらちねマッサージ治療院 音田 愛 京都市伏見区桃山福島太夫北町２８−５ 田中助産所１階 634-9897 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ＴＡＮ鍼灸治療 丹 紀子 京都市伏見区深草⻄浦町６丁目47-2ﾏﾝｼｮﾝｾｲﾘﾝｸﾞⅢ3F 090-4574-6560   はり きゅう 
治療院 じゅいん ⻘木 葉子 京都市伏見区深草飯食町840セントラルプラザ503号 634-8345 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
月日堂ヤマダ鍼灸院 山田 創 京都市伏見区淀新町６１０−２０ 631-9664 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
つち川鍼灸整骨院 ⼤手筋院 ⻃洞院 勇毅 京都市伏見区平野町53-1 603-7355   はり きゅう 
堤治療院 堤 孝仁 京都市伏見区桃山与五郎町１−１５６ 603-1599 あん摩マッサージ指圧     
Tsumiki 鍼灸整骨院 髙松 健⼆ 京都市伏見区深草北新町652番地2号 642-2505   はり きゅう 
同和実業鍼灸院(ＤＮＴ) 同和実業ＫＫ 京都市伏見区両替町１２丁目２１７番地 611-1329   はり きゅう 
とくひろ治療院 徳廣 正俊 京都市伏見区北浜町599-2コーポ北村103号 612-3216 あん摩マッサージ指圧     
としくら鍼灸治療院 利倉 彰浩 京都市伏見区深草⼤⻲谷東久宝寺町14-19 645-3292   はり きゅう 
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   はり きゅう 
ともり鍼灸施術所 渡守 貞子 京都市伏見区桃山町伊賀３−１ 601-2503   はり きゅう 
とりで鍼灸院 株式会社アンチェイン 京都市伏見区新町5丁目495北本ビル302号 606-1718   はり きゅう 
⻑尾鍼灸施術所 ⻑尾 千代次 京都市伏見区南新地４の２   はり きゅう 
永田東洋鍼灸整骨院 合同会社東洋ＡＭＪ 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   はり きゅう 
中田鍼灸院 中田 繁 京都市伏見区深草柴田屋敷町３−６ 642-3335   はり きゅう 
中⻄指圧治療院 中⻄ 正 京都市伏見区深草東瓦町19−14 647-2636 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中山鍼灸院 中山 正隆 京都市伏見区⻄⼤手町311 601-3129   はり きゅう 
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   はり きゅう 
なつやま鍼灸院 夏山 智 京都市伏見区石田桜木21-39 574-4522   はり きゅう 
七季治療院 籔内 勇輔 京都市伏見区久米町631番10 606-1233 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻄川鍼灸専門院 ⻄川 九郎衛 京都市伏見区銀座町２丁目３２６   はり きゅう 
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   はり きゅう 
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   はり きゅう 
はなたて鍼灸接骨院 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   はり きゅう 
花治療院 上野 一夫 京都市伏見区聚楽町一丁目701 623-2800 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
浜野 針灸院 濵野 真吾 京都市伏見区京町南七丁目31-4 605-6255   はり きゅう 
HariARU鍼灸院 小山 皓平 京都市伏見区竹田中内畑町172MYビル2階 632-8033   はり きゅう 
ハリーズ治療院 村田 弘恵 京都市伏見区竹田向代町川町25ウイングヒルズ京都南509 090-2708-3159   はり きゅう 
はり.きゅう寺石はり術院 寺石 圭吾 京都市伏見区深草墨染町９−５５ 647-1922 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸マッサージ曵沼治療院 曵沼 哲太郎 京都市伏見区桃山町因幡１２番地２４ 612-8709 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
ひかり整骨院 谷内 慶久 京都市伏見区向島四ツ谷池14-19 286-4037   はり きゅう 
平田マッサージ院 平田 益章 京都市伏見区住吉町４３３−５ あん摩マッサージ指圧     
ファンソン・ケア鍼灸院 ⼤矢 砂輔 京都市伏見区竹田中内畑町175ローズハイム202 080-1476-9123   はり きゅう 
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福田治療院 福田 勝位 京都市伏見区深草⻄浦町2-2-1深草⻄浦住宅403号 643-7842 あん摩マッサージ指圧     
ふくろう鍼灸院 吉川 武男 京都市伏見区深草⻄浦町1丁目65-2第18⻑栄ﾋﾞﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ深草21 641-9851   はり きゅう 
藤の木鍼灸治療院 秋亜株式会社 京都市伏見区向島四ツ谷池14−8向島ニュータウン6街区１棟105 601-2778   はり きゅう 
伏見力の湯マッサージ 若林 忍 京都市伏見区竹田⻘池町3 642-0703 あん摩マッサージ指圧     
伏見日の丸治療院 松本 かつ枝 京都市伏見区深草一ノ坪町３５−３ 642-2361 あん摩マッサージ指圧     
伏見桃山 平川針灸治療院 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都市伏見区⻄町389番地都々路ビル１Ｆ 748-6700   はり きゅう 
訪問マッサージ いきいき治療院 王⾼ 泰明 京都市伏見区鳥羽町６８８野村ビル２０６号 203-1331 あん摩マッサージ指圧     
訪問はりきゅうマッサージＫＥⅰＲＯＷ伏見ステーション 井神 平 京都市伏見区京町南８丁目９１−１ 0120-307-916 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
訪問マッサージらいふ治療院 ⼤槻 恵美 京都市伏見区桃山羽柴⻑吉東町８３−６リシュル朝日５A 090-8576-1377 あん摩マッサージ指圧     
鍼灸・指圧 ほった治療院 堀田 利典 京都市伏見区桃山最上町32-8 090-9255-5739 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
前田鍼灸院 前田 耕輔 京都市伏見区深草山村町1017-1メゾン松本家203 090-5248-8745   はり きゅう 
雅美治療院 中村 まさ美 京都市伏見区向島津田町１４５−２１ 611-7364 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
増井針灸院 増井 洋元 京都市伏見区石田内里町８３−７ 571-6397 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
益田鍼灸療院 益田 春美 京都市伏見区向島⼆の丸一の一 621-1625 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ リムズ 卯津羅 聖人 京都市伏見区日野野⾊町70-15 573-8240 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ和らぎ治療院 坂本 幸子 京都市伏見区小栗栖南後藤町6住宅公団小栗栖北団地30-310 573-5925 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ治療院あや 吉田 礼 京都市伏見区石田⼤山町4-126 571-5465 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ.指圧.はり.きゅう岡野治療所 岡野 伊三郎 京都市伏見区新町１２丁目３１１ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松葉鍼灸接骨院 松葉 実 京都市伏見区深草上横縄町１０番地の７８ 531-6044 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松村鍼灸治療院 松村 ヨシ子 京都市伏見区深草⼤⻲谷東寺町７７の８ あん摩マッサージ指圧     
まつもと鍼灸整骨院 松本 吉弘 京都市伏見区東組町688-2 603-3452   はり きゅう 
眞野はり灸マッサージ治療所 眞野 吉仁 京都市伏見区桃山水野左近東町82-1 611-3594 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ミヤガワ鍼灸治療院 宮川 実樹 京都市伏見区深草⼤⻲谷⼤山町21-1コーポラス松井106 643-7516   はり きゅう 
宮越接骨院 宮越 良一 京都市伏見区墨染町７２５ 642-5420 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
むげん鍼灸院 株式会社 夢現 京都市伏見区納屋町124 601-3889   はり きゅう 
もも治療院 株式会社ＰＥＣＨＥ 京都市伏見区桃山筑前台町34-10 601-2557 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ももやま鍼灸庵 田中 正一 京都市伏見区深草⼤⻲谷万帖敷町４８０ 647-2672 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
桃山治療院 中山 𠮷春 京都市伏見区京町北7丁目４−５ 611-3838 あん摩マッサージ指圧 はり   
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   はり きゅう 
森田はり灸治療院 森田 洋一 京都市伏見区深草平田町８−１２ 642-1070   はり きゅう 
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   はり きゅう 
和らぎ訪問マッサージ治療院 石塚 貴英 京都市伏見区中島外山町12-2F 611-2914 あん摩マッサージ指圧     
ＹＡＧＩ鍼灸院 株式会社 ＹＡＧＩ ＳＰＯＲＴＳ 京都市伏見区向島善阿弥町35-5ベルハイツ望月105 601-3855   はり きゅう 
安本鍼灸治療院 安本 淳 京都市伏見区深草鞍ヶ谷13-24 641-6033 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
柳鍼灸指圧院 柳 ⾼明 京都市伏見区納所中河原17-8 631-1748 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
やまだ鍼灸院 合田 理 京都市伏見区深草ヲカヤ町33-4 645-5955   はり きゅう 
山本はり灸院 山本 功 京都市伏見区城通町602ｻﾝﾊｳｽ伏見T-1F 612-1201   はり きゅう 
悠生治療院 田中 美香 京都市伏見区深草⻄浦町6−31ぷらっつうずら４Ｆ 645-1851 あん摩マッサージ指圧     
悠鍼灸院 松田 健助 京都市伏見区深草⻄浦町１丁目１９番地 634-6605   はり きゅう 
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悠然堂 ⼤⻄鍼灸マッサージ院 株式会社Ｙ．Ｏ．Ｉ ＪＡＰＡＮ 京都市伏見区下鳥羽芹川町49-46 602-7519 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
横⼤路アールエイ鍼灸整骨院 ⻘柴 穣司 京都市伏見区横⼤路草津町48 621-3009   はり きゅう 
よしかわ鍼灸院 吉川 和真 京都市伏見区淀水垂町330-14 631-1810   はり きゅう 
吉川鍼灸院 吉川 正一郎 京都市伏見区榎町７８０ 611-1748 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
よつ葉鍼灸施術院 エスアイエス株式会社 京都市伏見区深草⻄伊達町88-3ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ藤森ｸﾞﾗﾝﾃﾞ524号 555-7958 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
よど河合治療院 河合 伊佐武 京都市伏見区納所町２０５−１０ 631-6756 あん摩マッサージ指圧     
ライフ鍼灸院 伏見 株式会社 Irie Life 京都市伏見区深草柴田屋敷町23-15 643-8270   はり きゅう 
ライフ鍼灸院 墨染 株式会社 Irie Life 京都市伏見区墨染町699 646-2022   はり きゅう 
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   はり   
［re:］コンディショニングスペース 海野 千和 京都市伏見区横⼤路下三栖山殿１５−４４ 080-2401-6375 あん摩マッサージ指圧     
⿓谷⼤学トレーニングセンター施術所 学校法人⿓谷⼤学 京都市伏見区深草塚本町６７番地 692-1111   はり きゅう 
りゅう鍼灸整骨院 松本 ⿓政 京都市伏見区深草⻄浦町8丁目107宮田ビル1-Ａ 644-4713   はり きゅう 
リライフマッサージ治療院 株式会社リライフ 京都市伏見区深草⻄浦町6丁目74番地Deft深草1階 641-7240 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
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   はり きゅう 
わのみち訪問鍼灸マッサージ 株式会社 和道文化サービス 京都市伏見区京町10丁目1125-11サンルシエル伏見京町101号 080-7180-8411 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
愛敬鍼灸整骨院 市来 和晃 京都市⻄京区上桂東ﾉ口町123サーパス桂第２ 213号室 634-7045   はり きゅう 
あい鍼灸院 阪急桂駅院 あい・メディカルJoy株式会社 京都市⻄京区桂野里町16-1桂⻄阪急ビル 600-2280   はり きゅう 
相原鍼灸院 相原 勝則 京都市⻄京区⼤枝沓掛町１０−８０ 332-7461   はり きゅう 
明石鍼灸院 明石 貴英 京都市⻄京区川島寺田町１番地の２ 392-1982   はり きゅう 
あやた鍼灸院 有限会社 カピラ 京都市⻄京区上桂宮ノ後町31番地14 393-5436   はり きゅう 
綾部はり・きゅう院 有限会社あやべ 京都市⻄京区⼤原野上里男⿅町１７−９ 333-3153   はり きゅう 
あらい鍼灸治療院 荒居 健児 京都市⻄京区桂⻄滝川町1-2 391-5151   はり きゅう 
新子治療院 新子 義則 京都市⻄京区桂野里町５０−４９ 381-8914 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
いち鍼灸整骨院 齊藤 翔一 京都市⻄京区山田⼤吉見町5-4 080-3138-9301   はり きゅう 
上原鍼灸整骨院 上原 通陽 京都市⻄京区上桂北村町143 381-7356   はり きゅう 
内山ギンザエクラン鍼灸院 内山 妃粋 京都市⻄京区御陵⼤枝山町5丁目27-37 070-2286-8989   はり きゅう 
S．P．A 桂坂鍼灸院 谷口 加奈子 京都市⻄京区御陵⼤枝山町5-20-10  600-2430   はり きゅう 
おおえレディース鍼灸整骨院 鈴木 香織 京都市⻄京区⼤枝沓掛町9-137奥村ビル201 332-4114   はり きゅう 
⼤⻄鍼灸院 ⼤⻄ 真平 京都市⻄京区上桂三ノ宮町50-74 394-3154 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⼤原野 鍼灸指圧処 フウッ 清水 浩史 京都市⻄京区⼤原野⻄境谷町4-7-1 050-3699-0840 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
岡鍼灸院 岡 士朗 京都市⻄京区上桂三ノ宮町91-7 381-0021   はり きゅう 
岡田マッサージ治療院 岡田 政博 京都市⻄京区⼤原野石見町３０９番地 332-4044 あん摩マッサージ指圧     
オカモト鍼灸院 岡本 ⽞剛 京都市⻄京区嵐山朝月町３０ル・セーヌ嵐山１Ｆ 882-5825   はり きゅう 
奥村接骨鍼灸院 奥村 ⾼文 京都市⻄京区山田久田町１０−５ 394-8810   はり きゅう 
かざわ鍼灸院 久保 裕之 京都市⻄京区樫原分田4番地６ 391-9099 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
華山針断院 甘 盛在 京都市⻄京区川島有栖川町１１６−２ 393-1913   はり きゅう 
片山治療院 片山 英之 京都市⻄京区牛ケ瀬新田泓町１２ 393-8411 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
かつらざか鍼灸整骨院 株式会社 按幸堂 京都市⻄京区御陵⼤枝山町5丁目27-6 335-3838   はり きゅう 
桂東洋鍼灸整骨院 合同会社東洋ＡＭＪ 京都市⻄京区下津林南⼤般若町88アルテハイム桂1Ｆ 925-9868   はり きゅう 
上桂 平川針灸治療院 EMPOWERMENT 株式会社 京都市⻄京区松尾木ノ曽町59-7ｳｨｽﾞﾜﾝﾋﾞﾙ1階 754-7445   はり きゅう 
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ギンザハリキュウセンター 内山 善雄 京都市⻄京区御陵⼤枝山町5丁目27番地37 080-5104-8989 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
くぼい接骨院･鍼灸院 久保井 康⼆ 京都市⻄京区⼤枝北福⻄町３丁目２−２１ 333-7133   はり きゅう 
久米針灸院 櫃ノ上 向陽美 京都市⻄京区樫原石畑町８−４ 381-2257 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
桑田指圧治療院 桑田 晃男 京都市⻄京区桂御所町1-73 393-4113 あん摩マッサージ指圧     
KEiROW京都⻄京区ステーション ⼤津 武 京都市⻄京区下津林東芝の宮27ドミール芝ノ宮103 286-3547 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
健康マッサージ治療院 サポートデスク 伊吹 俊孝 京都市⻄京区桂野里町2番地16 050-3707-1848 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
こざきあん摩マッサージ指圧治療院 小﨑 慎⼆ 京都市⻄京区嵐山上海道町24-13 861-8071 あん摩マッサージ指圧     
在宅訪問マッサージ あいのて京都店 山下 敦 京都市⻄京区上桂前川町１６０ 394-3970 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
在宅マッサージ楽楽 有限会社アグレスグループ 京都市⻄京区川島東代町３エクセリィ桂１階５号 381-6700 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
さいとう鍼灸接骨院 齋藤 修平 京都市⻄京区⼤原野北春日町１９８ 332-8866   はり きゅう 
さとう鍼灸整骨院 佐藤 直樹 京都市⻄京区松室庄田町2-3 381-5188   はり きゅう 
しせい鍼灸院 有限会社ソースジャパン 京都市⻄京区桂南巽町154-3 393-7310   はり きゅう 
篠原健康鍼灸接骨院 篠原 良幸 京都市⻄京区⼤枝北福⻄町３丁目１−１７５ 333-6652   はり きゅう 
清水鍼灸治療院 清水 芳子 京都市⻄京区御陵溝浦町８−７３   はり きゅう 
社会福祉法人紫野福祉センター京都盲人三療指導所福⻄分院 社会福祉法人紫野福祉センター 京都市⻄京区⼤枝北福⻄町３−２ 洛⻄福⻄会館内 332-4343 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
松陽しんきゅう院 柳原 恵美 京都市⻄京区山田平尾町５１−１０７ 381-4144   はり きゅう 
女性専門鍼灸サロンＬＯＴＵＳ 鈴木 孝子 京都市⻄京区川島有栖川町１３９−３ 070-4818-1720   はり きゅう 
鍼灸よしだ嵐山庵 吉田 圭吾 京都市⻄京区嵐山山田町5-8 204-1697   はり きゅう 
鍼灸マッサージ 井上治療院 井上 寧 京都市⻄京区⼤枝沓掛町4-11 331-8639 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
鍼灸院みらい京都桂 岩 昌宏 京都市⻄京区桂野里町41-35松風桂ビル4Ｆ 285-1017   はり きゅう 
鍼灸・整骨院 Yuu makes ⾼橋 優太 京都市⻄京区川島北裏町69-13ファミリエ桂202 285-1828   はり きゅう 
鍼灸院わかば 三村 康幸 京都市⻄京区樫原水築町13ｳｴｽﾄﾎﾟｲﾝﾄ1Ｆ 393-7333   はり きゅう 
鍼灸院 Hitomi Healing Room 濱田 ひとみ 京都市⻄京区御陵峰ケ堂町三丁目26-1 090-98729216   はり きゅう 
鍼灸マッサージ夢一治療院 田原 一樹 京都市⻄京区⼤枝沓掛町２−１８ 090-71131202 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
すこやか鍼灸院 株式会社 すこやか 京都市⻄京区上桂森上町20-1ﾌﾟﾘｵｰﾙ京都1階 392-0447   はり きゅう 
鈴木おおえ鍼灸治療室 鈴木 香織 京都市⻄京区⼤枝塚原町４−１１藤岡マンション２０１ 332-4114   はり きゅう 
鈴木鍼灸院 鈴木 敏文 京都市⻄京区上桂⻄居町３０ 391-4569 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ソエルテ 子安 弘子 京都市⻄京区桂市ノ前町1⼋番館1階 925-8689   はり きゅう 
そりあん摩鍼灸治療院 蘇理 洋一 京都市⻄京区嵐山宮ノ北町１０番地３ 861-5576 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
たが鍼灸接骨院 株式会社多賀 京都市⻄京区桂上野⻄町293番地ベネッセ桂川101 381-2115 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⾼田鍼灸マッサージ治療院 ⾼田 泰男 京都市⻄京区上桂北村町259 381-7458 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
立脇治療院 立脇 千津子 京都市⻄京区⼤枝北福⻄町１丁目３−１２５棟１０２号 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
田中鍼灸院 田中 浩 京都市⻄京区松尾木ノ曽町１５−１４ 391-3988 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
たなべ鍼灸院 田邊 博士 京都市⻄京区川島有栖川町１４５−２ 394-4851   はり きゅう 
谷口鍼灸治療院 谷口 弘 京都市⻄京区⼤原野上里北ノ町１２８４ あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
玉村鍼灸治療院 玉村 彰一朗 京都市⻄京区松尾木ノ曽町51−6 200-2099   はり きゅう 
辻󠄀鍼灸接骨院 辻󠄀 優樹 京都市⻄京区⼤原野東境谷町三丁目１番地９４ 090-1850-9301   はり きゅう 
辻鍼灸接骨院 辻 日介 京都市⻄京区川島調子町43番地2辻ビル1Ｆ 392-2298   はり きゅう 
T-conditioning鍼灸接骨院 田原 駿佑 京都市⻄京区桂池尻町１２３番地 392-1812   はり きゅう 
東洋はりきゅう治療院 太風 株式会社前川薬局 京都市⻄京区樫原口⼾１−２０ 381-5989   はり きゅう 
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施術所（あん摩マッサージ指圧、はり，きゅう）一覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 業種
徳広マッサージ治療院 徳広 正俊 京都市⻄京区下津林⼤般若町１８０ ロイヤルシティ桂６０５ あん摩マッサージ指圧     
咄々治療院 久世 伸一 京都市⻄京区御陵南荒木町7-18 391-9939 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
富奥治療院 富奥 ケイ子 京都市⻄京区上桂前田町3 392-8157 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
中嶋マッサージ指圧治療院 中嶋 俊博 京都市⻄京区川島北裏町35-2 391-7581 あん摩マッサージ指圧     
⻑留鍼灸院 ⻑留 みひろ 京都市⻄京区桂坤町50-22 381-3969   はり きゅう 
⻄河鍼灸整骨院 株式会社ＣＵＲＥ 京都市⻄京区下津林⼤般若町180ロイヤルシティ桂１Ｆ 394-0089   はり きゅう 
⻄京鍼灸整骨院 合同会社ヘルスアンドハピネス 京都市⻄京区上桂東ノ口町150秀保マンション１階 754-7286   はり きゅう 
⻄竹の里鍼灸院 株式会社洛⻄メディカル・インターナショナル 京都市⻄京区⼤原野⻄竹の里町1-16 332-6880   はり きゅう 
⻄村はり灸マッサージ療院 ⻄村 利夫 京都市⻄京区樫原畔の海道１の１０９ 381-1013 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
野口治療院 野口 倫代 京都市⻄京区桂野里町50−45 393-5612 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
⻑谷川マッサージ ⻑谷川 和枝 京都市⻄京区山田弦馳町４−１３ 381-6586 あん摩マッサージ指圧     
はやし鍼灸整骨院 林 伯徹 京都市⻄京区桂⻄滝川町68-1 391-9901   はり きゅう 
ハヤシ鍼治療院 林 典明 京都市⻄京区上桂宮ノ後町７−９ 392-0160   はり   
はりきゅう楽さい治療室 水木 克尚 京都市⻄京区⼤枝⻄新林町1−13−9 331-3456 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
ビオラ鍼灸院 山村 綾香 京都市⻄京区⼤原野上里鳥見町10-1 286-3878   はり きゅう 
北京堂鍼灸京都 岡田 晃明 京都市⻄京区桂野里町３２−１２ 202-4098 あん摩マッサージ指圧 はり   
訪問鍼灸マッサージただしん治療院 多田 晋也 京都市⻄京区上桂東ノ口町１２３サーパス桂第２ ５０６ 090-5902-5014 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
堀川鍼灸・接骨院 堀川 直起 京都市⻄京区下津林東芝ノ宮町４３ファミーユ桂１Ｆ 382-5849   はり きゅう 
前川針灸院 前川 福造 京都市⻄京区樫原口⼾１の２０   はり きゅう 
まえだ治療院 前田 晋吾 京都市⻄京区⼤枝塚原町５−１４０ 333-3120 あん摩マッサージ指圧     
マッサージ・指圧・ハリ 武治療院 武 秀樹 京都市⻄京区桂千代原町75-18 393-2357 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
マッサージ嵐山治療院(水口) 水口 恵子 京都市⻄京区嵐山茶尻町１２−３ 871-9308 あん摩マッサージ指圧     
まつだ鍼灸院 松田 浩子 京都市⻄京区松室吾田神町131Ｋ-Ｃｉｔｙ桂川１番館616号 393-2876   はり きゅう 
三澤鍼灸マッサージ院 三澤 智裕 京都市⻄京区川島調子町４７−４ 381-7640 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
水島鍼灸マッサージ治療院 水島 卓也 京都市⻄京区御陵⼤枝山町6丁目8-6 332-0557 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
水野鍼灸治療院 株式会社祥峰堂 京都市⻄京区牛ヶ瀬弥生町３５ 394-1377 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
みつこ指圧治療室 ⾼村 美津子 京都市⻄京区⼤原野東境谷町１−１１２−８０６ 332-0118 あん摩マッサージ指圧     
森指圧療術院 株式会社Ｌ.Ａ.Ｓ.Ｓ.Ｉ.Ｅ 京都市⻄京区樫原硲町2-1マハロハイツ303 950-2348 あん摩マッサージ指圧     
森田鍼灸接骨院 ⻄野 正之 京都市⻄京区嵐山谷ヶ辻子町38-1 865-0181   はり きゅう 
やいとや つつみ 堤 信彦 京都市⻄京区⼤枝北沓掛町3-2-3 332-5929   はり きゅう 
安井指圧治療院 安井 良裕 京都市⻄京区桂芝ノ下町３５−５ 381-6115 あん摩マッサージ指圧     
山下鍼灸治療院 山下 涼江 京都市⻄京区嵐山朝月町４ 861-5123 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
やましろ鍼灸マッサージ治療院 今⻄ 良孝 京都市⻄京区桂芝ノ下町３６番地１２ 0120-55-8046 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
やまの鍼灸治療院 山農 和人 京都市⻄京区嵐山上海道町３６番地 050-1468-4727 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
山村鍼灸院 山村 薫 京都市⻄京区桂下豆田町41-13 391-7171   はり きゅう 
吉川鍼灸接骨院 吉川 秀則 京都市⻄京区⼤枝⻄新林町５丁目1-13 333-5627   はり きゅう 
ライフサポートタカダ鍼灸指圧治療院 ⾼田 裕也 京都市⻄京区上桂北村町259番地 381-7458 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
らくさい治療院 社会福祉法人 京都視覚障害者支援センター 京都市⻄京区⼤枝東⻑町1-265 874-3946 あん摩マッサージ指圧 はり きゅう 
洛⻄鍼灸整骨院 中原 信之 京都市⻄京区御陵峰ケ堂町1-7-5 950-8211   はり きゅう 
嵐松あん摩マッサージ指圧治療院 川口 久美 京都市⻄京区嵐山谷ケ辻子町１２ 864-0723 あん摩マッサージ指圧     
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和久田鍼灸院 和久田 篤信 京都市⻄京区⼤原野⻄竹の里町1−14−73 331-6057   はり きゅう 

35


