
施術所名 所在地 業務種類
谷口鍼灸院 田辺市新庄町４９５－１ あ・は・き
山崎鍼灸指圧院 田辺市神子浜二丁目１６－４８ あ・は・き
あさひ鍼灸院 田辺市古尾２７－１２ あ・は・き
あんま・マッサージ小鮒 田辺市東陽３５番１７号 あ・は
浜はり灸院 田辺市中屋敷町４５ あ・は・き
箱嶋 田辺市湊４８５－３２ あ
前田マッサージ指圧治療所 田辺市古尾２－３ あ・は・き
目良鍼灸院 田辺市湊45－11 は・き
中西接骨院 田辺市新万１２－１７ あ・は・き
渡瀬指圧治療所 田辺市天神崎３２－２９ あ
西山施術所 田辺市稲成町４１８－１０ あ・は・き
湯川接骨院 田辺市下屋敷町２ は・き
廣田接骨院 田辺市秋津町２１８－６ は・き
指圧ﾏｯｻｰｼﾞ久保治療院 田辺市秋津町７６４－４ あ
松本鍼灸治療院 田辺市福路町２６ あ・は・き
山口指圧治療院 田辺市新万１０－２２ あ
いちき接骨院 田辺市中屋敷町６６－５ は・き
西野マッサージ 田辺市神子浜二丁目５－２５ あ
寺面接骨院 田辺市湊１０４９ あ・は・き
明心鍼灸院 田辺市末広町９－６ は・き
境ハリキュウ 田辺市新屋敷町５－２２ あ・は・き
井潤あんまマッサージ治療所 田辺市上屋敷町９８－５３ あ
垣坂マッサージ 田辺市下屋敷町７３ あ・は・き
井谷指圧 田辺市東陽6-6 あ
野村治療院 田辺市高雄二丁目３２－３９ あ
湯川鍼灸治療院 田辺市秋津町９８－３ 西山ビル内 は・き
坂井鍼灸整骨院 田辺市芳養松原二丁目７番４０号 は・き
能城鍼灸院 田辺市湊４５番５号 あ・は・き
北川治療院 田辺市新庄町１８００－７ あ
眞砂鍼灸院 田辺市東陽28-22 は・き
長嶋鍼灸治療院 田辺市新庄町２７３１－３ は・き
たのうえ鍼灸院 田辺市上万呂１４７－７ は・き
竹中鍼灸院 田辺市芳養松原２－３２－１４ は・き
南紀治療院 田辺市学園３０－６ あ・は・き
有木治療所 田辺市湊２７－２１ あ・は・き
もりもと鍼灸院 田辺市高雄二丁目２６－１７ あ・は・き
朝日ヶ丘治療院 田辺市新庄町１４３－１ 浦西アパートB3 あ・は・き
らくーだー 田辺市高雄三丁目１７－２３ あ・は・き
古久保接骨院 田辺市龍神村東６６ は・き
うえもりはりきゅう院 田辺市龍神村宮代字細原３３－１１ は・き
あんまマッサージ指圧小山治療院 田辺市中辺路町小皆５１３ あ
小倉施術所 田辺市本宮町桧葉４０２ あ
栗山指圧治療院 田辺市本宮町上切原７６４ あ
塩野ハリきゅう院 田辺市本宮町小津荷３６ あ・は・き
健康堂鍼灸接骨院 田辺市新万２２－１９ は・き
はぎの鍼灸院 田辺市むつみ２－１ は・き
いしだ鍼灸院 田辺市下万呂７５－１４ は・き
インカの灸 田辺市学園２０－１２ は・き
岡野治療院 田辺市芳養松原１丁目５番１３号 あ
山中指圧あんま治療院 田辺市高雄３丁目１７番１３号 あ
山下整骨院 田辺市神子浜１丁目２４番１１号 あ・は・き
マッサージサロン　健康館 田辺市東山１－５－１ あ・は・き
塩見マッサージ 田辺市文里二丁目１９番８号 あ
あすなろ治療院 田辺市学園２４－２０ あ・は・き
いしだ鍼灸院 田辺市龍神村殿原５６３ は・き
まえじ鍼灸整骨院 田辺市東陽33-31 は・き
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あきや治療院 田辺市江川３ー５３ あ・は・き
みやはら鍼灸院 田辺市明洋2丁目１２－２２ は・き
さわこし鍼灸治療院 田辺市南新万１２－１９ は・き
癒鍼灸治療所 田辺市朝日ヶ丘４－２４ は・き
ハーモニー鍼灸院 田辺市本宮町渡瀬２６３－５ は・き
つむら鍼灸整骨院 田辺市高雄一丁目１７－８ は・き
木下鍼灸院 田辺市あけぼの８－１２ は・き
あんま、はり、きゅう　健作屋 田辺市稲成町３８１ あ・は・き
楠本整骨針灸院 田辺市湊３６－７ は・き
いのうえ鍼灸整骨院 田辺市宝来町２５－６ＳｕｎＲｉｓｅビル１Ｆ は・き
はり・きゅう処　明信堂 田辺市上万呂385-5 は・き
鍼灸院　いぶき 田辺市下万呂588番地の１みずほビル102号室 は・き
鍼灸治療室　ワイルドグラス 田辺市下屋敷町73-5 は・き
鍼灸院 響 田辺市稲成町2650-8 は・き
辻総合治療 田辺市芳養松原１丁目6-28 あ・は・き
紀伊田辺はりきゅう整骨院 田辺市稲成町2851－1 は・き
長嶋鍼灸整骨院　風雅 田辺市今福町１１０　１Ｆ２号室 は・き
明光鍼灸マッサージ院 田辺市明洋二丁目3-11 あ・は・き
向井治療院 田辺市東陽17-50アケミハイツ2　１０１号 あ
ひまわり鍼灸接骨院 田辺市末広町9-5 は・き
阪田整骨鍼灸院 みなべ町芝６４６－７ は・き
ミナベ鍼灸治療所 みなべ町芝４４４ は・き
土畑治療所 みなべ町山内１３７６－４ あ
中川治療所 みなべ町気佐藤４２８ あ・は・き
山中鍼灸院 みなべ町北道１５５－１ あ・は・き
谷尾マッサージ みなべ町芝５８３－１３ あ・は・き
荒堀治療院 みなべ町芝４９１－８ あ・は・き
徒手医学治療院 みなべ町埴田１５９０－８２ は・き
西川接骨院 みなべ町谷口２８１－３ あ・は・き
まるやま治療院　マッサージ・はり みなべ町北道１４９－３３ あ・は・き
わかば鍼灸院 みなべ町芝４４０－２３ は・き
池上治療所 白浜町１０９１－２０ あ・は・き
横山鍼灸治療所（休止中） 白浜町３７４６－１９ あ・は・き
古久保接骨院 白浜町堅田７０５－８ は・き
辻本マッサージ 白浜町２３０７－２ あ・は・き
あんま・はり・きゅう百会 白浜町椿１５９－２２ あ・は・き
三舞治療院 白浜町安居６８７ あ
ハーブサロン 白浜町３７５３－１　ホテル古賀の井　内 あ
國方あんま 白浜町栄９７７－３ あ
呑気堂 白浜町堅田2807 あ・は・き
あさひ鍼灸整骨院（休止中） 白浜町９１９－１ は・き
いくよし治療院 白浜町３３０６－１　泰生ビル１Ｆ あ・は・き
林はり・きゅう治療院　一雪庵 白浜町安居４７－４ は・き
きたお治療院 白浜町８６８－１７ あ・は・き
りらっ楠 白浜町日置274 は・き
ヴェレックス鍼灸あん摩マッサージ指圧院白浜町日置４５－８ あ・は・き
庚申はり 上富田町朝来馬川４９０－１ あ・は・き
広田はりマッサージ治療院 上富田町朝来１２９７－２６ あ・は・き
健接骨院 上富田町朝来１１００－４ あ・は・き
あらぐさ鍼灸院 上富田町朝来２３３６－５ あ・は・き
オオハラマッサージ院 上富田町生馬２７０３ あ
森千あんま指圧治療院 上富田町朝来２７６７－３ あ
のぐち鍼灸整骨院 上富田町岩田２１７０－１ は・き
前田鍼灸院 上富田町朝来１４５－７ は・き
もみの木鍼灸整骨院 上富田町朝来２３０５－３１ あ・は・き
のだ鍼灸整骨院 上富田町朝来９８－１２ は・き
エステ・マッサージルーム　 フローラ すさみ町周参見４８５７－３ あ


