
久留米市保健所総務医薬課

久留米市施術所一覧

（令和４年４月１日現在）

（柔道整復師）



業務の種類 施術所名 住所 電話番号 開設者の氏名 開設年月日

柔 アコール整骨院 久留米市旭町51-1 38-4858 清水　清彦 H19.9.8

柔 あらき整骨院 久留米市荒木町荒木1982-5 27-1400 龍野　亮介 H29.3.20

柔 荒巻整骨院 久留米市善導寺町与田19-1 47-0395 荒巻　繁行 S63.8.22

柔 石橋整骨院 久留米市安武町住吉1110-6 26-1600 石橋　徹 H6.7.11

柔 いしばし整骨院
久留米市諏訪野町2619
江崎第7ビル1F

38-4640 石橋　賢 H22.3.6

柔 板谷整骨院 久留米市田主丸町田主丸991-1 0943-72-4008 板谷　純子 H26.6.22

柔 伊東整骨院 久留米市西町564-8 - 伊東　祐一 H30.4.27

柔 いわなが整骨院 久留米市櫛原町５２番地 39-8020 岩永　義徳 H19.10.10

柔 内田整骨院 久留米市大善寺町宮本1476-6 27-9373 内田　祐也 H31.4.26

柔 うめみつ鍼灸整骨院 久留米市梅満町1129-4 37-1101 （株）Ocross H28.8.22

柔 浦整骨院　 久留米市荒木町荒木549-90 26-0057 浦　忠雄 H7.8.1

柔 江頭整骨院 久留米市城島町芦塚402 62-0107 江頭　秀寿 H18.8.1

柔 えぐち鍼灸整骨院 久留米市宮の陣１丁目9-25 33-1133 江口　玄文 H3.5.11

柔 枝光整骨院 久留米市西町912-12-1F 38-3241 枝光　幹夫 S62.9.9

柔 恵比須整骨院
久留米市津福今町237-3
サクセスビル１階

34-3907 （株）恵比須グループ H30.3.1

柔 恵比須整骨院 南町院 久留米市南2-21-70 21-9795 （株）恵比須グループ H30.3.1

柔 Msスポーツ整骨院 久留米市荒木町荒木1795 - 田中　瑞季 H30.2.10

柔 おうせ整骨院 久留米市大石町398-12 38-5340 合瀬　圭二 H19.8.3

柔 大場整骨院 久留米市御井旗崎2-19-8 44-0121 大場　博志 H18.3.1



柔 きたのの整骨院 久留米市北野町今山639-6 78-3555 毛利　安志 H27.5.11

柔 キノシタ整骨院 久留米市中央町22-20 36-0467 木下　靖敏 H6.10.8

柔 草野整骨院 久留米市田主丸町秋成1023-3 0943-73-0920 草野　成剛 H13.4.2

柔 草場整骨院 久留米市大善寺町夜明420-7 26-6111 草場　義彦 S60.9.16

柔 草場整骨院 久留米市小頭町14-26 32-5930 草場　大輔 R2.4.1

柔 くさば整骨院 久留米市津福本町1451-1 64-9540 草場　勇太 R1.7.9

柔 櫛原整骨院 久留米市東櫛原町1279 34-7055 石橋　和久 H6.4.5

柔 ぐりーん整骨院 久留米市田主丸町船越55-1 0943-72-7200 （株）ぐりーん H28.12.16

柔 久留米スポーツ整骨院 久留米市国分町1611-2 27-7769 （株）GLAD JAPAN H27.8.31

柔 くるめ接骨院　久留米諏訪野院 久留米市諏訪野町2788-1 65-3000 （株）A.A.Uメディカル H28.2.18

柔 くるめ接骨院西鉄久留米院 久留米市東町40-13-3F 37-7320 （株）A.A.Uメディカル H24.3.1

柔 健順堂整骨院 久留米市荒木町白口1877-10 27-0030 西日本ケアセンター（株） H22.12.1

柔 公園通り整骨院 久留米市原古賀22-11-2F 48-5533 （有）杏 H19.3.19

柔 高良内整骨院 久留米市高良内3798-5 44-9238 （有）日本R･A･G H6.10.3

柔 古賀整骨院 久留米市北野町中653-9 78-6686 （株）古賀メディカルサービス H23.11.1

柔 こが整骨院宮ノ陣 久留米市宮ノ陣4-30-10 38-2525 （社医）天神会 H27.10.1

柔 こくぶ鍼灸整骨院
久留米市国分町220-1
鶴久孝コーポ１F

27-8430 古賀　拓雄 H29.3.31

柔 ごとう整骨院 久留米市田主丸町田主丸1243-13 0943-73-2277 後藤　大樹 H20.7.7

柔 510整骨院 久留米市本町9-5 35-5100 後藤　竜次 H28.5.1

柔 こはく整骨院 久留米市本町１７－１６ 33-2030 野田　雄介 H21.8.17



柔 こもりの整骨院
久留米市小森野4丁目19-10
トロイメライⅠ103号

55-9465 池田　稔 H30.3.7

柔 堺整骨院JR久留米院 久留米市城南町2-34 36-1155 （株）堺整骨院西 H30.12.3

柔 さかた整骨院 久留米市善導寺町飯田439-8 47-0321 坂田  裕一 H20.6.2

柔 サザン整骨院 久留米市大善寺町宮本456 27-1600 和田　孝一 H27.4.1

柔 佐藤鍼灸整骨院
久留米市六ツ門町7-52
ミッドタワー107

35-5047 佐藤　公一 H29.4.27

柔 サンデー接骨院
久留米市大善寺町宮本1512-4
DY大善寺店舗1階北号室

- 平尾　幸一 H30.9.8

柔 サントク整骨院 久留米市御井町1714-2 72-9611 サントク有限会社 H24.10.30

柔 庄嶋整骨院 久留米市田主丸町田主丸16番地 0943-72-2611 庄嶋　寛 S48.3.10

柔 スカイ整骨院 久留米市御井旗崎5丁目7-26 48-1411 上村　仁 R2.2.12

柔 鈴木接骨院 久留米市長門石1丁目4-50 35-7750 （有）鈴木 S64.1.6

柔 整骨院　誠春 久留米市西町130-5 36-8260 （株）誠春 H24.9.24

柔 整骨院　ライフタイムズ 久留米市南2丁目2番2号 - （株）ライフタイムズ H29.12.1

柔 整骨院Ｏ
久留米市津福今町501-5
近藤コーポ102

65-4293 小田尾　俊 H29.5.1

柔 整骨院朱雀堂 久留米市原古賀町22-11-1F 48-5533 手柴　圭子 H30.12.11

柔 整骨院たなか 久留米市国分町10-1 45-3007 田中　哲也 H25.10.2

柔 ぜんどうじ整骨院 久留米市善導寺町飯田294-7 47-5539 古賀　智 H16.8.3

柔 染宮前整骨院 久留米市北野町中川423 78-3595 元石　亮二 R1.5.8

柔 だいすけ整骨院 久留米市三潴町西牟田1676-3 64-6300 矢野　大輔 H30.3.4

柔 たいよう整骨院 久留米市三潴町福光556-7 55-1147 原　浩輔 H28.4.15

柔 高石ファイト整骨院 久留米市国分町1299-13 22-4178 高石　一宏 H29.6.29



柔 髙石雅徳整骨院 久留米市藤光1丁目2-22 22-8018 髙石　雅徳 H7.1.6

柔 髙島整骨院 久留米市本町2-24 32-9620 髙島　龍雄 H5.5.9

柔 たかはる整骨院 久留米市大善寺町宮本357-3 26-8453 田中　飛懸 H22.6.1

柔 たくま整骨院 久留米市城島町楢津1378-1 62-6665 鈴木　梨那 H29.1.1

柔 武富整骨院 久留米市合川町1237-9 44-3647 武富　文生 R2.4.1

柔 田中整骨院 久留米市津福本町1632-3-1F 33-1700 アール・ケア（株） R1.8.5

柔 田中リバース整骨院　はり・マッサージ院 久留米市三潴町高三潴913-1 64-4917 田中　忠義 H28.9.30

柔 田主丸整骨院 久留米市田主丸町田主丸937-5 0943-72-3677 （株）GLAD JAPAN H27.8.31

柔 つばき整骨院 久留米市荒木町白口2247-3 55-5520 牛島　明信 H30.3.28

柔 でがわ整骨院
久留米市北野町上弓削763-1
ヒルズ上弓削C203

- 出川　正彦 H29.2.1

柔 てしま整骨院 久留米市御井町1788-6 44-5882 手島　昌彦 H20.2.4

柔 寺﨑整骨院 久留米市大善寺町宮本2163-1 26-8657 寺﨑　隆典 H27.10.1

柔 東和整骨院
久留米市東和町2-2
トランプヒルズ1F

27-9663 (有)ケイアイメディカル H21.5.18

柔 トーワ整骨院 久留米市御井町2291-4 80-2156 柴田　修一 H18.10.23

柔 となり整骨院
久留米市津福本町238-3
グリーングラス102

65-5848 奥薗　裕子 R2.4.1

柔 とみた整骨院 久留米市城島町上青木335-6 62-5810 富田　裕介 R1.8.30

柔 中垣整骨院 久留米市善導寺町与田256-10 47-3561 中垣　五二 S55.4.28

柔 長門石整骨院 久留米市長門石町3丁目1-45 34-7556 内野　謙次 S58.12.13

柔 長野整骨院 久留米市諏訪野町1835 38-6177 長野　英吉 H2.1.8

柔 中町整骨院 久留米市城島町城島495-5 54-8750 馬場　隆行 H19.10.15



柔 なかむら整骨院 久留米市大善寺町宮本1476-3-101 26-1605 中村　勉 H15.6.24

柔 なごみ整骨院 久留米市荒木町荒木1257-7 80-1896 宮﨑　憲次郎 H25.6.6

柔 なないろ整骨院 久留米市田主丸町田主丸921-2 0943-72-1537 佐藤　貴士 H27.6.12

柔 西川整骨院 久留米市田主丸町田主丸463-17 0943-72-0160 西川　一房 S60.8.13

柔 のぐち整骨院 久留米市田主丸町豊城板町13 0943-72-3668 野口　雄 H10.7.21

柔 のぞえ整骨院
久留米市上津町2192-92
ベスト久留米工大ビル

22-1877 馬場　亮 H27.11.24

柔 萩野接骨院 久留米市御井町1652 43-0147 萩野　光信 S59.12.25

柔 はたほこ整骨鍼灸院　善導寺院 久留米市善導寺町与田147-3 65-3245 幡鉾　功平 H30.3.10

柔 はなみずき鍼灸整骨院 久留米市山川追分1-1-10 80-4970 中尾　由美 H30.5.11

柔 はるか施術所
久留米市安武町安武本2927-5
楓ビル3階

26-8033 田中　康司 H22.5.21

柔 はるり鍼灸整骨院 久留米市花畑３丁目３番地６ 39-3366 （株）SUN&MOON H23.11.1

柔 東合川はりきゅう整骨院 久留米市東合川2-3-31 27-8199 Ocross（株） H29.7.1

柔 陽だまり鍼灸整骨院
久留米市善導寺町与田261-1
ウイング21　102号

80-0880 江隈　彰 H27.9.11

柔 ひらた整骨院 久留米市東合川2-2-28 27-7232 平田　隆志 H22.5.5

柔 平塚整骨院 久留米市上津町1400-7 21-7511 平塚　康之 H17.3.10

柔 平塚整骨院 久留米市諏訪野町2623-1 - 平塚　康之 H30.1.1

柔 廣田整骨院 久留米市太郎原町1463 43-2317 廣田　均 S58.10.15

柔 ふれあい整骨院 久留米市津福今町423-1 31-0670 末次　満 H19.11.23

柔 別府整骨院 久留米市田主丸町志塚島948-1 0943-73-3326 別府　靖之 H3.5.21

柔 まな整骨院 久留米市津福本町562-1 32-2201 古賀　大万 H22.1.15



柔 まん整骨院 久留米市上津町1690－2 22-2833 池田　明功 H25.4.20

柔 みいまち整骨院 久留米市御井町2295-2　イング・ミー 44-0144 Ocross（株） H29.7.1

柔 みなくる整骨院 久留米市東合川2丁目5-52 44-8798 松延　勝 H30.6.14

柔 みなみ整骨院 久留米市南3丁目27-24 22-2224 Ocross（株） H29.7.1

柔 みやのじん整骨院
久留米市宮ノ陣1丁目10－1
福成ビル1階

37-8011 田川　弘治 H24.5.22

柔 宮原整骨院 久留米市国分町1179-14 21-5584 宮原　秀典 S61.5.16

柔 むさし鍼灸整骨院 国分 久留米市国分町1168-9 27-9634 木下　絵理 H30.5.1

柔 山川整骨院 久留米市山川追分2-2-7-2F 44-4244 （株）ベーネ H30.7.27

柔 山下整骨院
久留米市野中町1357-5
上野ビル１F

65-4015 山下　真弥 H29.3.8

柔 やました整骨院三潴院 久留米市三潴町字松山3004－2 64-6363 山下　賢一郎 H26.4.30

柔 山田整骨院 久留米市西町1173-6 39-3434 山田　勝一 H7.6.29

柔 ゆうあい鍼灸整骨院 久留米市国分1510-4 22-5525 猿渡　優希 H29.5.1

柔 ゆのその丘整骨院 久留米市藤山町1651－212 22-6782 松尾　慶子 H25.7.11

柔 ゆめ整骨院（久留米院） 久留米市新合川1-3-30 45-7080 (株）MTA H24.6.25

柔 よしだ整骨院 久留米市国分町913-5 27-5103 吉田　大佑 H25.11.13

柔 らいふ整骨院
久留米市中央町35-1
西原あきない通り106

91-2206 乗冨　拓也 H27.9.4

柔 いろどり整骨院 久留米市花畑1丁目5-2 - 江上　雄治 R2.6.22

柔 未来ケア接骨院 福岡県久留米市諏訪野町1903-21 46-7123 （株）未来ケアグループ R2.7.29

柔 なかはら整骨院
久留米市西町1312-5
メゾングランセ102

65-9909 中原　昇平 R2.9.1

柔 うしじまスポーツ鍼灸整骨院 久留米市天神町53-102 38-6800 牛嶋　潤 Ｒ2.10.1



柔 田中スポーツ整骨院
久留米市東櫛原町1502-3
坂田ビル1階

48-1940 田中　翔 R2.12.17

柔 たなかファミリア整骨院
久留米市梅満町439-4
プランドールＭ202

27-6022 椛島　健司 R3.2.1

柔 くるめ接骨院　JR久留米院 久留米市中央町1-1-109-1 34-3900 （株）A.A.Uメディカル R3.1.31

柔 やなが整骨院 久留米市北野町中2904-5 78-0213 （株）コスモシープ R3.2.1

柔 温怜堂整骨院 久留米市本町210 38-8035 （有）温怜堂整骨院 R3.5.1

柔 整骨院　裕 久留米市山川町132-2 - 石橋　裕史 R3,5,20

柔 なかむたスポーツ整骨院
久留米市御井町1675-2
Jメゾン久留米1F

65-6230 （株）work・lab R3.6.1

柔 純心整骨院 久留米市梅満町1009-1-1-03 38-5666 大塔　純久 R3.6.10

柔 ハルイロ整骨院
久留米市梅荒木町荒木1385-10
サンライフ荒木1F

27-2424 井手　一貴 R3.6.10

柔 よあけ整骨院 久留米市大善寺町夜明839-2 27-0075 坂上　直和 R3.6.15

柔 オスカー整骨院久留米院 久留米市東合川2-4-28 44-5270 （株）オスカージャパン R3.9.5

柔 みやざき鍼灸整骨院久留米院 久留米市上津町2399-7 22-7100 久保山　聡 R3.10.1

柔 ZEN駅前整骨医院 久留米市大善寺南１丁目1-6 1F 25-8372 木村　毅一郎 R3.10.18

柔 整骨院バランス 久留米市東櫛原町2303-1 30-4545 （株）balance to b R3.12.1

柔 天我整骨院 久留米市花畑2丁目8-1 33-2022 （株）TU.HU.R company R4.1.11

柔 TK整骨院 久留米市田主丸町田主丸263-29 - 古賀　智紀 R4.2.1

柔 池田整骨院 久留米市国分町1544-3丸博ビル 22-1333 池田　昌隆 R4.4.1


