店舗名

住所

電話番号

東北エリア
やわらぎ整⾻院
C・Ｇ・Ｉ櫻接⾻院
にいや整⾻院
ファイテン特約店弘前
リペアサロン ＴＯＮＹ
（有）⼩島スポーツ
東洋経絡整体院
吉原接⾻院
にしやま整⾻院
あいびす整⾻院はり・きゅう院
よしだ接⾻院
相楽接⾻院
くるみ鍼灸治療院
やまうら整⾻院
相澤整⾻院
美⽥園整⾻院
きりん整⾻院
仙台みなみ整⾻院
㈱エス・メディック
カイロとエステの健康・美
⼭形中央接⾻院鍼灸院
武⼝整体施術院
藤⽥接⾻院

岩⼿県盛岡市松園３－１８－２０ＢＥＬＦまつぞの２Ｆ
岩⼿県奥州市⽔沢区桜屋敷４１２－１
岩⼿県久慈市⽥屋町１－３１－４
⻘森県弘前市⼤字末広3丁⽬1-1
⻘森県南津軽郡藤崎町⻄豊⽥１－６－１９
新潟県上越市仲町２－５－２６
新潟県柏崎市四⾕１－１０－３０クランビル１Ｆ
新潟県⼩千⾕市⽚⾙町６４０４
新潟県新潟市東区東明３－１３－３
新潟県新潟市東区はなみずき２丁⽬１－３
福島県⽩河市新⾼⼭４６－１
福島県郡⼭市安積町荒井⻄原⼭４－１ ワールドビル１０３
宮城県仙台市⻘葉区通町２－２－１７
宮城県仙台市⻘葉区国⾒１丁⽬１９－６－２０３
宮城県仙台市⻘葉区荒巻神明町１６－４３ハイライフ北仙台１０５号
宮城県名取市美⽥園５丁⽬４－１アルモニーパル １０２
宮城県仙台市泉区⼋⼄⼥中央５丁⽬１７－１－１０４
宮城県仙台市太⽩区⻑町６－６－６ 桂参番館１Ｆ
宮城県⽯巻市流留浜⽥中樋４－１
宮城県仙台市⻘葉区錦ケ丘８－２－５
⼭形県⼭形市荒楯町２－８－３２
⼭形県天童市乱川１３３１－１
⼭形県⻄村⼭郡河北町⾕地⼰２１－２

019-601-6144
019-722-8828
019-475-4795
0172-88-6922
0172-75-6737
025-523-3525
025-722-8530
025-884-3603
025-286-8878
025-383-8588
024-821-6793
024-947-8575
022-765-2884
022-341-8808
022-273-8886
022-382-9085
022-343-6566
022-399-9775
0225-98-9990
022-391-6408
023-615-6264
0236-53-4211
023-772-3311

関東エリア
ｺﾝﾋﾞﾆﾌｨｯﾄﾈｽ⿅浜店
クニ整⾻院
松岡接⾻院
哲学堂鍼灸院
やまとシエル
株式会社 サンロータス Ｙ・Ｙ倶楽部
ファイテン元気ＵＰプラザライズモール座間
インテリアいしかわ
桑原鍼灸接⾻院 スポーツマッサージ療院
ファイテン＠元気ＵＰプラザＰＡＰＡ上尾店

東京都⾜⽴区⿅浜８－２８－１
東京都世⽥⾕区世⽥⾕３－１６－１６－１Ｆ
東京都世⽥⾕区中町４－１４－１７
東京都中野区松が丘２－３－５ペリエ中野１０２
東京都杉並区⾼円寺北２－４１－１８－１Ｆ
神奈川県横浜市⾦沢区寺前１－５－２８
神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－１ライズモール座間２Ｆ
神奈川県伊勢原市桜台２－２０－１９
千葉県千葉市中央区新宿１－５－１３－１０１
埼⽟県上尾市緑丘３－３－１１－２ ＰＡＰＡプリンセス棟１Ｆ

03-6803-1078
03-3420-9218
03-3701-6966
03-5942-9081
03-5364-9944
045-781-9885
046-204-5515
046-393-1771
043-244-8939
048-782-8832

北陸・東海エリア
プライベートエステ セレーナ
松浦鍼灸院
坐忘庵
くぼた整⾻院
（株）サワキュウスポーツ
江藤整体
市川鍼灸整⾻院
⼤畑治療院
おがさ接⾻院
めぐろ接⾻院
くれど接⾻院
Ｒ．ｓｍｉｌｅ（株）
和奏 治療院
健掌館むかいやま接⾻院
もり鍼灸接⾻院
塩⽥接⾻院
まゆ整⾻院
B-Flexおりべ接⾻院
スポーツクリニック ＴｈｅＳＵＮʼＳ
うきた整⾻院。
シェ・モア
みくに接⾻院

⻑野県上⽥市中央北２－１－８
⻑野県飯⽥市⼤瀬⽊４２１７－２
⻑野県塩尻市⼤⾨⼆番町２－７
⼭梨県甲府市上今井町１２５０
静岡県裾野市佐野７８４－１
静岡県御殿場市東⽥中６４３－８
静岡県静岡市葵区安東３丁⽬１８－３０
静岡県静岡市駿河区広野１－１７－１
静岡県菊川市下平川１３２２－１
静岡県⽥⽅郡函南町塚本２３１－２４
愛知県岡崎市⻄⼤友町杭⽳７９－１
愛知県⻄尾市伊藤５－２－１
愛知県名古屋市瑞穂区⽥辺通３－４１－２
愛知県豊橋市向⼭台町７－１２
岐⾩県不破郡垂井町平尾７６６－１
岐⾩県多治⾒市松坂町１－８７
岐⾩県中津川市瀬⼾８１８－６
岐⾩県⼟岐市泉寺下町２－１４
三重県四⽇市市三ツ⾕東町１０－２０
⽯川県⼩松市松任町１６－２
⽯川県河北郡津幡町能瀬ニ４２－４
⽯川県かほく市⾼松サ３２－２９

ファイテン甲賀特約店
ふく整⾻院
緑橋鍼灸整⾻院
ささき整体院 ⼤阪店
⼤北⼭接⾻院･鍼灸院
ほねつぎ賢⼼
井上鍼灸接⾻院
⼩林接⾻院
㈱ ライフテック
ファイテン京丹後特約店
関⾕接⾻院
奈良接⾻院
エコトップ株式会社 紀南エコセンター
ファイテン洲本特約店
（有）ヒラタ
ファイテン加古川特約店

滋賀県甲賀市甲賀町⼩佐治２９７６－４
⼤阪府⼤阪市北区紅梅町４－１５
⼤阪府⼤阪市東成区中本３－１６－１１
⼤阪府⼤阪市中央区船場中央２－１－４－Ｂ１２３
京都府京都市北区⼤北⼭原⾕乾町１３１－１
京都府京都市中京区⻄ノ京東中合町５６
京都府京都市右京区梅津堤下町８－１
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ⽊町３４
京都府舞鶴市福来９０２
京都府京丹後市峰⼭町御旅３番地
奈良県橿原市⾒瀬町４－４
奈良県葛城市忍海４００番地１
和歌⼭県⽥辺市上万呂１４６－６
兵庫県洲本市栄町２－３－５
兵庫県朝来市⼭東町滝⽥１６０－１
兵庫県加古川市加古川町溝之⼝３５３－８

026-525-2468
026-352-7977
055-234-5455
0559920462
09026896550
0542453380
0542609378
0537289140
0559792992
0564341235
0563565656
0528327115
0532553507
0584232297
0572272010
0573669242
0572544825
0593405558
0761580241
090-3766-4363
0762813275

関⻄エリア
0665850297
0669718282
0662278444
0754653941
0758223808
0758611122
0758828587
0773-78-2345
0772-62-0355
0744473213
0745631260
0739-26-5585
079-924-5393
079-676-2023
079-421-0008

中国・四国エリア
ファイテン浜⽥特約店
憩
Re-body
創⽣接⾻院
伊関鍼灸整⾻センター
株式会社ITCサポート
あじり整⾻院
ぱれっと接⾻院
⼩⽥接⾻院

島根県浜⽥市⿊川町４１８９ 塚⽥駅前ビル１Ｆ
岡⼭県⼩⽥郡⽮掛町⽮掛1919-2
広島県三原市城町2-3-7⽯⽥ビル1Ｆ
広島県広島市安佐南区沼⽥町伴6889-1
広島県広島市佐伯区楽々園2-2-2
広島県広島市東区⼾坂⼭崎町1-6
⼭⼝県⼤島郡周防⼤島町久賀7063-1
⼭⼝県宇部市下条2丁⽬2-5
⾹川県東かがわ市三本松1268-13

瑞雲整体整⾻院
おんがの町の整⾻院
かたかす整⾻院
にしごり整⾻院
オレンジ整⾻院
やまぐち整⾻院
あいのわ２ndデイサービス
たなごころ鍼灸接⾻院
⻄村整⾻院
体育堂 春⽇本店
くわはらマッサージ治療院
ラクアル
鍼灸マッサージよろず治療院
整体みやもとHappyStage
ﾎﾞﾃﾞｨｹｱｻﾛﾝRadiantstory
やまだ整⾻院
ひだか接⾻院
野⽥整⾻院
アクロスみやざき
さくら治療院
ミシンショップ⽇向
都農薬師整⾻院
鍼灸院 acupital.
キューテック整⾻院
牧⽥整⾻院
強はり灸整⾻院
ファイテン元気アッププラザ霧島隼⼈店
ファイテン特約店 志布志

福岡県北九州市⼩倉南区上吉⽥6-18-6
福岡県遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 ゆめタウン2F
福岡県福岡市博多区堅粕３－９－９
佐賀県佐賀市昭栄町３－１６
佐賀県三養基郡基⼭町⼤字宮浦４８７－７
佐賀県武雄市下⻄⼭５９８０－３
⻑崎県諫早市福⽥町３８－５１
佐賀県杵島群⼤町町⼤字福⺟２３８６－１２
⻑崎県島原市栄町８６４４－１
熊本県熊本市⻄区春⽇１－３－２
熊本県熊本市⻄区春⽇５－２－１０
熊本県熊本市中央区下通１－８－１５
熊本県熊本市中央区国府１－１４－１９－１０２
熊本県⼋代市通町６－２３－１０１
熊本県⽟名郡⽟東町⽊葉５７６－５９
⼤分県⼤分市⼤在北3-1-51 ノースヴィレッジ1号室
⼤分県⼤分市中⼾次4575-1
宮崎県宮崎市旭2-2-15
宮崎県宮崎市⾚江33 宮崎空港ゴルフセンター1F
宮崎県延岡市恒富町4-2-13 101
宮崎県⽇向市本町16-14
宮崎県児湯郡都農町⼤字川北4947-3
⿅児島県⿅児島市中央町1-11 三州ビル2F
⿅児島県⿅屋市吾平町下名412
⿅児島県川辺郡川辺町⽥部⽥3015
⿅児島県いちき串⽊野市⼤⾥3949-1
⿅児島県霧島市隼⼈町⾒次35
⿅児島県志布志市志布志町志布志2-18-8

0855237350
0866-82-2849
0848-38-2920
082-848-5961
082-923-7230
082-229-5041
0820-72-0020
0836-35-8010
0879-24-1802

九州・沖縄エリア
093-383-8839
093-291-3727
092-409-5243
0952-27-6090
0942-85-8857
0954-23-1010
0957-47-6869
0952-82-2126
0957-65-0305
096-322-1700
096-354-3223
096-295-3701

097-507-8012
097-574-6090
0985-28-3368
0985-41-6636
0982-31-3075
0982-52-3071
0983-25-1117
099-807-2929
099-356-4787
099-629-3568
0995-44-6228
099-472-0324

