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治療院名
日本カイロプラクティックセンター大通

〒

住 所

060-0062 北海道札幌市中央区南二条西5丁目 北野家ﾋﾞﾙ401

http://www18.ocn.ne.jp/~chiro/
Chiropractic かまた治療院

060-0815 北海道札幌市手稲区前田5条6丁目5番2号

http://www.chiro-kamata.com/
伊藤カイロプラクティックセンター

005-0004 北海道札幌市南区澄川4条3丁目8-37-1

http://ito-chiropractic.com
北見カイロプラクティックセンター

090-0818 北海道北見市本町4-5-11

http://www.kitamichiro.com/
北川カイロプラクティックオフィス

047-0032 北海道小樽市稲穂3-11-1

http://nttbj.itp.ne.jp/guide/guide10.html
北の峰カイロプラクティック

076-0034 北海道富良野市北の峰町4-30

青森カイロプラクティックセンター

030-0853 青森県青森市金沢4-16-5

悦子カイロプラクティックオフィス

036-8056 青森県弘前市祢宜町2-8

http://www.jac-chiro.org/etsukochiro.html
友好カイロプラクティックセンター

039-1166 青森県八戸市根城1-36-9

http://yuko.hp.gogo.jp/pc/
イオン・カイロプラクティック

039-2129 青森県上北郡おいらせ町中平下長根山1-836

http://www.ionchiro.net/
カイロプラクティックオフィス佐藤治療院

020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-6-31-207

http://www.chiro.jp/sato-chiro.html
カイロプラクティック平田

999-6701 山形県酒田市砂越楯之内44-19

http://www.chiro.jp/watarai.html
広布カイロプラクティックセンタ-

312-0044 茨城県ひたちなか市元町10-15

http://www.coufuchiro.com/index.html
北條カイロプラクティック

272-0034 千葉県市川市市川1-27-6

http://www.hojo-chiro.com/
日本カイロプラクティックセンター 一宮

299-4332 千葉県長生郡一宮町一宮2995-2

http://www.chiro.jp/nihon-chiro.html
ライフバランスカイロプラクティック

271-0092 千葉県松戸市松戸1836 メグロビル2F

http://www.lifebalance-web.com/
カイロプラクティックセンター松戸

280-0034 千葉県松戸市新松戸1-486 栄場ビル4F

http://chiro-matsudo.com
エクサカイロプラクティック院

277-0852 千葉県柏市旭町1-4-16 前澤第2ビル3F-B

http://exa-chiro.com/index.php
よつ葉カイロプラクティック

273-0005 千葉県船橋市本町7-5-13 MYビル102号

http://www.yotsuba-chiro.jp/
サポート カイロプラクティック

272-0034 千葉県市川市市川1-20-20 メゾンイイダ1Ｆ

http://www.support-chiro.com/
カイロプラクティック氏家療院

329-1323 栃木県さくら市卯の里 2-22-7

http://www17.plala.or.jp/sido115/index.html
シャロームカイロプラクティックおおば

321-0206 栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町3－8

http://www.shalom-chiro.com/
バースデー・カイロプクティック

327-0002 栃木県佐野市並木町1774

http://birthday-chiro.jp/
カイロプラクティック オラキノ

352-0001 埼玉県新座市東北1-14-1-210

http://www.olakino.jp/
クロスハート大宮 カイロプラクティック

330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ビル3階A

http://www.crossheart.info/
ロカヒィ 上尾カイロプラクティックオフィス
http://lokahii-chiro.com/

362-0036 埼玉県上尾市宮本町10-2 サンロイヤル201

TEL
011-232-7952

011-685-2248
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0157-68-1234
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0196-23-6856
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029-270-2977

047-326-7373

0475-42-6528

047-361-1233

047-343-2801

04-7142-1411

047-460-2428

047-323-6284
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0283-22-8881
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048-778-8847
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唐木田 健吾

鈴木 裕行

竹谷内 康修

近藤 信男

竹谷内 克彰

山田 広志

竹谷内 啓介

河野 豊蔵

外山 誉人

向山 洋

若田部 秀司

韓 民鎬

川崎 栄一
東京都
石田 賢

幸阪 隆

明田 清吾

伊藤 孝英

泉山 耕一郎

柳澤 孝史

庭野 祥

高橋 壮平

柴田 泰之

浜崎 幹雄

古川 聖

尾岸 博志

金本 裕子

カイロプラクティック新御茶ノ水外来センター

101-0052 東京都千代田神田小川町2-2-7 レインボービル4F

http://www.shinocha-chiro.com/
ハーモニーカイロプラクティックオフィス

101-0051 東京都千代田区神田神保町2-19-4 オベリスク神保町1F

http://www.chiro-oasis.com/
竹谷内カイロプラクティックセンター

104-0028 東京都中央区八重洲2-3-9 岩本ビル4F

http://takeyachi-chiro.com/
KIZUカイロプラクティック ANNEX

103-0027 東京都中央区日本橋1-2-8 ニホンバシビル7F

http://www.kizuchiro-annex.com/
カイロプラクティック新橋外来センター

105-0004 東京都港区新橋6-21-3 U-MAXビル5F

http://www.gairai.org/
ストウヒーリングセンター

106-0046 東京都港区元麻布3-6-19

http://www.shc.gr.jp/
東京カイロプラクティック

107-0061 東京都港区北青山3-5-2 第二青朋ﾋﾞﾙ3Ｆ

http://www.tokyochiro.com/
外苑前カイロプラクティックセンター

107-0062 東京都港区南青山2-27-28 ｸﾞﾗﾝ青山701

http://www.remus.dti.ne.jp/~t-kouno/
Voice of Spine

107-0062 東京都 港区南青山5-17-6 青山ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ207

http://www.voice-of-spine.com/
ハプティ・カイロプラクティック

105-0013 東京都港区浜松町2-9-1高橋第三ビル2F

http://hapty-chiro.com/
HOT Chiro 田町

108-0014 東京都港区芝5-33-7 徳栄ビルB1

http://www.hotkairo.com/
ハンズカイロプラクティック

105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-5 ニコー虎ノ門ビル2F

http://handschiro.com/
両国カイロプラクティックセンター

130-0026 東京都墨田区両国2-18-8

http://www.asahi-net.or.jp/~tc6e-kwsk/chiro/newpage1.htm
コア・カイロプラクティック錦糸町

130-0013 東京都墨田区錦糸2-5-2 アコビル3F

http://www.core-chiro.jp/
カイロプラクティック幸阪治療院

135-0048 東京都江東区門前仲町2-6-2 幸栄ビル2F

AKEDAカイロプラクティック

140-0011 東京都品川区東大井5-13-11 アロハベレオ1F

http://www.akedachiro.com/
カイロプラクティックそのまんまサンシャイン

142-0043 東京都品川区二葉4-24-1 GSハイム仲延105

http://chirosonomanma.com/
IZUMI カイロプラクティック

141-0021 東京都品川区上大崎3-5-1 YKビル4F

http://www.izumichiro.com/
カイロプラクティックこまば

153-0041 東京都目黒区駒場3-11-12 カーサ駒場207号

http://www.c-komaba.com/
ACカイロプラクティック

153-0042 東京都目黒区青葉台1-23-4 グランベル青葉台ビル5Ｆ

http://www.ac-chiro.com/
STARカイロプラクティック

158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-5 魚菜ビル507

http://www.star-chiro.com/
スパイナルケア用賀

158-0097 東京都世田谷区用賀2-41-17 用賀ビル2丁目ビル4Ｆ

http://www.spinalcare.jp/index.html
カイロプラクティック菜根堂

157-0062 東京都世田谷区南烏山6-5-6 プラスポトビル202

KIZUカイロプラクティック二子玉川

158-0094 東京都世田谷区玉川3-25-15-202

http://www.kizuchiro-nikotama.com/
カイロプラクティック尾岸

151-0066 東京都渋谷区西原3-14-5

カイロプラクティック Hana

150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-3恵比寿ﾘﾊﾞｽﾄｰﾝﾊｲﾑ305

http://chirohana.com/

03-3518-8380

03-3221-1003

03-5876-5987

03-3272-1339

03-3437-1855

03-3402-1654

03-3478-2713

03-3475-5288

03-6913-8990

03-3432-3056

03-6459-4120
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03-3846-1541

03-5819-0955

03-3643-1164

03-5461-1227

03-5749-3558

03-5791-2829

03-5454-2335
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佐藤 宗延

山本 基晶

土子 勝成

逸見 安希子

河野 智行

東京都

浮須 裕美

加藤 克哉

皆川 仁史

安藤 紘

佐藤 宗延

前田 郁子

黒崎 勇人

日野 裕樹

島谷 佳之

島谷 佳之

佐藤 優治
神奈川県
佐藤 清治

仙石 敬一

三好 康次

岡 大

井木 寿

池上 文得

長野県

丸山 陽一

小池 僚太郎

和田 博幸
岐阜県
清水 進之助

フィジック恵比寿店

150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-6 ヒーロービル3Ｆ

http://physic.co.jp/
山本カイロプラクティック研究所

167-0032 東京都杉並区天沼3-29-7

http://yamamoto-chiro.dcsv.jp/front/bin/home.phtml
つちこカイロプラクティックオフィス

160-0022 東京都新宿区新宿1-16-14 大高ビル2階

http://tsuchiko-chiro.com
リガーレ カイロプラクティック新宿

160-0022 東京都新宿区新宿4-1-4 新宿南口ビル6F

http://www.ligare-shinjuku.com
河野カイロプラクティック研究所

175-0092 東京都板橋区赤塚1-5-12-102

http://www1.ttcn.ne.jp/~kouno/
練馬カイロプラクティックセンター

176-0012 東京都練馬区豊玉北5-24-20 ミナミビル2F

http://www.nerima-chiro.com/
ウェルビースパイン練馬

176-0012 東京練馬区豊玉北5-18-10ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪｰﾗ503

http://www.well-being-spine.jp/
ジィーノンカイロプラクティック＆ヨガセンター

183-0022 東京都府中市宮西町1-3-1 TH宮西３F

http://www.ji-n-on.com/
バランスケアカイロプラクティック吉祥寺

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30サンロードプラザダイアパレス吉祥寺410

http://www.balancecare-chiropractic.com/
カイロプラクティック サンスマイル八王子

192-0904 東京都八王子市子安町1-26-14 ダイワ子安ビル102

http://www.sansmile.com/
パーム カイロプラクティック

206-0011 東京都多摩市関戸4-24-7 第16通南ビル5F

http://www.palm-chiro.com/
トリニティ・カイロプラクティック

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-6 TSビル7F

http://www.trinity-chiro.com/
リガーレ・カイロプラクティック横浜

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 YKビル4階

http://www.ligare-chiro.com/
エルカイロプラクティック

212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町2-8 イクス川崎ザ・タワー 2F No.4

http://kawasaki.aile-chiro.com/
サトウカイロプラクティックオフィス

247-0056 神奈川県鎌倉市大船1175 小坂ビル106号

http://www.sato1991.com/
佐藤カイロプラクティック研究所

252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝3-16-21

仙石カイロプラクティック

252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 6-9-29 1階

http://www.sengoku-chiro.com
三好カイロプラクティックオフィス

243-0413 神奈川県海老名市国分寺台2-12-2

http://www.miyoshi-chiro.com/
カイロプラクティック パリナーマ茅ヶ崎

253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町16-2 MKビル4F

http://parinaama.jp/
いぎ カイロプラクティック

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西3-1-18 ローレンシアハイツ1F

http://www.tsunashima-chiro.com/
創術カイロプラクティック治療院

399-4114 長野県駒ヶ根市上穂南１８－２２

日本カイロプラクティックセンター松本東

390-0811 長野県松本市中央4-5-37 倉科ビル１Ｆ

http://www.mhl.janis.or.jp/~chiro/index.html
アール・カイロプラクティック本郷治療室

380-0803 長野県長野市三輪8-32-27

http://www.chiro-r.com/index.html
わだ・カイロプラクティック

500-8154 岐阜県岐阜市木ノ下町4-10

http://www.ccn2.aitai.ne.jp/~w-chiro-/
長良ファミリーカイロプラクティック
http://www.長良ファミリーカイロ.jp/

03-3398-6718

03-3350-9133

03-3353-8353

03-5383-1170

03-6662-6897
03-5948-7866

042-351-0554

0422-27-2106

042-649-9513

042-337-8560

045-473-1133

045-313-9886

神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1501番地 セントア武蔵小杉

211-0063 7-205

http://aile-chiro.com/
エルカイロプラクティック川崎

03-6450-2365

500-8002 岐阜県岐阜市御手洗390-31

044-722-3777

044-520-8035

0467-48-0078

042-761-7072

042－741-0741

046-234-9345

0467-87-0507

045-834-7352

0265-83-7885

0263-34-6630

026-235-2223

058-240-3388

058-215-6305
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富山県

松本 清徳

折橋 直紀
石川県
武原 賢三郎

戸祭 保
静岡県
鈴木 講太郎

近藤 晃弘

近藤 高明

和田 孝一

三津橋 二雄

愛知県

加藤 克哉

水野 久植

山本 和秀

庵原 崇

高柳 師門

井坂 孝之
三重県
西原 亮平

井上

昇

京都府
林

典明

馬場 弘之

西埜 義則
大阪府
赤松 亀

松永 典弘

富山カイロプラクティック研究所

930-0818 富山県富山市奥田町8-28

http://www2.odn.ne.jp/toyama-chiro/
カイロプラクティック折橋治療院

921-8161 石川県金沢市有松5-10-30

http://www3.ocn.ne.jp/~orihashi/index2.html
武原カイロプラクティック

929-1717 石川県鹿島郡中能登町良川ヌ部8番乙地

http://www.jac-chiro.org/takehara.html
トーカイカイロプラクティックオフィス

420-0857 静岡県沼津市沼北町1-17-24

http://www.tokaichiro.com/
サルーテカイロプラクティック

420-0061 静岡県静岡市葵区御幸町9-10 美増ビル2F

http://www.salute-chiro.com/
近藤カイロプラクティック治療所

451-0062 愛知県名古屋市西区花の木1-10-2

http://www.jac-chiro.org/kondo.html
カイロプラクティック和おん

451-0061 愛知県 名古屋市西区浄心2-2-1

http://salon.ispot.jp/s/waon/
朋和カイロプラクティック治療所

461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町13-1

http://howa-c.com/
三津橋カイロプラクティックみやらび治療院

464-0026 愛知県 名古屋市千種区井上町40番地 星ヶ丘萩ビル1F

http://www.miyarabi.net/
ウェルビースパイン名古屋

464-0819 愛知県名古屋市千種区四谷通1-19-1 ディオネ四谷II 1F

http://www.wbspine-nagoya.jp/index.html
豊橋ＡＫＳカイロプラクティック

441-8043 愛知県豊橋市高師石塚町石塚 29-1

http://www.tees.ne.jp/~chiro/
ラポートカイロプラクティックセンター

440-0862 愛知県豊橋市向山大池町11-12

http://www.rapport-chiro.com/
庵原崇カイロプラクティックオフィス

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマBL5階

http://taa-bcsc.on.omisenomikata.jp/
カイロプラクティックしもん

441-8092 愛知県豊橋市牟呂外神町6-13

http://shimon-c.jp/
井坂カイロプラクティックオフィス

515-0032 三重県松阪市田原町332-24

http://www.chiro3.com/
三重カイロプラクティック

510-0254 三重県鈴鹿市寺家5-2-5

http://mie-chiropractic.com/
四条治療センターカイロプラクティック研究所

600-8441 京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町370番地2

http://www.sijyochiro.com/
カイロプラクティック ハヤシ治療院

615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町7-9

http://www.eonet.ne.jp/~chiro-h/
馬場カイロプラクティック治療院ベストへルス研究所

567-0868 大阪府茨木市沢良宜西1-3-1 都部ハイツ703

http://nttbj.itp.ne.jp/0726380497/
にしのカイロプラクティック院

543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31 ハイハイタウン1206号室

http://www.sebone.com/
日米カイロプラクティック研究所

577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-31-5

アクシス カイロプラクティック

570-0017 大阪府守口市佐太東町2-13-1

http://www.osaka.zaq.jp/axis/
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北村 隆幸

三好 成子

石田 達摩

兵庫県

瓜生 朝久

若松 靖幸

曽田 研一

飛田 利彦

岡山県

岸本 太治

鳥取県

中塚 祐文

島根県

若槻 朋彦

宮本 哲治
広島県
宮本 哲治

愛媛県

吉原 裕喜

矢永

博

西田 博堂
福岡県
山口 康太

鹿毛 純也

大分県

城戸崎九一郎

宮崎県

園田 政俊

飯塚 久雄
長崎県
石丸 文悟

大的カイロプラクティックオフィス

671-0111 兵庫県姫路市的形町的形1768－76

コアレディスカイロプラクティックオフィス

652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町1-9-8

http://www.kobe-chiro.server-shared.com/
石田カイロプラクティックオフィス

650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-13 兵庫県私学会館地下1階10号室

http://www.ishida-chiro.com/
フィールカイロブティック

659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町2-21 メイピース芦屋604

http://www.feel-chiro.com/
ハローカイロプラクティック

673-0891 兵庫県明石市大明石町1-13-36 白菊センタービル6F

http://www.hello-chiro.com/
明石カイロプラクティックセンター

673-0845 兵庫県明石市太寺2丁目12－27

http://akashichiro.web.fc2.com/
健生カイロプラクティック

673-0414 兵庫県三木市芝町3-24

http://kensei-chiropractic.com/
カイロプラクティックももたろう外来センター

701-0133 岡山県 岡山市花尻あかね町8-120

http://www.momo-chiro.com/
中塚カイロプラクティック研究所

683-0004 鳥取県米子市上福原5-13-43

http://www.nco.co.jp/
若槻カイロプラクティック

690-0871 島根県松江市東奥谷町372-1 ﾒｿﾞﾝ城北102

http://www.wakatsuki-chiro.com/
HANDS-ON カイロプラクティック FUKUROMACHI

730-0036 広島県広島市中区袋町4-6袋町五番館4F

http://handson-chiro.com/
HANDS-ON カイロプラクティック TOYOSAKA

724-0303 広島県東広島市豊栄町清武435-1

http://handson-chiro.com/
カイロプラクティックまつやま

790-0012 愛媛県松山市湊町4-1-9

https://chiro-matsuyama.ehime.jp/
矢永カイロプラクティックオフィス

830-1222 福岡県三井郡大刀洗町上高橋1392-1

にしだカイロプラクティック

815-0033 福岡県福岡市南区大橋3-12-5

http://www.nishidachiro.com/
ブルーム カイロプラクティック

812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-6 博多グローリービル3F

http://bloom-chiro.com/
カイロプラクティック鹿毛治療院

838-0058 福岡県朝倉市馬田1634-1

http://www.linkclub.or.jp/~sea/chiro/kage/
快効カイロプラクティック院

870-0101 大分県大分市中鶴崎1-9-2

http://kaikou-chiro.com/
そのだカイロプラクティックセンターせぼね研究所

886-0212 宮崎県小林市野尻町東麓4088-1

http://www.btvm.ne.jp/~snd66/
島原カイロプラクティックセンター

855-0046 長崎県島原市今川町1311-5

http://www.shimabara.jp/simabarachiro/index.html
サニー カイロプラクティック
http://is-chiro.com/

857-0055 長崎県佐世保市湊町 2-11 2F
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