
桑名地区

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-21-4923 TEL FAX 0594-31-6829 TEL FAX 0594-32-1881

住所 〒511-
0047 住所 〒511-

0912 住所 〒511-
0931

入会 生年 昭和14年7月29日 入会 生年 昭和36年3月17日 入会 生年 昭和36年9月9日

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-23-5816 TEL FAX 0594-31-1033 TEL FAX 0594-88-0578

住所 〒511-
0069 住所 〒511-

0903 住所 〒511-
0276

入会 生年 昭和8年12月21日 入会 生年 昭和20年10月4日 入会 生年 昭和32年5月19日

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-48-2080 TEL FAX 0594-42-3970 TEL FAX 0594-78-2658

住所 〒511-
0102 住所 〒511-

1143 住所 〒511-
0273

入会 生年 昭和19年1月2日 入会 生年 昭和25年5月8日 入会 生年 昭和37年5月8日

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-21-7921 TEL FAX 0594-76-0181 TEL FAX 0594-76-0461

住所 〒511-
0083 住所 〒511-

0242 住所 〒511-
0231

入会 生年 昭和9年3月29日 入会 生年 昭和34年12月22日 入会 生年 昭和28年3月25日

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-31-0507 TEL FAX 0594-21-6711 TEL FAX 0567-68-5287

住所 〒511-
0911 住所 〒511-

0042 住所 〒498-
0805

入会 生年 昭和21年7月20日 入会 生年 昭和36年3月18日 入会 生年 昭和40年10月17日

院名 院名 院名
TEL FAX 0594-42-3975 TEL FAX 0594-74-4789 TEL FAX 0594-82-5700

住所 〒511-
1143 住所 〒511-

0202 住所 〒511-
0834

入会 生年 昭和28年9月28日 入会 生年 昭和30年8月29日 入会 生年 昭和37年2月8日

氏名
　会員No くりた　まさのり

127 栗田　正典
クリタ整骨院

0594-24-7688

三重県桑名市大福214

平成5年10月1日

氏名
　会員No うさみ　しんいち

124 宇佐美　伸一
宇佐美接骨院

0567-68-5285

三重県桑名郡木曽岬町小林67-1

平成3年10月4日

氏名
　会員No うめだ　のぶまさ

123 梅田　信政
うめだ接骨院

0594-76-0461

三重県員弁郡東員町笹尾西3-6-13

平成3年4月12日

氏名
　会員No ほそかわ　せいじ

122 細川　清治
だいあん接骨院

0594-78-2658

三重県いなべ市大安町平塚1694-9

平成2年3月15日

氏名
　会員No みずたに　すみお

121 水谷　澄夫
水谷接骨院

0594-78-0770

三重県いなべ市大安町石榑下113-4

平成1年12月16日

氏名
　会員No ぬま　みつたか

119 沼　光高
ぬま整骨院

0594-32-1881

三重県桑名市能部南563-3

昭和62年10月25日

氏名
　会員No ふるいち　ひろき

118 古市　博己
古市員弁整骨院

0594-74-4789

三重県いなべ市員弁町楚原622-2

昭和61年8月22日

氏名
　会員No しばた　よしゆき

117 柴田　佳幸
柴田鍼灸整骨院

0594-21-5335

三重県桑名市柳原181

昭和61年2月23日

氏名
　会員No なかむら　あきひこ

116 中村　明彦
中村接骨院

0594-76-0181

三重県員弁郡東員町六把野新田20-1

昭和59年4月12日

氏名
　会員No もろと　さとし

115 諸戸　悟
長島接骨院

0594-42-0741

三重県桑名市長島町西外面1951-2

昭和59年4月1日

氏名
　会員No おおの　かつしろう

114 大野　勝四郎
おおの整骨院

0594-31-1033

三重県桑名市大山田3-11-2

昭和58年4月1日

氏名
　会員No いとう　としお

101 伊藤　紀夫
いとう　まさお

113 伊藤　昌夫
大山田いとう接骨院

0594-31-6829

伊藤接骨院
0594-22-2954

氏名
　会員No

三重県桑名市星見ヶ丘7-303

昭和57年4月4日

三重県桑名市鍛冶町28

昭和35年5月1日

氏名
　会員No いとう　ゆきひこ

103 伊藤　征彦
伊藤整骨院

0594-48-2003

氏名
　会員No かとう　まさかず

102 加藤　正一
加藤整骨院

0594-22-4839

　会員No みやざわ　ともみつ

110 宮澤　智充
接骨院尚武館

0594-42-2945

松久整骨本院
0594-22-1707

三重県桑名市新矢田2-21

昭和39年5月1日

氏名

三重県桑名市職人町38

昭和42年4月1日

　会員No いとう　まさかず

三重県桑名市多度町香取44

昭和39年5月21日

氏名
　会員No まつひさ　まさみ

104 松久　正美

氏名
108 伊藤　雅和

額田整骨院
0594-31-0507

三重県桑名市長島町西外面1648-1

昭和55年5月1日

三重県桑名市額田107-1

昭和54年1月13日



桑名地区

院名 院名
TEL FAX 0594-21-4923 TEL FAX 0594-86-0080

住所 〒511-
0047 住所 〒511-

0241

入会 生年 昭和45年4月27日 入会 生年 昭和51年10月31日

院名 院名
TEL FAX 0594-23-5816 TEL FAX 0594-25-1239

住所 〒511-
0069 住所 〒511-

0813

入会 生年 昭和47年6月23日 入会 生年 昭和39年4月6日

院名 院名
TEL FAX 0594-48-2080 TEL FAX 0594-21-7921

住所 〒511-
0102 住所 〒511-

0083

入会 生年 昭和48年3月6日 入会 生年 昭和44年12月25日

院名 院名
TEL FAX 0594-72-7855 TEL FAX 0594-72-4156

住所 〒511-
0428 住所 〒511-

0428

入会 生年 昭和43年6月26日 入会 生年 昭和60年5月31日

院名 院名
TEL FAX 0594-32-7015 TEL FAX 0594-23-6627

住所 〒511-
0933 住所 〒511-

0005

入会 生年 昭和22年10月11日 入会 生年 昭和40年11月24日

院名
TEL FAX 0594-87-5587

住所 〒511-
0806

入会 生年 昭和51年3月30日

氏名
　会員No はしもと　さとる

140 橋本　覚
さくら鍼灸接骨院

0594-23-6627

三重県桑名市桑名太一丸687-1バロー桑名東店内１Ｆ

平成29年1月18日

氏名
　会員No まつむら　ようすけ

139 松村　洋佑
まつむら整骨院

0594-72-4156

三重県いなべ市北勢町阿下喜2851-1

平成28年1月19日

氏名
　会員No まつひさ　こおし

137 松久　幸司
松久整骨本院

0594-22-1707

三重県桑名市職人町３８

平成22年3月1日

氏名
　会員No いけだ　なおひろ

136 池田　尚弘
ひかり接骨院

0594-25-1239

三重県桑名市桜通27桑陽台マンション1-Ｄ

平成20年6月26日

氏名
　会員No かたおか　だいすけ

135 片岡　大輔
かたおか接骨院

0594-86-0088

三重県員弁郡東員町大字鳥取537-3

平成20年4月1日

氏名
　会員No やました　ふじお

134 山下　藤夫
ヤマシタ接骨院

0594-87-5587

三重県桑名市東汰上588-1

平成14年6月19日

氏名
　会員No たかはし　ゆうすけ

133 高橋　攸輔
接骨院　樂々

0594-32-7015

三重県桑名市西正和台4-7-4

平成3年10月28日

氏名
　会員No みやた　よしひろ

132 宮田　義弘
みやた接骨院

0594-72-7855

三重県いなべ市北勢町阿下喜1878

平成10年11月20日

氏名
　会員No いとう　たかひこ

131 伊藤　孝彦
伊藤整骨院

0594-48-2003

三重県桑名市多度町香取44

平成7年7月16日

氏名
　会員No かとう　よしひろ

130 加藤　力裕
加藤整骨院

0594-22-4839

三重県桑名市新矢田2-21

平成6年4月25日

氏名
　会員No いとう　まさかず

129 伊藤　仁一
伊藤接骨院

0594-22-2954

三重県桑名市鍛冶町28

平成6年4月25日


