
労働者災害補償保険　　　　　　労災保険指名柔道整復師一覧表

名　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 指名柔整師

あいおい接骨院 400-0858 甲府市相生１－２－９ 055-237-3946 今村　太洋

あおば接骨院 400-0828 甲府市青葉町２０－２２ 055-270-1998 堀内　康平

あさけ整骨院 400-0862 甲府市朝気１－５－７ 055-223-9222 山本　力

リアンスポーツ整骨院 400-0025 甲府市朝日２－１３－９新相和ビル朝日ｐａｒｔ１ 055-288-9622 橘田　幸博

ホネドック接骨院 400-0025 甲府市朝日５－１３－６ 055-269-6811 髙橋　賢充

朝日通り施術所 400-0025 甲府市朝日５－６－１２ 055-236-9857 向山　敦仁

アワーズ接骨院はり灸院 400-0061 甲府市荒川１－８－１４ 055-251-4970 橋本　玉州

いいだ整骨院 400-0035 甲府市飯田２－１５－８ 055-228-1271 平塚　徳仁

河野整骨院 400-0035 甲府市飯田５－１７－７          055-237-9123 河野　行宏

いのうえ整骨院 400-0856 甲府市伊勢２－１２－１７        055-227-9131 井上　一仁

荻野接骨院　 400-0856 甲府市伊勢４－６－１４          055-233-6381 荻野　喜卯

あしざわ整骨院 400-0053 甲府市大里町１６６１－２ライフピースＭ１０１号室 055-269-5623 芦澤　尚秀

あきやま接骨院 400-0053 甲府市大里町２０５７－６９ 055-298-4976 秋山　祐貴

村松整骨院 400-0053 甲府市大里町２１０６－１        055-243-8936 村松　英二

甲斐接骨院 400-0053 甲府市大里町２３０３－１        055-243-2654 多賀谷知典

大里整骨院　 400-0053 甲府市大里町５２５１ 055-241-0282 石原　忠臣

ゆうき整骨院 400-0865 甲府市太田町２１－１５ 055-233-6995 初鹿　宏明

深沢整骨院 400-0063 甲府市金竹町２－９              055-228-7400 深沢  徹

甲府東整骨院 400-0814 甲府市上阿原町４４６－１石原マンション１０２ 055-269-8640 向山　浩司

健志堂整骨鍼灸院 400-0041 甲府市上石田１－１４－１１ 055-223-3131 小澤　浩和

みずくち整骨院 400-0041 甲府市上石田３－３－１２ 055-225-3503 水口　慎乃介

あるば整骨院 400-0041 甲府市上石田３－８－６ 055-298-6065 萩原　大貴

甲府整骨院 400-0041 甲府市上石田３－１６－１２ 055-288-0306 矢崎　智章

天志堂接骨院 400-0041 甲府市上石田４－１１－３ 055-228-3255 三科　健一郎

くぼた整骨院 400-0845 甲府市上今井町１２５０ 055-234-5455 窪田　敏裕

しむら接骨院 400-0065 甲府市貢川２-５-５５ 055-233-5151 志村  仁

堀口整骨院 400-0043 甲府市国母５－２－３            055-227-3550 堀口　義人

国母整骨院 400-0043 甲府市国母７－５－８            055-235-0880 望月　公親

エヌディレクション鍼灸院整骨院酒折院 400-8575 甲府市酒折２－２－３０ 055-236-5766 水谷　優

さかおり鍼灸接骨院 400-0805 甲府市酒折２－１１－２１ 055-288-0640 服部　陽吾

ゆう整骨院 400-0822 甲府市里吉３－１０－４          055-223-1023 深沢  弘

緑ヶ丘接骨院 400-0026 甲府市塩部１－１３－１７ハイツ第一エコー１０１ 055-252-0771 中島　寛之

しおべ整骨院 400-0026 甲府市塩部３－１－３１ 055-252-0552 塩沢　明久

小澤整骨院　 400-0026 甲府市塩部４－１３－７          055-252-2507 小澤　一男

なとり整骨院 400-0046 甲府市下飯田２－４－１１ 055-223-5626 名執　正人

栞鍼灸・整骨院 400-0853 甲府市下小河原町２２－３ 055-298-4566 岩松　忠行

浅川鍼灸整骨院 400-0851 甲府市住吉２－３－１５ 055-226-4666 浅川　一仁

東洋接骨院 400-0072 甲府市大和町１－４８－１ 055-267-8311 寺野　博

武田接骨院　 400-0016 甲府市武田３－２－２６          055-253-0790 大野  進
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城北整骨院 400-0074 甲府市千塚２－５－１５          055-254-9020 栗原　英一

小田切整骨院 400-0074 甲府市千塚４－９－１７ 055-234-5443 小田切祐介

山の手鍼灸整骨院 400-0074 甲府市千塚３－２－４２　１F          055-254-7745 小池　清人

内藤整骨院 400-0807 甲府市東光寺１－１２－１１      055-227-7577 内藤　久義

花輪接骨院 400-0047 甲府市徳行３－９－３            055-235-5687 花輪　義仁

整骨院　信玄 400-0047 甲府市徳行２－１０－１７ウェルネスゾーンＢ棟０４            055-269-6760 古澤　照彦

さいとう鍼灸整骨院 400-0049 甲府市富竹１－１１－２３ 055-268-3028 斉藤　治

もちづき整骨院 400-0049 甲府市富竹１－１２－３ 055-288-9930 望月 光幸

東邦接骨院 400-0854 甲府市中小河原町５０７－１２ 055-241-1503 小林　善彦

遠藤整骨院　 400-0854 甲府市中小河原町６２６－４ 055-241-8337 遠藤　隼人

いまい整骨院 400-0844 甲府市中町７５－１              055-241-1307 今井　一秀

功刀接骨院 400-0069 甲府市中村町９－２４            055-226-5299 功刀　正國

石井整骨院 400-0825 甲府市七沢町５２１              055-237-1412 石井　宏司

ふじみ鍼灸接骨院 400-0027 甲府市富士見２－４－２２　サンハイツ富士見１Ｆ 055-209-0359 長倉 康雄

坂本整骨院 400-0056 甲府市堀之内町８１８－６        055-241-0338 坂本　文彦

おおしま接骨院 400-0832 甲府市増坪町５８９－３ 055-288-1352 大嶋　之男

米山鍼灸接骨院 400-0832 甲府市増坪町７６４－５ 055-244-1189 米山優一朗

丸の内接骨院 400-0031 甲府市丸の内３－３２－１５ 055-227-0003 小林 寛明

緑が丘公園前整骨院 400-0008 甲府市緑が丘２－１－１１ 055-287-7777 笠原　康永

あめみや整骨院 400-0008 甲府市緑が丘２－１０－１５ 090-4536-0620 雨宮　弘幸

梶原整骨院 400-0863 甲府市南口町４－２７            055-232-4439 梶原　敏弘

野沢接骨院 400-0021 甲府市宮前町２－３              055-254-3514 野沢  真

屋形整骨院 400-0017 甲府市屋形２－１－３５ 055-253-3232 髙野　修

こぴっと整骨院 400-0075 甲府市山宮町９３７ 070-3814-1623 相川 智広

わどまち整骨院・鍼灸院 400-0812 甲府市和戸町２５８－４ 055-288-8303 小田切哲也

あなやま接骨院 407-0263 韮崎市穴山町５１４２ 0551-25-5673 長坂　敬

やまもと整骨院 407-0032 韮崎市龍岡町下條東割７３１ 0551-45-7210 山本　啓二

中嶋整骨院 407-0032 韮崎市龍岡町下條東割１６１３ 0551-23-5523 中嶋  宏

たくみ（匠）接骨院 407-0004 韮崎市藤井町南下條２２２－１ 0551-33-9005 近藤 壽彦

よこ整骨院 407-0014 韮崎市富士見１－５－５　１F 0551-30-9383 横内　敬

富士見接骨院 407-0014 韮崎市富士見２－２－１５ 0551-23-6668 穴水　琢也

ゆうしん整骨院韮崎 407-0014 韮崎市富士見３－６－１１ 0551-30-7567 佐藤　竜人

藤原整骨院 407-0175 韮崎市穂坂町宮久保８５２－１    0551-22-3052 藤原　正貴

渡辺整骨院 407-0015 韮崎市若宮１－９－７            0551-22-0202 渡辺　典夫

ささもと整骨院 400-0333 南アルプス市浅原７６－１      055-284-1023 笹本　光彦

大井整骨院 400-0403 南アルプス市鮎沢８３２－２      055-284-6533 藤巻　敏仁

しらね接骨院 400-0222 南アルプス市飯野３７０１ 055-283-7401 松村　憲明

櫻本鍼灸整骨院 400-0306 南アルプス市小笠原１０９５-１ 055-287-8888 櫻本　大士

かまなし鍼灸整骨院 400-0221 南アルプス市在家塚１４０９－３ 055-269-5655 山本　佳和

上市整骨院 400-0317 南アルプス市上市之瀬８５７      055-284-1288 山本　和彦

名取整骨院 400-0302 南アルプス市沢登１４            055-280-8056 名取　新吾

桃園接骨院 400-0302 南アルプス市沢登９７８－９ 055-282-6263 川崎　文雄



若草整骨院 400-0337 南アルプス市寺部１８００        055-282-6088 依田　和司

長谷部整骨院 400-0203 南アルプス市徳永１１７８ 055-225-5866 長谷部淳二

ゆうしん整骨院南アルプス 400-0411 南アルプス市西南湖４４２８ 055-269-8873 大木　昌亮

かわぐち整骨院 400-0422 南アルプス市荊沢２７４－２ 055-244-3435 川口　隼也人

ぶらり整骨院 400-0412 南アルプス市東南湖大久河原７７６－１－７ 055-284-3575 今津　幸樹

みだい整骨院 400-0206 南アルプス市六科１１８８－１    055-285-5588 手塚　善雄

上田整骨院 400-0206 南アルプス市六科１５５１－２ 055-288-0097 上田　昭仁

あるぷす鍼灸整骨院 400-0301 南アルプス市桃園６２０－３ 055-284-1570 小野　朝裕

土橋整骨院 400-0205 南アルプス市野牛島２２０９      055-285-5180 土橋  忠

ＨＯ－ＰＥ接骨院 400-0205 南アルプス市野牛島1828-39-2 070-8935-3812 冨田　勇希

渡辺整骨院 400-0308 南アルプス市山寺５７－３        055-283-1915 渡辺　英人

金丸接骨院 400-0308 南アルプス市山寺１３６          055-282-0153 金丸  健

あやめ整骨院 400-0304 南アルプス市吉田８８６          055-282-7307 澤登  亮

坂本整骨院 400-0126 甲斐市大下条４１０－４          055-230-9155 坂本　英和

みなみ接骨院 400-0115 甲斐市篠原９２８－１０ 055-298-4573 松永　博臣

福島整骨院 400-0115 甲斐市篠原１６３４              055-276-2656 福島  勤

一心堂接骨院 400-0115 甲斐市篠原１９５６－１ 055-278-0026 橋爪　健太

おおぞら整骨院 400-0115 甲斐市篠原２８８４－２ 055-279-3882 長坂　栄二

小林接骨院 400-0115 甲斐市篠原１８７６－４ 055-288-8151 小林　豊

むこやま整骨院 400-0123 甲斐市島上条６８－３          055-215-2986 向山　俊

花まる接骨院 400-0123 甲斐市島上条４８６－４          055-277-4086 間庭　広子

篠原整骨院 407-0105 甲斐市下今井１５－１            0551-28-4100 篠原　寿也

メディカルスポーツ甲斐整骨院 400-0105 甲斐市下今井２７２２－５ 0551-28-7645 保坂　浪己

双葉整骨院 407-0105 甲斐市下今井２１５１－１        0551-28-1555 小澤  浩

遠藤整骨院 400-0116 甲斐市玉川１４０４－５          055-279-3341 遠藤　角夫

斉藤整骨院 400-0113 甲斐市富竹新田２０５６－４      055-279-4650 斉藤　文治

竜王接骨院 400-0124 甲斐市中下条９９１－１ 055-287-9776 古家　賢治

甲斐ライフ鍼灸整骨院 400-0125 甲斐市長塚１４２－３ 055-287-8289 後藤　誠司

ひろ整骨院 400-0125 甲斐市長塚１６４－１マルマンビル１０１ 055-244-3639 武田　拓之

たなか鍼灸接骨院 400-0125 甲斐市長塚６６６－１ 055-277-5525 田中　三久

古屋鍼灸接骨院 400-0117 甲斐市西八幡１６０６－８ 055-278-1081 古屋　克也

竜王駅前整骨院 400-0111 甲斐市竜王新町５３１－２ 055-236-8073 安田　大喜

すこやか接骨院 400-0104 甲斐市龍地６４４７－１ 0551-28-1528 橋爪　健太

やまがた整骨院 400-0104 甲斐市龍地１３５０－１１ 0551-30-9061 山形　智樹

向山整骨院 406-0031 笛吹市石和町市部５４２          055-263-5166 向山　一夫

市部のゆうき整骨院 406-0031 笛吹市石和町市部１０９９－１井上ビル１０３ 055-263-7002 細川　祐輝

太陽接骨院 406-0045 笛吹市石和町井戸９８ 055-262-1520 松浦　健也

水口はり灸整骨院 406-0034 笛吹市石和町唐柏433-3 055-263-2588 水口　博則

日原整骨院 406-0024 笛吹市石和町川中島１１６８－１  055-263-7646 日原　克巳

まはろ柔道整復院 406-0036 笛吹市石和町窪中島１２９－１シティプラザ１F  055-267-9533 髙野　孝祐

加賀美接骨院 406-0033 笛吹市石和町小石和１４７－２    055-263-5833 加賀美　勉

ふえふき整骨院 406-0043 笛吹市石和町河内４１５－１ 055-242-9277 中村　辰也



さわき接骨院 406-0041 笛吹市石和町東高橋３７１ 055-234-5242 澤木　亮介

いさわ整骨院 406-0035 笛吹市石和町広瀬２３１ 055-267-5850 小磯　道宏

こうの整骨院 406-0035 笛吹市石和町広瀬１００６ 055-263-9381 河野　泰山

ACE鍼灸整骨院 406-0031 笛吹市石和町松本830-1 090-2233-9391 佐藤　裕司

いっき整骨院 406-0021 笛吹市石和町松本２２２－２８ 055-263-2282 標  一樹

接骨院・鍼灸院わたなべ 406-0032 笛吹市石和町四日市場１７５６－２ 055-298-6719 渡邊美朋子

酒井整骨院 405-0053 笛吹市一宮町中尾３７８－３ 0553-47-5657 酒井　征二

春日居鍼灸整骨院 406-0003 笛吹市春日居町桑戸６０６－７ 0553-26-4200 三ツ石和也

大竹接骨院 406-0015 笛吹市春日居町鎮目４４１－１ 0553-26-2308 大竹　駿

鍼灸院接骨院さくら 406-0803 笛吹市御坂町井之上１１１２－７ 055-269-9810 中村　幸雄

ゆうだい整骨院 406-0804 笛吹市御坂町夏目原１１７２ 055-263-7323 後藤　章

みさか整骨院 406-0801 笛吹市御坂町成田１４３２－３    055-263-4417 仲井　三国

ふくろう鍼灸整骨院 409-1502 北杜市大泉町谷戸２０００－１ 0551-45-6828 小澤　規雄

谷戸接骨院 409-1502 北杜市大泉町谷戸３５８８ 0551-38-4564 長沼みどり

春日接骨院 408-0044 北杜市小淵沢町７６８４－４    0551-36-2000 春日  治

進藤鍼灸整骨院 408-0044 北杜市小淵沢町８１３６－２ 0551-45-7313 進藤　丈二

植松接骨院 408-0002 北杜市高根町村山北割１０９８－３ 0551-47-4589 植松　誠二

横森接骨院 408-0018 北杜市高根町村山西割２４０５－１ 0551-45-7544 横森　真矢

長坂整骨院 408-0021 北杜市長坂町長坂上条２３１０    0551-32-5243 名取洋三郎

ゆうしん整骨院北杜 408-0021 北杜市長坂町長坂上条２３４６    0551-45-6857 上原　俊矢

白樺鍼灸整骨院 408-0035 北杜市長坂町夏秋字宮久保９５１－３ 0551-45-9078 古屋　茂晃

こばやし接骨院 408-0302 北杜市武川町牧原７３２－２      0551-26-3340 小林　有朋

志村整骨院 409-3812 中央市乙黒６７０－８    055-274-2721 志村　龍示

ｳｴｽﾄﾍﾟｲﾝ鍼灸整骨院 409-3821 中央市下河東４８３－５ 055-244-2621 渡邉　悟

らくだ接骨院 409-3821 中央市下河東３０５３－１ 055-274-1511 絹山　准一

宮澤整骨院 409-3822 中央市下三条６７８－１  055-273-6237 宮澤　正純

いわま接骨院 409-3843 中央市西花輪２７１４－１ 055-273-2900 岩間  章

矢野整骨院 409-3841 中央市布施１５５６－２  055-273-5878 矢野　博雄

あいわ鍼灸接骨院 山梨院 409-3841 中央市布施２－５ 055-273-2017 中山　拓

リバーサイド整骨院 409-3845 中央市山之神１５２９－８ 055-267-6668 深澤　雄哉

福島整骨院 409-3845 中央市山之神３６１５－３ 055-274-3388 福島　常雄

かえる堂鍼灸整骨院 404-0042 甲州市塩山上於曽８２１ 0553-32-1567 上與那原朝繁

ふじはら接骨院 404-0042 甲州市塩山上於曽１３７０ 0553-33-8016 藤原　茂樹

いいじま整骨院 404-0042 甲州市塩山上於曽１４３０－９ 0553-20-6622 飯島  崇

塩山整骨院 404-0042 甲州市塩山上於曽１８５５ 0553-33-2666 広瀬　功造

武井整骨院 404-0046 甲州市塩山上井尻７１２－２      0553-33-6776 武井　雅文

みやけ鍼灸整骨院 404-0043 甲州市塩山下於曽１３８２Ａ 0553-39-8283 三宅　紘平

いちかわ整骨院 404-0047 甲州市塩山三日市場字下堀１７２４－３ 0553-31-9077 市川 幸治

ふるや整骨院 409-1203 甲州市大和町初鹿野１７１５ 0553-48-2880 古屋　正隆

かつぬま整骨院 409-1316 甲州市勝沼町勝沼２９５２ 0553-39-9077 石原　翼

こばやし接骨院 405-0024 山梨市歌田１１ 0553-23-1123 小林　宏貴

接骨院デポルテ 405-0024 山梨市歌田２５－１ 0553-34-9150 奥村　利之



北野あたため整骨院 405-0024 山梨市歌田３３３－１ 0553-37-1109 北野　雅敏

帝京科学大学山梨接骨院 405-0018 山梨市上神内川１１５０－１ 0553-23-1241 加賀美　未来

新谷整骨院 405-0022 山梨市上栗原１４５－３          0553-22-9307 新谷　正人

福寿整骨院 405-0006 山梨市小原西１１２－２          0553-23-3378 小池　直弥

古屋整骨院 405-0006 山梨市小原西６０７              0553-23-0554 古屋  将

窪田整骨院 405-0006 山梨市小原西７７２              0553-22-0426 窪田　髙拡

ゆららか整骨院 405-0005 山梨市小原東１１１－１　イースト山梨１０２ 0553-88-9058 久保田　聡

山南接骨院 405-0011 山梨市三ヶ所９０６－５          0553-22-9256 窪川　教雄

若月整骨院 405-0011 山梨市三ヶ所１０２４            0553-22-6895 若月　幹夫

グッドラック接骨院 405-0015 山梨市下石森６０１－２ 0553-22-8949 佐久間賢司

すだ整骨院 405-0023 山梨市下栗原８９０－１ 0553-88-9213 須田　英士

牧丘整骨院 404-0013 山梨市牧丘町窪平２６９－１      0553-35-3784 大澤　正英

さかうえ柔整院 409-3852 中巨摩郡昭和町飯喰１５６０－３ 055-215-0045 阪上　友晶

じょうえい整骨鍼灸院 409-3863 中巨摩郡昭和町河東中島１６７０－１ 055-275-7003 依田　浩治

深澤はりきゅう整骨院 409-3866 中巨摩郡昭和町西条５４７－１ 055-275-6603 深澤　俊一

ダイケン整骨院 409-3866 中巨摩郡昭和町西条２４４７－１ 055-269-9201 有泉憲志郎

あい整骨院 409-3867 中巨摩郡昭和町清水新居1602ササモトビル1-B 055-233-1235 餐場　一郎



名　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 指名柔整師

２丁目整骨院 401-0013 大月市大月２-１３-１５ 0554-22-0418 吉村　昌人

山下接骨院 401-0016 大月市大月町真木１６３８－１２  0554-22-6368 山下　一雄

和田接骨院 409-0501 大月市富浜町宮谷字内原５６３－１ 0554-22-5624 和田　眞一

清水鍼灸接骨院　アイリー訪問マッサージ 401-0012 大月市御太刀１－２－１１        0554-22-0476 清水　一力

金刺整骨院 402-0034 都留市桂町１２５４－２６        0554-43-5770 金刺　裕昭

小林整骨院 402-0053 都留市上谷６－７－２３          0554-45-3416 小林  肇

豊島整骨院 402-0001 都留市田野倉２９５－５          0554-45-6789 豊島　正示

にしの整骨院 402-0054 都留市田原１－４－３  0554-45-6100 西野　正祥

くしま整骨院 402-0052 都留市中央２－７－７ 0554-45-7773 久島　正大

ニシムラ接骨院 402-0056 都留市つる１－１０－３          0554-43-2292 西村  清

武藤接骨院 402-0056 都留市つる１－１７－２４        0554-45-1880 武藤　利之

にこにこ鍼灸整骨院 402-0056 都留市つる５－３－５ コーポ１００１ 0554-56-9067 酒井　雄大

大房整骨院 402-0025 都留市法能５－２ 0554-45-1171 大房　一宏

ゆいまーる接骨院 402-0025 都留市法能８１１ 0554-43-1543 鈴木　雅博

仁接骨院 403-0012 富士吉田市旭１－４－８ 0555-22-8586 渡辺  仁

やわら整骨院 403-0001 富士吉田市上暮地５－２－１５ 0555-72-9674 志村  隼

ぽかぽか整骨院 403-0005 富士吉田市上吉田１－１０－１２深澤ビル１Ｆ 0555-73-8385 廣瀬　雅彦

林整骨院 403-0005 富士吉田市新屋一丁目２番５号  0555-23-1751 林  行男

城接骨院 403-0005 富士吉田市下吉田六丁目２５－５０ 0555-22-5585 佐藤 城光

佐野整骨院 403-0004 富士吉田市下吉田１－１－２１ 0555-22-0955 佐野　一正

ワンヤ接骨院 403-0004 富士吉田市下吉田１－１３－３１ 0555-22-6222 渡辺　易彦

アルエ整骨院 403-0004 富士吉田市下吉田２－２７－１５ 0555-75-2041 白壁　卓也

努接骨院 403-0004 富士吉田市下吉田１－２０－５ 0555-24-7779 渡邊  努

ふじやま鍼灸整骨院 403-0004 富士吉田市下吉田２－２６－４４ 070-8302-3453 柏木　康太

渡辺整骨院 403-0004 富士吉田市下吉田５－２４－１４  0555-24-3705 渡辺　秀樹

良接骨院 403-0004 富士吉田市下吉田５－３２－１３ 0555-22-9898 渡辺  良

まるや接骨院 403-0004 富士吉田市下吉田７－６－１６ 0555-24-6793 渡邉  将

そよかぜ接骨院 403-0008 富士吉田市下吉田東３－２－７
 0555-22-7637 渡邊　千秋

さくら整骨院 403-0017 富士吉田市新西原２－２８－２４ 0555-24-6533 渡邊　四郎

いまむら接骨院 403-0017 富士吉田市新西原３－８－１８    0555-23-4100 今村　陽平

大門接骨院 403-0019 富士吉田市新町１－７－７ 0555-30-5252 渡辺　将貴

舩山整骨院 403-0014 富士吉田市竜ヶ丘３－４－１５ 0555-22-4084 舩山　勝久

ときわ台接骨院 403-0015 富士吉田市ときわ台２-７-１１ 0555-28-5775 有薗 泰樹

おやまだ接骨院 403-0009 富士吉田市富士見４－７－４１ 0555-22-1901 小山田俊介

寿接骨院 403-0009 富士吉田市富士見７－３－１５ 0555-24-3751 宮下　都興

西村整骨院 403-0016 富士吉田市松山４－３－２        0555-22-3670 西村　政重

前田はり・きゅう整骨院 409-0112 上野原市上野原５２１－２グリーンレジデンス１０１号室 0554-56-9031 前田　大志

ひかり接骨院 409-0112 上野原市上野原６９３－２ 0554-63-4655 上條　充洋

本町整骨院 409-0112 上野原市上野原２０８５－１フレンドリーシティ大和屋２０１ 0554-62-2525 河辺　宏一

梅鉢接骨院 409-0123 上野原市大野１８０４－１ 0554-66-5050 櫻井　史標

都留労働基準監督署管内(TEL 0554-43-2195)



山の上接骨院 409-0126 上野原市コモアしおつ３－２１－１４ 0554-66-2288 三橋  渉

川内整骨院 409-0121 上野原市四方津２２３６          0554-66-3053 川内　正志

なるさわ接骨院 401-0320 南都留郡鳴沢村１８７６ 0555-85-3700 渡辺　直也

天野整骨院 ＹＯＵ 401-0512 南都留郡忍野村内野１９９ 0555-84-3011 天野 裕介

充接骨院 403-0511 南都留郡忍野村忍草１０００－３０ 0555-73-8804 渡邉　充也

朗接骨院 401-0511 南都留郡忍野村忍草１３３４－１ 0555-84-1270 瀧口　りか

TK整骨院 401-0305 南都留郡富士河口湖町大石１５４８ 070-8579-7421 鎌倉　卓也

ひまわり接骨院 401-0310 南都留郡富士河口湖町勝山１２６２－１ 0555-73-1850 浅川　誉潮

かつやま接骨院 401-0310 南都留郡富士河口湖町勝山４５８４－２ 0555-73-3715 小林　徳幸

中今接骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町河口３０４ 070-5589-2351 鈴木　秀迪

河口湖整骨院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立１７５９－３ 0555-72-4470 小池　勇人

小池接骨院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立７１９０ 0555-72-0061 小池　宗一

わたなべ鍼灸接骨院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立４００８－１１ 080-4376-0920 渡邊　眞

大室接骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津５９５－１２ 0555-73-1975 大室　正美

恵接骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津３１３３－１０ 0555-73-2110 渡邊　恵介

井出整骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津３６３６－１ 0555-27-1029 井出　正治

梨の木接骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津４９４２ 0555-73-9520 堀内　浩

ＲＥＣＡＲＥスポーツ鍼灸整骨院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津７５２１－１ 0555-75-1721 渡邉　將弘

山中湖整骨院楽人 401-0501 南都留郡山中湖村山中８６５－３６５ 0555-62-8989 高村　貴則

名　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 指名柔整師

市川整骨院 409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門５０１－３ 055-272-3430 小林　徳雄

はたの整骨院 409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門１９８０－２ 055-269-7181 幡野　直也

仁掌堂接骨院 409-3244 西八代郡市川三郷町岩間４６１６－１ 0556-32-3955 小山　真史

さんぐん橋接骨院 409-3606 西八代郡市川三郷町高田１８２－２ 055-272-1518 小山　翔平

初鹿整骨院 400-0504 南巨摩郡富士川町小林９９ 0556-22-1770 初鹿　勝美

笹本接骨院 400-0505 南巨摩郡富士川町長澤３６４－１ 0556-22-7770 笹本　陽介

小笠原整骨院 409-2531 南巨摩郡身延町梅平亥新田２４８３－１７３ 0556-62-6606 小笠原貴史

下部温泉整骨院 409-2942 南巨摩郡身延町下部９７２        0556-36-1887 渡邊　義之

にしじま整骨院 409-3301 南巨摩郡身延町西嶋２０９０－１３ 0556-42-4013 佐野　直人

峡南接骨院 409-2305 南巨摩郡南部町内船８１８１－１ 0556-64-4187 佐藤　睦美

南部整骨院 409-2212 南巨摩郡南部町南部９５０４－２ 0556-64-8665 望月　康太

　甲府市丸の内1-1-11
　甲府市下飯田2-5-51
　都留市四日市場23-2
　南巨摩郡富士川町鰍沢655-50

【お問い合わせ先】

甲 府 労 働 基 準 監 督 署
都 留 労 働 基 準 監 督 署

鰍沢労働基準監督署管内(TEL 0556-22-3181)

鰍 沢 労 働 基 準 監 督 署

℡055-225-2856
℡055-224-5619
℡0554-43-2195
℡0556-22-3181

山梨労働局労働基準部労災補償課


