
NO 名称 住所

1 あい整骨院 米子市三本松二丁目１４－１６
2 青木はり灸センター 米子市立町４丁目１９６
3 青木はり治療院 米子市永江３１９
4 赤井灸点所 米子市冨士見町２丁目１５
5 赤井点灸所 米子市福市６９７番地
6 あきら整骨院 米子市観音寺新町４－３－３
7 新しい鍼治療院 米子市糀町２丁目１４７
8 あつ整骨院 米子市糀町二丁目４３
9 あんま・指圧・ﾏｯｻｰｼﾞ　わかまつ 西伯郡大山町古御堂２７８－４

10 飯塚治療院 米子市淀江町福岡１５４７
11 池田整骨院 境港市湊町２０１
12 石上東洋鍼灸マッサージ治療院 西伯郡南部町法勝寺字清水７２３
13 石田治療院 西伯郡伯耆町三部７２６－１
14 石田マッサージ治療院 米子市上後藤８１－８
15 石原治療院 米子市西福原３－８－１1
16 板垣鍼灸マッサージ治療院 米子市新開１－７－３１
17 板橋整骨院 米子市夜見町２１３０
18 市川鍼灸治療室 米子市東福原２－１３－７
19 壱休館 境港市佐斐神町１６３４
20 糸原治療院 境港市米川町２１－１
21 いのうえ整骨院 米子市西福原９丁目２０－１５
22 今岡鍼灸院 米子市錦町２－１４３－１

23 今田鍼灸科院 西伯郡南部町法勝寺２４５
24 岩井整骨院 米子市西福原６－１７－２４
25 上野整骨院 境港市京町１６６－３
26 江沢鍼灸院 西伯郡伯耆町溝口２５５番地の１
27 おいまつ鍼灸治療院 米子市上福原2丁目1番41号

28 大西マッサージ 日野郡日野町黒坂1484-1

29 奥村マッサージ治療院 米子市皆生温泉１－３－２１
30 小椋鍼灸マッサージ治療院 米子市灘町３丁目５
31 ＫＡＲＦＡ鍼灸院 米子市旗ヶ崎２丁目１０－２１
32 景山鍼灸治療院 境港市竹内町７４８
33 景山治療院 西伯郡大山町妻木５４６
34 景山はり・きゅう院 米子市角盤町１－１７６－１
35 加藤鍼灸整骨院 米子市彦名町１０６５－３
36 加藤鍼灸療院 日野郡日南町生山815

37 からだ家匠たかし鍼灸院 境港市福定町148
38 河崎手技室 米子市河崎１０５７－５
39 河津整骨院 米子市上福原５－１－４８
40 かわもと整骨院 境港市上道町３２２７
41 北垣鍼灸院 米子市富士見町１丁目７９
42 喜楽治療院 境港市明治町６５
43 くずも整骨院 米子市車尾1-16-35
44 久野鍼治療院 西伯郡大山町末長４８３－１
45 クローバー 米子市富益町4477-125
46 健幸庵 米子市大崎２２７５－１３６
47 現代鍼灸西福原療院 米子市西福原３－４－９
48 コスモ鍼灸接骨治療院 米子市角盤町４丁目２５番地
49 後藤鍼灸治療院 米子市石井７６４
50 さかき鍼灸整骨院 米子市西福原４丁目８－３３
51 佐々木鍼灸整骨院 米子市富益町１２２４－１
52 佐々木整骨院 米子市車尾６－４－１８
53 ｓａｃｈｉはり・きゅう・マッサージ院 米子市上後藤1-8-6　ｎｅｗｆｉｔＸ１　１０８号
54 さとわら 西伯郡伯耆町大殿７３９－３６
55 サンキュー治療院 米子市蚊屋１４６
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56 山光治療院 境港市麦垣町４４－５
57 指圧マッサージ山下治療院 日野郡日野町根雨848-1

58 指圧米子治療ルーム 米子市熊党３０９－６
59 自然療法指圧ﾏｯｻｰｼﾞ　松本　勝 米子市皆生温泉１丁目８－９
60 清水治療院 米子市皆生温泉２丁目８－８
61 社会福祉法人鳥取県ライトハウス盲人ホーム 米子市皆生温泉３丁目１８－３
62 鍼灸マッサージほのぼの治療院 米子市葭津５３０
63 鍼灸　命門堂 米子市中町３５
64 新生治療院 米子市長砂町４４６－３
65 角　施術所 篠原 境港市外江町廻沢２２５８
66 セラピーキャビン府（ふ） 米子市中町14-2水野ビル501
67 セラピーみやざき 米子市米原５－１２－９
68 千寿治療院 米子市角盤町１の１５
69 千藤マッサージ治療院 米子市東福原２－８－７
70 たかし整骨院 境港市福定町148
71 高橋マッサージ 米子市葭津１３５０－１
72 田草鍼治療院 米子市中島２３－４
73 宅野はり灸マッサージ治療院 西伯郡南部町阿賀４８６－６
74 たけだ整骨院 米子市角盤町１－１１１
75 竹安鍼灸院 境港市中野町３２５２－８
76 田渕はり、あんま治療院 米子市愛宕町６８
77 民本整骨院 米子市米原４丁目３－２４
78 たむら整骨院 米子市塩町１４３
79 千村治療院 米子市日野町１５５
80 チュチュ鍼灸整体院 米子市米原８丁目１０－１９
81 長寿支援センター　篠原鍼灸整骨院 境港市元町１６
82 つのだ指圧治療院 西伯郡大山町大字西坪４７４の５
83 坪倉療院 米子市寺町４
84 トノエ鍼灸治療院 境港市外江町２５０３－２
85 とやまマッサージ指圧治療院 米子市熊党１２９－１６
86 中江接骨院 米子市河崎３３０９－８２
87 中尾治療院 西伯郡大山町下市４４
88 中島治療院 米子市皆生５丁目８－３２
89 仲村治療院 境港市新屋町１４８
90 中山整体治療院 米子市車尾１３４５
91 西川鍼灸院 米子市錦町１丁目４
92 西村指圧施術所 米子市米原７－８－１０
93 野口マッサージセンター 米子市皆生温泉２－１－７
94 野坂整骨院 米子市角盤町１丁目７８
95 長谷川治療院 米子市富益町４５４１－１９
96 ハピネマッサージ治療院、ハピネ整骨院 米子市両三柳２０６６番地１
97 林原整骨院 西伯郡大山町田中字西屋敷６１６の１
98 原田治療院 米子市両三柳３６３－２
99 はり・灸・マッサージ林治療院 西伯郡南部町天万８９１－４

100 鍼と灸のふくだ 米子市新開６丁目８番２５号
101 鍼マッサージ早田治療院 米子市新開３－３－２２
102 鍼マッサージ三好治療室 米子市淀江町西原２１２－８
103 春嘉鍼灸 米子市車尾２丁目２８－１８
104 福寿堂 境港市三軒屋町２４９９－２
105 ふじはら鍼灸接骨院 米子市尾高７４８－１１
106 本多治療院 米子市尾高７０
107 増田整骨院 米子市上福原４－５－１１
108 マッサージサロンＣＯＣＯＲＯ 西伯郡南部町福成９９７－１
109 マッサージみむら 西伯郡日吉津村日吉津321レジェンドオブジー101
110 村田治療院 米子市河崎30-2
111 命門堂鍼灸院 米子市糀町２丁目５０番地
112 もと気鍼灸院 米子市上後藤6-10-10ｱﾍﾞﾔﾏｺｰﾎﾟ美柑102号
113 森岡鍼灸マッサージ治療院 米子市上福原２丁目１６－４０
114 山﨑治療院 米子市夜見町２０６５－１
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115 八木はり、きゅう、ﾏｯｻｰｼﾞ治療院 米子市両三柳４４８６－１
116 弓浜整骨院 米子市夜見町２５６５－６
117 吉村鍼灸治療院 米子市糀町2-118
118 米子信愛鍼治療院 米子市大崎１７３３－２
119 米子鍼灸センター 米子市錦町１丁目2－6
120 よなご整骨院 米子市皆生４－１１－３４
121 米原治療院 西伯郡伯耆町溝口
122 ライフヴェリアス 米子市法勝寺町10
123 楽 日野郡日野町野田182-5

124 ロータス治療院 米子市新開７－１９－２０
125 渡辺施術所 日野郡日野町黒坂1569-2

126 あんどう整骨院 米子市車尾２丁目２番１７号
127 鍼乃屋灸兵衛 境港市入船町９２
128 林原マッサージ 西伯郡伯耆町番原７４４－１
129 美容鍼灸サロンＪｉｌｌ 米子市昭和町６４－７潮ビル１Ｆ


