「はり・きゅう施術料助成に係る施術担当者一覧表」
四国中央市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

田上 誠司

たがみ鍼灸マッサージ院

四国中央市妻鳥町２８７０－１

0896-77-5111

篠原 圭

スマイル鍼灸接骨院

四国中央市川之江町１８５６－３５

0896-58-5690

田中 耕治郎 ふじ薬局針灸室

四国中央市川之江町２２７０－７

0896-58-3577

藤井 千恵

カミブン鍼灸接骨院

四国中央市上分町５１７－４

0896-58-7260

庄司 満男

庄司治療院

四国中央市三島朝日１－５－９大塚団地４棟２５

0896-24-0978

高橋 照夫

高橋鍼灸院

四国中央市三島中央２－１－７

0896-23-3138

中垣 由紀子 たんぽぽ鍼灸院

四国中央市三島中央３－４－２

090-8585-2258

喜井 俊彦

喜井治療院

四国中央市中曽根町４１８

0896-23-3181

井川 健二

井川鍼灸接骨院

四国中央市豊岡町長田３９６

0896-25-1730

河村 珠江

かわむら鍼灸院

四国中央市土居町土居６５０－１

0896-74-8419

新居浜市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

日浅 早人

日浅鍼灸院

新居浜市北新町１１－２９

0897-33-9550

森下 五月

針マッサージ療法モリシタ

新居浜市泉池町８－４０

080-6396-8147

山下 誉晴

山下ハリ灸マッサージ

新居浜市泉宮町９－２６

0897-32-8758

坂上 藤正

坂上鍼灸治療院

新居浜市徳常町６－１

0897-37-0825

佐野 耕治

佐野はり灸あんまマッサージ治療院

新居浜市西の土居町２－１５－１０

0897-34-8853

高橋 正佳

高橋鍼灸接骨院

新居浜市中村２－１２－５４

0897-41-5652

星加 基文

中萩針灸院

新居浜市中萩町２－３

0897-40-2878

永田 兼士

はり・きゅう工房

新居浜市新須賀町２－８－１８

0897-27-5309

秋山 宗一

だるま堂はり灸接骨院

新居浜市坂井町２－６－２０

0897-32-5848

高橋 勝也

愛心治療院

新居浜市坂井町２－６－３４

0897-33-2037

古川 智一

とも鍼灸整骨院

新居浜市庄内町１－１４－２７

0897-36-0520

菅 早苗

レディース治療院

新居浜市庄内町６－７－３９

0897-36-2755

近藤 隆夫

近藤鍼灸院

新居浜市松原町１３－７２

0897-43-3500

桑原 健一

東予針療所

新居浜市舟木２３３６－８

0897-41-6434

寺川 光男

寺川治療院

新居浜市桜木町１１－５

0897-32-7670

眞木 克美

眞木はり灸治療院

新居浜市八幡１－２１－２１

0897-32-3580

新居浜市田の上２－１６－５２

0897-45-2233

永易 賢一郎 永易はり灸接骨院

西条市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

菅 俊雄

大泉鍼灸接骨院

西条市大町２５８－５

0897-55-0015

日野 義勝

日野鍼灸治療院

西条市大町５４３－１

0897-56-6023

樫本 彰

カシモト鍼灸接骨院

西条市大町８３８－９

0897-56-9037

黒川 栄二

神拝鍼灸院

西条市神拝甲２３１－１

0897-53-7160

佐藤 牧子

信愛鍼灸接骨院

西条市神拝甲３１６－５

0897-53-0441

佐藤 佳孝

信愛鍼灸接骨院

西条市神拝甲３１６－５

0897-53-0441

阿蘇 理恵子 阿蘇治療院

西条市朔日市２５９－２

0897-53-7555

一柳 智顕

こまつ鍼灸院

西条市小松町新屋敷甲３３８－２

0898-72-3825

三宅 諒

里鍼灸院

西条市小松町新屋敷甲４０４－１０

0898-35-3768

小林 達也

らく鍼灸治療院

西条市国安９６７－８

0898-76-5528

吉田 幸継

吉田鍼灸院

西条市壬生川５５８－８

0898-64-4005

黒川 淳二

黒川針灸院

西条市三津屋３７－６

0898-64-1562

白石 進

白石鍼灸院

西条市三津屋７８－１３

0898-64-0832

越智 茂

一色鍼灸治療院

西条市三津屋８３－２

0898-64-4020

野本 貴宏

はり・指圧・マッサージ治療院 緩和堂 西条市三津屋１６０

0898-64-6778

正岡 智之

正岡鍼灸院

西条市三津屋南６－４５

0898-64-4755

玉井 ちはる

玉井鍼灸

西条市北条１４５３

0898-65-7820

野口 いち子

野口いち子鍼灸マッサージ治療室

西条市周布５９１－５

0898-65-5244

曽我部 暢彦 そがべ接骨院・鍼灸院

西条市丹原町北田野１９５－３

0898-68-4335

渡部 政晴

西条市喜多台１１３－５

0898-65-6523

西条市三芳２０４２－２

0898-55-8919

イシス鍼灸院

大本 紀四郎 大本療院

今治市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

広瀬 真太郎 今治鍼灸院

今治市美保町３－１－８

0898-31-1801

沢田 秀子

さら治療院

今治市中日吉町１－７－７

0898-35-3387

梶田 正一

梶田鍼灸治療院

今治市本町１－２－１７

0898-32-1555

城本 聡

うさぎ堂針灸治療院

今治市本町３－１－２

0898-22-3510

高橋 功

高橋療院

今治市米屋町４－３－６

0898-32-9778

藤原 一知

藤原療院

今治市栄町１－２－１０

0898-22-3424

野間 清数

のま鍼灸院

今治市栄町４－３－９

0898-33-3832

栗谷川 好一 オステ治療院

今治市共栄町１－２－１５

0898-33-0857

井出 清晴

井出鍼灸治療院

今治市共栄町１－４－１３

0898-22-1522

森松 紀彦

森松鍼灸院

今治市別宮町９－７－４１

0898-22-5658

佐伯 修三

佐伯鍼灸院

今治市恵美須町１－３－１０

0898-24-0798

森 康臣

もり指圧治療院

今治市大正町６－１－６３

0898-22-3202

岡部 光吉

岡部治療院

今治市通町１－６－１７

0898-24-2611

羽藤 由喜夫 羽藤治療院

今治市黄金町１－６－１７

0898-22-4702

渡辺 秀邦

渡辺鍼灸院

今治市八町西－４－５６

0898-23-5953

星野 通康

東洋医学星野療院

今治市南宝来町１－９－１

0898-32-1123

池田 啓二

池田鍼灸接骨院

今治市南宝来町２－６－１５

0898-23-2630

渡辺 夏子

渡辺治療院

今治市北日吉町１－２４－２

0898-22-5551

越智 正昭

中堂鍼灸院

今治市北日吉町１－９－３８

0898-33-1338

大原 聖司

聖鍼灸院

今治市泉川町２－３－４１

0898-32-0982

吉武 哲男

西日本物療鍼灸治療院分院

今治市蒼社町１－２－１０

0898-23-5443

赤堀 昭行

あかほり鍼灸治療院

今治市片山１－５－９

0898-22-0828

池田 正一

小泉治療院

今治市小泉４－１２－３３

0898-23-3131

星川 明久

星川治療院

今治市別名２２１－９

0898-22-4703

大野 幸子

大野治療院

今治市高橋５７４－３

0898-22-4477

徳永 英将

治療院たいよう

今治市矢田乙３６０－４５

0898-31-7869

橋田 貴光

たかみつ治療院

今治市阿方甲４０６－１

0898-22-5789

芝田 光志

芝田鍼灸院

今治市宅間甲２０１７－２

0898-22-5629

越智 一壽

越智鍼灸治療院

今治市東鳥生町３－１－７

0898-23-7166

渡辺 良三

渡辺治療所

今治市北鳥生町２－４－２６－２０４

0898-32-5776

星野 泰隆

星野鍼灸接骨院

今治市上徳１－７－３８

0898-35-2408

宮川 繁清

宮川針灸院

今治市上浦町盛２２４０

0897-87-3094

矢野 守

矢野はり灸院

今治市宮窪町宮窪２８９５－１

0897-86-3360

堺 芳久

堺治療院

今治市宮窪町宮窪２９６６

0897-86-3011

村上 昭子

村上あきこ鍼灸治療院

今治市伯方町有津甲１５４４

0897-72-2590

越智 大三

やまのはな鍼灸治療院

今治市伯方町伊方小熊口甲９６９－２

0897-73-0725

戸田 一夫

富田はり・灸院

今治市東村５－４－４３

0898-48-7860

曽我部 浩

曽我部鍼灸院

今治市郷桜井２－６－２７

0898-48-8240

今治市唐子台西１－１０－１１

0898-48-1131

伊藤 登志基 伊藤全快堂

浅海 恵美子 浅海治療院

今治市波方町波方甲１６０９－１２

0898-41-6337

矢野 洋二

矢野鍼灸治療院

今治市高部甲３９１－５

0898-41-6806

池内 公昭

池内鍼灸院

今治市大西町九王２０６７－１

0898-53-6040

越智 新平

越智（新平）治療院

今治市大西町宮脇甲１０１－２

0898-53-6223

倉橋 政紀

倉橋治療院

今治市大西町山之内６０４

0898-53-2776

田窪 俊亮

弘俊堂鍼灸院

今治市吉海町泊９０５

090-9458-5410

越智郡

上島町

氏名

施術機関名

村上 久仁恵 村上はり灸院

所在地
越智郡上島町生名１８０４

電話番号
0897-76-2319

松山市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

寺川 華奈

花園鍼灸院

松山市花園町４－１２ 和光ビル１F

089-913-9927

二宮 真悟

二宮鍼灸マッサージ治療院

松山市千舟町４－１－８

089-945-3008

阿部 雅彦

あべマッサージ鍼灸院

松山市千舟町４－２－２第１０ITOビル５F

089-933-4400

村上 陽一

村上鍼灸院

松山市千舟町６－１－３ チフネビル３F

089-933-5930

今泉 一廣

漢方堂鍼灸マッサージ治療院

松山市末広町１６－１２

089-932-7288

宮本 良三

森の国治療院

松山市末広町１８－５

089-921-7020

高塚 晴至

漢方堂高塚鍼灸マッサージ治療院

松山市春日町１５－５

089-943-6335

大西 幸治

幸治鍼灸館

松山市余戸中２－１１－３５

089-972-0344

平松 伸彦

友優はり灸療院

松山市竹原２－８－２８

089-948-3000

新名 頼子

回復の里エデン

松山市竹原３－１７－２５－５１３

089-932-1003

髙石 宏行

ひろ鍼灸整骨院

松山市竹原４－２－１５

089-971-8337

土肥 哲哉

ドヒ鍼灸カイロ治療院

松山市針田町２１－１０

089-965-0661

兵頭 治

一休堂治療院

松山市土居田町７８－６

089-931-3202

赤松 寛彦

大峰鍼灸整骨院

松山市南江戸町６－１－３２

089-922-2424

八幡 千栄子 八幡鍼灸院

松山市宮田町１３－２ 小川ビル３F

089-947-6261

大本 和正

大本鍼灸院

松山市大手町１－１４－６

089-946-0128

吉岡 麗子

椿治療室

松山市西石井３－６－３３

089-958-6585

板谷 靜一

板谷漢法院

松山市平和通１－２－１０

089-921-9010

中野

中野針灸接骨院

松山市萱町２－７－６

089-933-0127

矢内原 樹

はりとマッサージのお店 こりこり

松山市萱町５－８－４

089-922-9225

長野 直樹

長野治療院

松山市和泉南６－３－１０

089-900-0085

弓達 博子

向井鍼灸院

松山市味酒町２－９－８

089-934-1371

五百木 勝

五百木治療院

松山市木屋町２－２－１５

089-925-5030

中村 耕三

関西鍼灸院

松山市木屋町２－３－２０ KYビル２F

089-924-6211

渡部 一雄

はり灸松山治療室

松山市木屋町２－６－５

089-926-2025

大成 光俊

清水治療院

松山市清水町２－１５－１０－２０２

089-924-3670

重松 征義

重松征鍼灸院

松山市道後町１－８－２８

089-933-3781

重松 寛人

重松征鍼灸院

松山市道後町１－８－２８

089-933-3781

宮岡 行良

宮岡治療院

松山市石手３丁目２－４１

089-977-2075

栗田 眞宏

栗田鍼灸院

松山市岩崎町２－４－４０

089-932-3899

香川 大輔

道後はり灸接骨院

松山市南町２－８－１２－１０１

089-941-8883

冨永 恵子

胡桃はり灸マッサージ院

松山市紅葉町７－２３

089-932-7283

石蔵 正男

同仁堂鍼灸院

松山市築山町８－１９

089-946-3586

白石 哲夫

しらいし鍼灸・整骨院

松山市永木町２－２－３

089-906-8731

松若 正彦

赤かべ堂鍼灸院

松山市旭町１０８

089-921-7409

木下 洋一

木下鍼灸治療院

松山市桑原７－２－２５

089-934-5088

西村 英輝

西村治療院

松山市三町２－４－１

089-976-6362

誠

川野 治

松山鍼灸整骨院

松山市松末１－５－１０

089-933-8113

土居 通靖

皇漢堂針灸院

松山市束本２－１１－２２

089-946-2258

河野 巧

河野治療院

松山市北久米町２１３－１

089-976-2513

松尾 ゆかり

まつお治療院メリッサ

松山市南久米町６８６－１１－１０１

089-976-3769

上郷 樹夫

楽鍼灸院

松山市南久米町７６６－９

089-976-6633

西川 晃

西川鍼灸治療院

松山市鷹子町３０３－１

089-976-7586

渡辺 和光

日日新鍼灸マッサージ院

松山市鷹子町５６２

089-907-4189

杉原 説旺

杉原治療院

松山市西石井２－１－２９

089-957-2320

越智 富夫

越智東洋はり院

松山市東石井５－１２-４１

089-957-5997

渡部 辰治

治療院らくらく

松山市居相３－１１－８

089-956-2600

高石 準一

高石治療院

松山市和泉南４－７－５

089-957-1791

小池 剛司

コイケ針灸院

松山市古川北４－１０－１０

089-958-4486

矢野 陽輔

ひだまり鍼・灸・マッサージ治療院

松山市天山３－１３-１０

089-934-0018

森山 太

森山針灸院

松山市朝生田町２－１３－２０

089-946-3641

滝口 春夫

滝口治療院

松山市枝松町４－４－２６

089-946-4519

楠本 光男

楠本鍼灸院

松山市立花１－３－２９

089-946-3240

桝室 敏郎

マスヤ鍼灸院

松山市立花２－２－３

089-932-0040

和氣 光男

和氣治療院

松山市立花６－１-２０

089-941-3226

喜安 由理子 喜安はり・灸院

松山市空港通３－１２－１８

089-974-5080

玉乃井 謙仁 玉乃井鍼灸院

松山市平井町３７７４

089-975-6061

野瀬 毅

のせ はりマッサージ治療院

松山市平井町甲２４９６－１０

089-975-5735

清水 文郎

うしおに鍼灸接骨院

松山市水泥町８７１－２

089-976-8286

池田 功

池田治療院

松山市北土居町４－２１－１５

089-957-7275

平岡 泰寛

平岡泰寛治療院

松山市今在家町２－８－１６

089-957-3354

山﨑 宙計

ひなたぼっこ治療院

松山市浄瑠璃町甲４０３－５

089-960-8722

溝田 光治

溝田鍼灸院

松山市吉木甲８６２

089-997-1534

吉金 孝幸

平田療院

松山市平田町２３－４

089-979-1055

中田 銀生

鴨川鍼灸院

松山市東長戸町４－２－２８－３０１

089-922-5748

谷本 富子

さくら鍼灸院

松山市姫原３－９－４

089-926-8983

牧野 隆

牧野針灸院

松山市久万ノ台９０９－７

089-924-8432

坂本 道雄

坂本鍼灸院

松山市山西町１２７－６０

089-951-2648

山首 秀行

山首針灸治療院

松山市山西町３８－３６

089-953-3544

菅野 健次

かんの鍼灸接骨院

松山市山西町６４１－４

089-952-9256

浦川 武之

浦川鍼灸治療院

松山市南斎院町９５１－１１

089-973-3588

川口 勝

鍼灸院かわぐち元氣堂

松山市北斎院町４７－１

089-973-1414

川上 治幸

鍼灸マッサージうさぎ堂

松山市高岡町８７１－５

089-973-1452

高内 義治

高内はり灸マッサ－ジ院

松山市別府町３－２０

089-953-1934

佐伯 幸男

そよかぜ治療院

松山市別府町４９５－４

089-924-8868

濱田 俊郎

けいらく堂漢方鍼灸院

松山市みどりヶ丘１６－１７

089-951-3737

川﨑 佐智子 天命堂鍼灸治療院

松山市新浜町５－３７

089-953-1169

田坂 隆恒

田坂針灸治療院

松山市春美町１１－１４

089-951-4546

橋元 清和

橋元はり灸院

松山市北条辻２９６

089-992-1105

山崎 みつぎ

すずらん鍼灸院

松山市北条辻６１８－４

089-992-5035

大内 眞也

大内鍼灸院

松山市土手内３３－３

089-993-0255

杉村 和彦

杉村鍼灸治療院

松山市光洋台３－２

089-994-1425

芳之内 淳

爽やか治療院

松山市堀江町２７２－２

089-979-4887

高橋 宏憲

高橋治療院

松山市堀江町甲１６８２

089-979-2823

曽田 正臣

曽田治療院

松山市和気町１－４２３－５

089-978-6210

小倉 裕貴

鍼灸マッサージゆうき

松山市衣山２－６－２５－５

089-989-9584

兼井 愛

久米鍼灸整骨院

松山市来住町１４４８－１

089-957-5256

佐々木 恵子 一番町鍼灸院

松山市一番町２－６－２０

089-916-7012

武智 英明

あきら鍼灸院

松山市朝生田町５－１－２５ ジョー・プラ２階Ｆ

089-907-5855

加藤 博

瀬戸の杜 鍼灸治療院

松山市内浜町３－１８ １Ｆ

089-989-5590

﨑山 史郎

﨑山鍼灸院

松山市北吉田町１２２３－２

090-7145-0577

東温市
氏名

施術機関名

井上 政尋

井上鍼灸院

小笠原 昭生 天神鍼灸院

所在地

電話番号

東温市牛渕１９５８

089-964-1126

東温市南方１１－１

089-966-5559

伊予市
氏名

施術機関名

坪田 剛

坪田鍼灸治療院

所在地

電話番号

伊予市中山町出渕２－４４－１

089-967-1155

平田 絵里子 とりの木鍼灸院

伊予市下吾川２３１－１２

089-983-2763

岡田 亮

まこと治療院

伊予市下吾川１４７６－１

089-983-4920

吉田 英樹

吉田マッサージ治療院

伊予市下吾川１５４６－３

089-946-7548

藤岡 健次

藤岡治療院

伊予市米湊７９３－６

089-982-2170

篠原 仁

なだまち鍼灸接骨院

伊予市灘町２１９－５

089-994-5572

上浮穴郡

久万高原町

氏名

施術機関名

城本 徳重

伊予郡

城本針灸院

所在地
上浮穴郡久万高原町上野尻甲６９７－４

電話番号
0892-21-2314

松前町

氏名

施術機関名

所在地

電話番号

田中 邦明

田中はり灸院

伊予郡松前町北黒田２４７

089-984-8807

畠 克彦

筒井鍼灸治療院

伊予郡松前町筒井３４０－１１

089-984-1914

野本 正

野本指圧鍼灸院

伊予郡松前町上高柳４９９－５

089-985-3803

喜多郡

内子町

氏名

施術機関名

所在地

電話番号

門田 浩

門田鍼灸治療院

喜多郡内子町内子２７８５

0893-44-2466

山岡 愛利

山岡治療院

喜多郡内子町内子２９１７

0893-44-4635

大洲市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

大野 智宏

大野施術所

大洲市田口甲２５１９－１

0893-24-4567

崎須賀 響

亀の手施術堂

大洲市新谷乙５５８ フォレスト田川１０１号

0893-25-6080

町野 公一

町野鍼灸接骨院

大洲市菅田町菅田甲１７３９－１

0893-25-2460

八幡浜市
氏名
山田 明

施術機関名

電話番号

八幡浜市１４６０－１６０

0894-24-4328

佐々木 一明 佐々木鍼灸院

八幡浜市１４７５－７

0894-23-0801

生部 喜徳

生部鍼灸接骨院

八幡浜市松柏丙８２１－１

0894-24-0158

小野 東一

小野鍼灸院

八幡浜市保内町川之石１－１５５

0894-36-0218

大本 一郎

大本はり・きゅう治療院

八幡浜市保内町川之石和田新田１－１６１

0894-36-0769

松川 隆

元気塾（松川治療室）

八幡浜市保内町宮内１－２８４－１

0894-36-3412

岩渕 さき子

さき東洋医学鍼灸院

八幡浜市広瀬２－２－２２

0894-22-2775

西宇和郡
氏名
竹内 百子

山田治療院

所在地

伊方町
施術機関名
治掌堂治療院（じしょうどう）

所在地
西宇和郡伊方町湊浦１００２－１２

電話番号
0894-38-1158

西予市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

宇都宮 信博 宇都宮針灸科院

西予市宇和町卯之町２－１７６－２

0894-62-4970

和氣 只夫

和氣治療院

西予市宇和町卯之町３－３４１

0894-62-1790

宇都宮 マチ

別所治療院

西予市宇和町久枝甲８０

0894-62-5147

酒井 哲也

さかい鍼灸治療院

西予市宇和町れんげ９６５－２２

0894-62-6336

長友 孝

長友治療院

西予市明浜町狩浜２－３１

0894-65-0600

大野 真治

大野鍼灸院（はりきゅういん）

西予市野村町野村１２－５９

0894-72-0230

大本 一志

大本治療院

西予市野村町阿下６号

0894-72-1217

柳本 茂廣

柳本鍼灸院

西予市城川町大字高野子４０３０

0894-83-1130

北宇和郡

鬼北町

氏名

施術機関名

所在地

電話番号

渡辺 克彦

広見はり・灸院

北宇和郡鬼北町出目２４１９

0895-45-1044

西仲 美惠

西仲美惠鍼灸治療所

北宇和郡鬼北町国遠１１３０

0895-45-1750

入田 英一

入田鍼灸院

北宇和郡鬼北町上大野５２１

0895-44-2128

北宇和郡

松野町

氏名
中森 正

施術機関名
大覚堂治療院

所在地
北宇和郡松野町吉野８０

電話番号
0895-42-0995

宇和島市
氏名

施術機関名

所在地

電話番号

畠山 佐知子 はり・灸・マッサージ さくら堂

宇和島市伊吹町１２４２－１

0895-24-7655

田中 公宏

田中鍼灸院

宇和島市栄町港３－６－８坂本水産ビル３０３

0895-23-0012

宮本 敏久

宮本治療院

宇和島市本町大手２－１－４１

0895-23-4189

松岡 純子

松岡鍼灸院

宇和島市恵美須町１－４－１

0895-24-2250

松井 豊子

松井鍼灸院

宇和島市賀古町２－２－３６

0895-24-4484

浅田 真守

浅田漢方堂

宇和島市丸の内２－２－８

0895-22-7548

矢間 紀雄

矢間漢方鍼療院

宇和島市丸の内３－５－３

0895-22-8819

城下 勉

城下治療所

宇和島市桝形町１－５－８

0895-24-4660

藤井 賢二

藤井マッサージ治療院

宇和島市神田川原２８

0895-24-0078

小川 浩

小川漢方鍼灸療院

宇和島市津島町高田丙９９－３

080-4035-2368

朝倉 正義

朝倉鍼灸院

宇和島市吉田町北小路２００－１４

0895-52-0616

南宇和郡

愛南町

氏名

施術機関名

所在地

電話番号

増田 明広

増田鍼灸整骨院

南宇和郡愛南町御荘長月１２５２－４

0895-72-3089

長谷 栄

長谷治療院

南宇和郡愛南町城辺甲３９７

0895-72-0859

