
1 門村整骨院 八頭郡若桜町若桜798-3

2 田村あん摩施術所 鳥取市河原町曳田206

3 岸本マッサージ治療院 八頭郡智頭町智頭538

4 松本指圧治療院 鳥取市包丁人町25

5 井本鍼治療院 岩美郡岩美町浦富2447-1

6 房安治療所 鳥取市気高町浜村7-2

7 谷田治療院 鳥取市吉方温泉2-441

8 はりきゅうマッサージ森本施療所 鳥取市吉方温泉2-510

9 国岡鍼灸小児鍼治療所 鳥取市吉方温泉1-103

10 谷口治療院 鳥取市河原町天神原532

11 細田治療所 鳥取市気高町勝見676の2

12 伊奈治療所 鳥取市末広温泉町111

13 西部の灸加藤鍼灸療院 鳥取市気高町上光775

14 山根はり灸治療室 鳥取市吉成633

15 田河治療所 鳥取市吉方町2-374

16 冨士マッサ－ジ 鳥取市材木町311県営住宅4号

17 小林鍼灸治療室 鳥取市吉方温泉2-160

18 瀬戸根治療院 八頭郡八頭町南410-2

19 跡部漢方治療センター 八頭郡八頭町宮谷193-2

20 池内鍼灸治療院 岩美郡岩美町浦富上町1883

21 長谷川治療所 八頭郡智頭町智頭2604-47

22 西式健康法研究所 鳥取市東町3-270

23 長生館安藤治療院 鳥取市青谷町青谷3339-2

24 西尾治療所 鳥取市杉崎601-4

25 妹尾治療院 鳥取市吉成1106

26 野沢治療院 鳥取市国府町分上2-290

27 岩成治療室 鳥取市雲山147-4

28 太陽堂 鳥取市寺町40-17

29 盛田治療院 鳥取市新112-8

30 福谷治療所 鳥取市吉方温泉1-215

31 あんま・はり布野幸一 鳥取市吉方温泉1-146

32 薬師堂針灸院 鳥取市国府町新通り3-350-1

33 樋口鍼灸整骨院 鳥取市富安2-65

34 有本施術所 鳥取市国安921-2

35 はり、きゅう、マッサージセンター 鳥取市弥生町279

36 川上治療院 鳥取市東町3-264

37 鳥取長生館 鳥取市湖山町北6-201

38 大進治療室 鳥取市西品治364-5ﾌｧﾐﾘｰﾊｲﾂとくだ105号

39 はり、きゅう、マッサージセンター 鳥取市南吉方1丁目112-1ｼﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ1F

40 豊川整骨院 鳥取市古海750-5

41 東人丸堂 鳥取市松並町2丁目

42 峯川治療所 鳥取市湖山町南3-287-5

43 大塚治療院 鳥取市瓦町358ﾈｵﾊｲﾂ鳥取201号

44 鳥取鍼灸療院 鳥取市今町2-284

45 オリーブはり灸院 鳥取市松並町2丁目382-3

46 野間治療院 鳥取市湖山町北6丁目448-105

47 タナカ治療院 鳥取市西品治580-3

48 西山治療所 鳥取市的場166-5
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49 みちだ治療室 鳥取市賀露町南4丁目9-7

50 長生療院 鳥取市的場165-18

51 わたべ治療院 鳥取市吉成747-19

52 山本整骨院 鳥取市吉方温泉2-513

53 さくらマッサージ室 鳥取市片原3-111

54 まつおか鍼灸院 鳥取市国府町分上3-325

55 セラピーみはぎの 鳥取市末広温泉町271-7

56 小林針灸院 鳥取市気高町勝見580

57 青谷マッサージセンター 鳥取市青谷町青谷4015-3

58 えびす堂治療院 鳥取市扇町3東栄ビル2階

59 はり　マッサージ　藤原治療所 鳥取市掛出町28-6

60 はり・マッサージ中村 鳥取市大覚寺162-16

61 山口整骨院 鳥取市吉成南町1-1-20

62 鍼灸整骨院　楽（らく） 鳥取市南吉方１丁目１０４

63 茂木スポーツマッサージ治療院 鳥取市伏野1738-8

64 はり・きゅう　気楽堂 鳥取市行徳3丁目423番地

65 やまやす治療院 鳥取市緑ヶ丘3丁目21-40

66 谷口ハリ灸マッサージ治療院 鳥取市河原町河原72-26

67 あんま・マッサージ処　楽々屋 八頭郡八頭町北山205-2　町営住宅1号

68 山根鍼灸院 鳥取市行徳2丁目307-8

69 おおもりトレーナーROOM ～鳥取～ 鳥取市徳尾151-1

70 足立マッサ－ジ治療院 鳥取市桶屋町51

71 おかむら整骨院 鳥取市今町1-287-1

72 鍼灸マッサージ治療院　薫風堂 鳥取市行徳1丁目164

73 石破漢法院 鳥取市吉方町2丁目121

74 山本鍼灸治療院 鳥取市秋里1327-1

75 マッサージたなか 鳥取市吉成2-10-26コーポラス吉成1-1

76 レディース鍼灸おかだ 鳥取市徳尾3-5

77 こうなん鍼灸院 鳥取市雲山２０８－１

78 健光堂整骨院 鳥取市気高町浜村783番地1206

79 株式会社フレアス　フレアス在宅マッサージ 鳥取市南吉方１丁目114－3　エステートビルⅡ　２－６

80 マッサージ屋 鳥取市若桜町10－1　メゾンドポレール1Ｆ

81 株式会社フレアス　フレアス在宅マッサージ 鳥取市用瀬町赤波638-1

82 みわはりきゅうマッサージﾞ院 八頭郡智頭町智頭１６９５番地

83 川口治療院 鳥取市下味野１０１

84 細砂整骨院 鳥取市栄町705-206

85 まれ治療院 鳥取市卯垣１３６－６

86 もりいち鍼灸接骨院 鳥取市南町４５０番地

87 一心堂鍼灸整骨院 鳥取市田島３７４－２

88 あんまや 鳥取市千代水１丁目７番

89 はりきゅう接骨院　癒 鳥取市的場3-11 ハーヴェスト的場Ⅰ 101

90 みやわき鍼灸整骨院 鳥取市丸山町２６５

91 さくら鍼灸院 鳥取市湖山町東１－１４７－１

92 なおと整骨院 鳥取市扇町８７谷口ビル１階

93 癒の苑治療院 鳥取市古海635-50

94 きらめき機能訓練センター 鳥取市正蓮寺１１４－５

95 レイス治療院鳥取 鳥取市宮長２０－１－８０１

96 レイス治療院鳥取鹿野 鳥取市鹿野町鹿野６７６
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97 みやわき鍼灸整骨院　吉成院 鳥取市吉成２３９－１

98 尾久土鍼灸院 八頭郡智頭町智頭１５３９番地２９

99 とっとり中央鍼灸院 鳥取市湖山町北３丁目２０１番地１４

100 とっとり中央整骨院 鳥取市湖山町北３丁目２０１番地１４

101 のぞみ治療院 鳥取市津ノ井６１３

102 白うさぎ整骨院 鳥取市湖山町東５丁目２０６花木ビル２F

103 はやし接骨院 鳥取市本町３丁目１０６

104 みやわき鍼灸整骨院　安長院 鳥取市安長８２－１

105 やわらぎ治療室 鳥取市相生町２丁目１１０－１

106 ほそや鍼灸整骨院 鳥取市気高町北浜３丁目３

107 はっぴー整骨院 鳥取市南吉方１丁目１１２番地１

108 福田整体院 鳥取市野坂２２３

109 鍼灸・療術　はる治療院 鳥取市湖山町３丁目１０１－３

110 花笑整骨院 鳥取市西品治７５１－１

111 みやわき鍼灸整骨院　郡家院 八頭郡八頭町奥谷２２０－１

112 株式会社フレアス　鳥取事務所　青谷 鳥取市青谷町大字青谷４０２７番地１

113 スタイルはりきゅう整骨院 鳥取市南吉方３－５２０－１

114 長生療院　鹿野 鳥取市鹿野町鹿野２９９９－２

115 Best Body鍼灸院 鳥取市賀露町4041-C号

116 もりかわ鍼灸整骨院 鳥取市南隈７２８

117 鍼灸按摩マッサージ院　つむぎ 八頭郡八頭町郡家76-15

118 喜々楽々 鳥取市扇町57-2扇町ビル1階


