
市 町 村 名 区分 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

川 越 市 医科 愛和病院 (子育てのみ) 川越市古谷上983-1 049-235-8811
あ行 愛和レディスクリニック 川越市新富町2-22  八十二銀行川越ビル2階 049-222-8801

浅田内科医院 川越市稲荷町12-8 049-242-7693
浅野内科クリニック 川越市氷川町135-1 049-225-5261
あさひクリニック 川越市鯨井新田6-1 第3今泉ビル3階 049-231-3311
旭町耳鼻咽喉科診療所 川越市旭町2-7-14 049-243-8415
池袋病院 川越市笠幡3724-6 049-231-1552
池袋クリニック 川越市笠幡3730-1　 042-239-1258
伊佐沼クリニック 川越市古谷上27-1 049-235-0100
石井クリニック 川越市今福467-3 049-244-6205
いしがみ整形外科クリニック 川越市豊田町3-11-2 049-265-5639
石丸医院 川越市的場北1-12-12 049-231-1310
いせはらクリニック 川越市伊勢原町2-21-2 049-239-5600
犬竹医院 川越市大手町4-3 049-222-4141
井上医院 川越市元町2-8-8 049-222-0326
井上外科医院 川越市砂新田74-8 049-245-6781
猪熊外科胃腸科医院 川越市新宿町5-4-12 049-242-6780
おおさき内科クリニック 川越市砂新田2-19-8　リバプールN.1階 049-242-8811
大橋医院 川越市旭町3-7-5 049-245-1595
大日向医院 川越市藤間6 049-242-1874
おおひら耳鼻咽喉科 川越市並木246-1 ﾘｳﾞｫｰﾚ中田1階 049-236-0323
おがわ内科クリニック 川越市霞ヶ関東1-10-27 049-237-1500
小川医院 川越市脇田本町6-18 049-246-3131
おぜきこどもクリニック 川越市砂新田2-8-6 049-242-8888
落合産婦人科医院 川越市清水町2-24 049-244-6655
帯津三敬病院 川越市大字大中居545 049-235-1981

か行 笠幡病院 川越市笠幡4955-1 049-232-1231
かすみクリニック 川越市的場2836-33 049-232-4560
霞ケ関眼科クリニック 川越市霞ヶ関東2-11-13 049-232-2119
霞ヶ関腎クリニック 川越市的場2218-4ベルアート1階 049-239-0800
霞ケ関整形外科 川越市的場2218-4-201 049-234-3981
霞ケ関南病院 川越市安比奈新田283-1 049-232-1313
霞ヶ関中央クリニック 川越市安比奈新田259-2 049-231-5121
片岡耳鼻咽喉科気管食道科医院 川越市的場北1-3-9 049-231-3941
加藤耳鼻咽喉科医院 川越市笠幡3025-11 049-234-6177
金森医院 川越市砂新田2-6-10 049-242-3439
川越胃腸病院 川越市仙波町2-9-2 049-225-6888
川越インタークリニック 川越市豊田町3-11-3 049-257-6901
川越駅前クリニック 川越市脇田本町16-23　 永和川越駅前ビル 049-241-0003
川越駅前胃腸・肛門クリニック 川越市脇田町103　川越マイン・メディカルセンター川越2階 049-227-8687
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かわごえ駅前整形外科 川越市脇田町103　川越マイン・メディカルセンター川越2階 049-229-3356
川越くりはら耳鼻咽喉科 川越市新富町2-30-2 049-227-8733
川越市立診療所 川越市小仙波町2-45-5 049-224-2648
川越整形外科内科医院 川越市三光町2-4 049-229-0121
川越耳科学研究所クリニック 川越市脇田町103川越マイン・メディカルセンター川越２F 049-226-3387
川越同仁会病院 川越市新宿町4-7-5 049-242-0967
川越西口診療所 川越市脇田本町11-23 049-244-0677
川越大東医院 川越市南大塚2-10-2 049-243-3345
川越リハビリテーション病院 川越市中台元町1-9-12 049-245-3555
川越江原耳鼻咽喉科 川越市天沼新田276-1 049-233-7743
川越耳鼻咽喉科医院 川越市脇田本町6-6　  石川ビル2階 049-243-8600
川越南腎クリニック 川越市新宿町3-8-7 049-249-1010
川越耳科学研究所クリニック 川越市脇田町103番 049-226-3387
川越予防医療センタークリニック 川越市新宿町1-17-1　ウニクス川越3階 049-248-1515
川鶴クリニック 川越市下広谷1113 049-233-9133
川鶴プラザクリニック 川越市川鶴2-11-1 049-298-5188
河野医院 川越市寺尾88 049-243-9464
岸眼科医院 川越市石原町1-10-3 049-223-1900
岸野胃腸科クリニック 川越市新宿町1-12-19 049-247-3900
岸病院 川越市上戸101 049-231-1564
北川越クリニック 川越市下広谷527-1 049-234-1161
喜多町整形外科クリニック 川越市喜多町1-22 049-229-3177
きっかわ内科クリニック 川越市大手町13-5 049-222-0510
くが内科 川越市新宿町6-25-40 049-242-0188
熊谷クリニック 川越市旭町2-8-3 049-241-6677
くりばやし眼科 川越市旭町1-1-23 049-256-7601
グリーンパーククリニック 川越市古谷上6083-8 049-235-6678
黒川医院 川越市菅原町20-21 049-222-1482
黒森小児科クリニック 川越市的場北1-6-30 049-231-0751
こうづま眼科クリニック 川越市岸町3-13-3 049-248-1121

康正会病院 川越市山田320-1 049-223-5711

康正会総合クリニック 川越市大字山田375-1 049-224-2711
小島医院 川越市大袋新田809 049-243-3909
こばやしこどもクリニック 川越市脇田本町20-5 049-249-7633

さ行 さい眼科医院 川越市天沼新田340-6 049-239-6525
埼玉病院 川越市西小仙波町1-8-3 049-224-5911
坂本クリニック 川越市的場北1-17-26 049-233-0031
佐久間整形外科医院 川越市新宿町3-6-14 049-243-2666
佐々木医院 川越市連雀町31-3 049-222-0629
さとうクリニック 川越市中原町2-16  第2武州ビル2F 049-225-8088
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品田クリニック 川越市砂新田4-19-1 049-246-2255
柴野医院 川越市大手町2-1 049-222-0814
渋谷整形外科 川越市天沼新田117-3 049-232-6377
島田整形外科医院 川越市中原町2-1-6 049-222-3576
城南中央病院 川越市中台1-16-11 049-245-3551
新河岸腎クリニック 川越市下新河岸39-1 049-249-6550
しんがし耳鼻咽喉科クリニック 川越市砂新田2-11-24 049-241-1699
新河岸診療所 川越市砂915-11 049-246-5242
杉本内科クリニック 川越市南台2-13-7　　 049-245-1121
鈴木内科医院 川越市的場2218-18 049-237-1100
鈴木脳神経外科 川越市笠幡2082 049-233-7701
巣山整形外科 川越市下広谷397-3 049-234-7881
西武川越病院 川越市今福265-2 049-244-7511
西部診療所 川越市天沼新田307-1 049-233-1114
誠和クリニック 川越市天沼新田205-5 049-239-6111
赤心クリニック 川越市脇田本町25-18　脇田本町ビル4F 049-242-8601
赤心堂病院 川越市脇田本町25-19 049-242-1181

関本記念病院 川越市今福1673 049-241-0300
せきや眼科 川越市脇田町5-2　 049-224-5210
せと内科医院 川越市岸町3-5-33 049-242-3240
仙波こどもクリニック 川越市仙波町3-19-25 049-228-3028

た行 たかだクリニック 川越市鯨井新田22-9 049-239-5550
高橋耳鼻咽喉科医院 川越市月吉町38-2 049-225-4374
高浜産婦人科医院 川越市藤間72-1 049-242-4636
田中医院 川越市宮下町1-2-12 049-222-0002
田口医院 川越市元町2-4-7 049-222-1972
田口レディスクリニック 川越市喜多町1-1  牛村ビル1Ｆ 049-222-3600
竹田クリニック 川越市下新河岸39-1 049-246-0300
田中医院 川越市宮下町1-2-12 049-222-0002
たむら眼科 川越市連雀町26-2 049-225-2295
トワーム小江戸病院 川越市下老袋４９０－９ 049-222-8111
ちあきメディカルクリニック 川越市南通町2-3　2F 049-225-0199
鶴ケ島駅前クリニック 川越市鯨井新田6-1  第3今泉ビル2Ｆ 049-234-1411
鶴ケ島内科クリニック 川越市吉田新町3-8-8　初雁ビル１Ｆ 049-236-3188
鶴ヶ島眼科クリニック 川越市鯨井新田6-1  第3今泉ビル2F 049-234-2015
得丸医院 川越市脇田町7-11 049-222-1755

な行 永倉外科胃腸科 川越市小仙波町2-21-2 049-225-4525
永倉耳鼻咽喉科 川越市新宿町1-4-17 049-244-2755
中嶋内科泌尿器科医院 川越市東田町22-10 049-242-2249
永田整形外科 川越市通町20-4 049-225-8100
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長澤クリニック 川越市通町5-5 049-229-3280
中内皮膚科 川越市諏訪町21-28 049-242-0540
仲皮フ科クリニック 川越市脇田本町13-10 049-246-0039
中村眼科 川越市通町22-2 049-227-7277
中村外科 川越市藤間937-3 049-245-3211
西川病院 川越市砂久保161-23 049-246-0011
西内科クリニック 川越市稲荷町18-6　 049-246-7556
野田医院 川越市並木新町4-7 049-235-5343
野澤クリニック 川越市小ヶ谷816-1 049-227-6969
野村眼科医院 川越市脇田町105  アトレ1階 049-222-7321

は行 萩原オプティカル萩原眼科医院 川越市砂新田57 049-246-6733
ハッピーバースクリニック 川越市的場2-7-7 049-233-8821
ハヤカワクリニック 川越市東田町23-2 049-247-5733
林医院 川越市小堤494-1 049-234-0396
林原皮膚科医院 川越市鯨井新田6-1  049-234-6321
原整形外科 川越市的場北2-13-13 049-231-6161
広沢医院 川越市新富町1-6-3 049-222-0962
廣瀬病院 川越市中原町1-12-1 049-222-0533
広田医院 川越市仙波町1-4-11 049-222-2812
廣原整形外科クリニック 川越市寿町1-2255-1  豊栄ビル1階 049-249-2331
深田クリニック 川越市野田町2-1-7 049-243-3543
藤野整形外科 川越市下新河岸39-1 049-291-2870
平成クリニック 川越市松江町1-20-5 049-224-2330
朋壮会南古谷クリニック 川越市並木606-1 049-293-3981
本川越メンタルクリニック 川越市新富町2-25-8  飯田ビル2階 049-223-3690

ま行 松本医院 川越市藤間1123 049-242-0466
三井病院 川越市連雀町19-3 049-222-5321
的場皮膚科クリニック 川越市的場新町17-5 049-298-6251
みどりこどもクリニック 川越市川鶴1-21-6 049-234-3749
皆川医院 川越市脇田本町10-24　 049-249-7700
南古谷病院 川越市久下戸110 049-235-7777
南古谷クリニック 川越市並木606-1 049-230-1313
三森整形外科医院 川越市三久保町6-4 049-222-0515
産婦人科宮崎医院 川越市小仙波町1-16-10 049-222-0759
宮沢クリニック 川越市今成1-18-2 049-226-0808

みよし胃腸クリニック 川越市砂新田109-1 049-238-6011
武蔵野総合病院 川越市大袋新田977-9 049-244-6340
元山クリニック 川越市笠幡79-1 049-231-1948
桃太郎クリニック 川越市的場新町19-3 049-234-1582
森田耳鼻咽喉科医院 川越市新富町2-21-8 049-222-1535
もろ小児科医院 川越市宮元町76-31 049-226-4010
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や行 やしまクリニック 川越市南大塚226-1 049-256-7222
山口内科医院 川越市南通町7-15 042-222-0460
山口病院 川越市脇田町16-13 049-222-0371
山田医院 川越市元町1-10-8 049-222-0255
山仁病院 川越市末広町3-5-13 049-222-0373
山辺クリニック 川越市並木新町17-11 049-235-8683
やまぶきクリニック 川越市六軒町2-10-3 049-228-2112
ゆきさだクリニック 川越市新宿町3-17-3 049-244-0834
行定病院 川越市脇田本町4-13 049-242-0382
よこやまこどもアレルギークリニック 川越市小仙波687-1 049-298-8232
吉田クリニック 川越市砂新田126-1 049-248-6623
吉武皮膚科クリニック 川越市的場2244-2 049-233-6861

ら行 ライフクリニック 川越市松江町2-9-11 049-226-3288
立医院 川越市今成3-13-21 049-223-0393
レディースクリニック小川医院 川越市上戸296-2 049-233-0310

わ行 和心会クリニック 川越市的場826-1 049-231-2005
和田眼科クリニック 川越市南台2-13-7   049-291-5510
わたり眼科 川越市藤間164-1 049-240-5088

歯科 会田矯正歯科 川越市脇田町12-15　ケイアイビル3Ｆ 049-227-7757
あ行 会田歯科医院 川越市今福2797 049-241-3545

あおぞら歯科クリニック 川越市笠幡1843-22 049-232-0018
赤レンガ歯科 川越市今成4-12-2 049-241-7444
あさひデンタルクリニック 川越市旭町3-25-2 049-245-4848
東歯科医院 川越市砂新田1-8-19 049-243-8774
アライ歯科医院 川越市笠幡290-2 049-234-0648
有山歯科医院 川越市仙波町3-34-17 049-225ｰ6789
有吉歯科医院 川越市上戸97-2 049-233-1182
あやクリニック歯科皮膚科 川越市中原町2-2-1 NHK文化センター1階 049-299-6106
粟生田歯科医院 川越市東田町6-15 049-246-0118
稲生歯科医院 川越市菅原町15-5 049-222-0087
石原歯科医院 川越市下松原833-4 049-246-2882
伊藤歯科医院 川越市田町4-4 049-222-3127
井上歯科医院 川越市小堤14-9 049-232-4182
今井歯科クリニック 川越市中原町2-12-2 049-226-1180
いまなり歯科 川越市今成3-12-15 049-229-6480
いしはら町歯科 川越市石原町1-27-2　アルカディア岸101号 049-226-9777
岩崎歯科医院 川越市久保町11-1 049-222-1257
岩田歯科医院 川越市新宿町1-12-11 049-242-0681
印藤歯科医院 川越市連雀町2-1 049-223ｰ0025
うちだ歯科 川越市的場1-27-9 049-232-7164
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内野歯科医院 川越市新宿町6-26-28 049-244-7278
えば歯科クリニック 川越市鯨井新田6-1　第3今泉ビル2F 049-234-2418
遠藤歯科医院 川越市砂44-10 049-244-4184
大木歯科クリニック 川越市的場新町3-22 049-237-8855
おおたに歯科ｸﾘﾆｯｸ 川越市笠幡1427-4 049-234-4900
大塚歯科 川越市通町14-10 049-222-1824
大塚歯科医院 川越市六軒町2-13-5 049-222-1656
小川歯科医院 川越市広栄町25-5 049-245-5518
おぎわら歯科医院 川越市新宿町5-15-18　エルマーナ新宿２Ｆ 049-241-0044

か行 笠幡歯科医院 川越市笠幡3742-4 049-233-0118
霞ケ関歯科 川越市霞ケ関東1-1-1 チューリピアビル2Ｆ 049-232-2212
粕谷歯科医院 川越市南台3-1-9 049-245-8200
かずや歯科 川越市元町2-8-8 049-227-4800
勝股歯科医院 川越市藤間855 049-242-3970
金子歯科医院 川越市三久保町24-3 049-225ｰ4182
川越歯科 川越市六軒町1-4-3 049-225-5248
川越歯科クリニック 川越市小ヶ谷72-1 049-244-2343
川越パール歯科 川越市脇田町103　川越マイン3Ｆ 049-226-0648
岸歯科クリニック 川越市石原町1-10-2 049-226-9189
北川歯科医院 川越市清水町14-14 049-242-5882
くまくら歯科医院 川越市幸町12-5 049-222ｰ0468
栗原歯科医院 川越市元町2-1-13 049-222ｰ4530
クレア大橋歯科 川越市脇田町8-1 049-222-0465
黒川歯科医院 川越市脇田本町19-5 049-245-7164
敬愛歯科 川越市南台3-12-5 049-241-2380
小杉歯科医院 川越市中原町1-7-9 049-222ｰ0236
小仙波デンタルクリニック 川越市小仙波町3-21-12 049-242-0925
ごとう歯科医院 川越市下新河岸53-4 049ｰ298-5105
こばと歯科医院 川越市的場2839-28　グランキューブ101 049-234-1229
小林歯科医院 川越市小堤天金山910-1 049-233-5060
小堀歯科医院 川越市並木新町2-1　エルネスビル2Ｆ 049-235-4182

さ行 酒井歯科クリニック 川越市伊勢原町2-4-7 049-234-6822
さくら歯科医院 川越市大手町15-5 049-226-8818
さとう歯科医院 川越市旭町1-10-9 049-243-7987
佐藤歯科医院 川越市元町1-10-7 049-225-1256
沢田歯科医院 川越市古市場497 049-235-1572
三光歯科医院 川越市中原町1-1-3 049-222-3540
歯科早川医院 川越市東田町23-2 049-243-3003
篠田歯科医院 川越市木野目六角1652 049-235-2102
島歯科医院 川越市連雀町25-8 049-222-0648
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嶋田歯科 川越市宮元町18-1 049-225-0310
清水町須藤歯科医院 川越市清水町4-19 049-247-1899
しゅんデンタルクリニック 川越市砂新田80-45 049-241-8414
鈴木歯科医院 川越市仙波町1-6-1 049-224-8211
雀の森歯科 川越市旭町1-11-13 049-245-6688
すどう歯科医院 川越市並木新町8-13 049-235-4881
関口歯科 川越市脇田本町4-21 049-243-1464
関口歯科クリニック 川越市新宿町5-13-56 049-247-6922
セントラル歯科 川越市新富町2-1-4　山田ビル3Ｆ 049-225-2648

た行 大東にし歯科医院 川越市藤倉98-1 049-241-1775
たかしな歯科医院 川越市砂新田57-12 049-241-8041
武田歯科医院 川越市脇田本町15-13　東上パールビル2Ｆ 049-248-4618
田中歯科医院 川越市新富町1-1-4 049-222-0866
谷島歯科医院 川越市岸町3-3-34 049-242-0648
たやま歯科医院 川越市鯨井新田2-6 049-234-2937
中央歯科 川越市霞ヶ関東1-3-11 049-232-8808
中成堂歯科医院 川越市幸町13-5 049-222-0035
月越歯科医院 川越市月吉町19番地21 049-224-1182
鶴田歯科医院 川越市菅原町25-4 049-222-3244
テツヤ歯科 川越市的場2218-4　ベルアート302 049-234-4988
東京デンタルオフィス 川越市菅原町21-21　森田ビル2Ｆ 049-225-0108
通町歯科医院 川越市通町8-11 049-225-2167
戸口歯科医院 川越市松江町1-12-7 049-223-2377
戸部歯科医院 川越市脇田本町6-9　渡辺プラザビル4Ｆ 049-244-8787
戸部南歯科医院 川越市南大塚3-2-18 049-247-5200

な行 永倉歯科医院 川越市砂938-11 049-245-8338
中島歯科医院 川越市稲荷町13-19 049-244-0517
中野歯科医院 川越市連雀町18-16 049-224ｰ3348
中村歯科医院 川越市野田町2-15-4 049-249-5678
中山歯科医院 川越市かすみ野2-22-1 049-231ｰ9887

は行 橋本歯科医院 川越市東田町12-9 049-242ｰ1177
畠山歯科医院 川越市大中居105-1 049-235-2444
花井歯科 川越市的場北2-23-7 049-232-5866
林歯科医院 川越市志多町2-10 049-222-3111
ひかり歯科医院 川越市砂新田4-6-5 049-245-6553
平島歯科医院 川越市砂新田37-4 049-242-1300
ヒロデンタルクリニック 川越市的場565-1 049-232-4432
ファースト歯科医院 川越市野田町2-4-24 049-246-3437
福岡歯科医院 川越市仙波町1-8-25 049-225-0157
福田歯科医院 川越市砂新田14-1-2F 049-248-4682
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福原歯科医院 川越市今福1753-3 049-245-6336
フジ歯科クリニック 川越市大手町6-7 049-222ｰ3407
フリージア歯科 川越市吉田新町2-17-1 049-234-1447
ぶんご歯科クリニック 川越市脇田町105　ｱﾄﾚ1Ｆ 049-228-7118
ポーリア歯科医院 川越市今福1290-2 049-246-2365
保刈歯科醫院 川越市仲町6-6　山吉ビル1Ｆ 049-223-4618
堀田歯科医院 川越市南通町20-7 049-222-3546

ま行 前田歯科医院 川越市小仙波町1-18-1 049-223-2671
松本歯科医院 川越市大字藤間512 049-245-4181
間中歯科医院 川越市松江町1-22-2 049-222-1899
三木歯科医院 川越市山田339-3 049-225-3373
みつや矯正小児歯科 川越市脇田本町29-1　　トーア川越マンション104号 049-246-2203
南台歯科医院 川越市南台2-8-8 049-246-3337
みやうち歯科クリニック 川越市鯨井新田7-2 049-233-8000
みやこ薬局　南古谷店 川越市大字久下戸48-1 049-233-8000
みやざわ歯科 川越市大字小仙波687-1 049-229-3838
三輪歯科医院 川越市南台2-1-12 049-242-2252
ムライ歯科医院 川越市旭町3-6-9 049-244-8148
望月歯科医院 川越市仙波町2-18-24 049-222-2589
モモ矯正歯科 川越市脇田本町15-13東上パールビル2Ｆ 049-248-4150
森田歯科医院 川越市菅原町23-8 049-225-0929
森村歯科医院 川越市南台2-1-29 049-243-9286

や行 山岸歯科医院 川越市諏訪町15-12 049-241-0535
山崎歯科 川越市旭町1-5-13 049-242-4479
山下歯科クリニック 川越市大袋新田169-13 049-248-4439
山田歯科医院 川越市新富町1-1-10 049-225-1526
友愛歯科医院 川越市並木西町11-5 049-235-1310
吉田デンタルクリニック 川越市吉田1219-3 049-232-8280
吉松歯科医院 川越市三久保町14-3 049-224-8648
吉村歯科 川越市南大塚2-5-16 049-242-1316

調剤 アイリス調剤薬局 川越市連雀町20-2 049-237-7610
あ行 アイリス調剤薬局　川越インター店 川越市豊田町3-11-3 049-257-6901

あおい調剤薬局川越よつや店 川越市四都野台15-6 049-293-3981
あおい調剤薬局川越今成店 川越市今成町1-13-15 049-229-3560
あおい調剤薬局石原店 川越市脇田町1-9-1 049-225-7065
あおば薬局 川越市脇田町15-17 049-223-0036
旭町薬局 川越市旭町2-1-14 049-241-7316
アズマ薬局霞ヶ関店 川越市的場北1-2-11 049-277-5341
天草薬局松江町店 川越市松江町2-2-15 049-226-3134
あやめ薬局川越店 川越市大中居573-1 049-230-1885
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イルカ薬局六軒町店 川越市六軒町2-12-1 049-229-0881
ウエルシア薬局川越小仙波店 川越市小仙波694-4 049-229-6028
ウエルシア薬局川越仙波店 川越市仙波町3-1-2 049-291-2581
大袋新田薬局 川越市大袋新田815-9 049-227-5290
オリーブ薬局 川越市鯨井新田7-1 049-292-1388
小野沢薬局 川越市南通町2-3 049-225-5430

か行 加藤薬局 笠幡店 川越市笠幡79-127 049-298-5375
かしのき薬局 川越市南台2-13-7 049-249-4145
クオール薬局あらじゅく店 川越市新宿町2-2-15 049-291-2051
クオール薬局あすなろ店 川越市仙波町2-9-3 049-225-8686
くじら薬局 川越市鯨井新田22-3 049-233-6113
香雲堂 庄司薬局 川越市脇田町5-6 049-229-5535
小江戸薬局 川越市脇田本町11-36　三田ビル1F 049-249-6660
小江戸薬局駅前店 川越市脇田町103　川越マイン2F 049-222-3837

さ行 坂重薬局 川越店幸町16番地8 049-224-1580
サンタの健康薬局川越店 川越市南大塚4-3-19 049-293-5236
三愛薬局並木新町店 川越市並木新町16-7 049-235-6077
スギ薬局川越山田店 川越市大字山田2042-1 ヤオコー山田店 049-228-5200
スギ薬局ウニクス川越店 川越市新宿町1-17-1 049-249-1771

た行 たんぽぽ薬局 川越市東田町23-8 049-257-6377
時の鐘薬局 川越市連雀町9-1 049-293-4529
ちろ薬局 川越市寺尾88-1 049-299-6663
鶴ヶ島中央薬局鶴ヶ島駅前店 川越市鯨井新田6-1 049-231-0744

な行 ナイス薬局 川越市松江町2-8-3 049-228-3939
ナイス薬局　新富町店 川越市新富町2-4-3　木村屋ビル１階 049-225-8833

なでしこ薬局 川越市砂新田2-19-8リバプールN１-B　 049-244-6080

なみき薬局 川越市大字並木246-1 049-335-4581
は行 はちみつ薬局 川越市脇田本町15-21 KJ3ビル1F 049ｰ291-6250

ひかり薬局 川越市笠幡3722-11 049-234-2926

ヒロ薬局川越店 川越市新宿1-1-13大谷ビル1F 049-235-6699

札の辻薬局 川越市元町2-4-6 049-227-5037
ま行 松本薬局 川越市砂新田2-11-6 049-241-0497

みさき薬局 川越市安比奈新田279-18 049-231-2190

みさき薬局天沼店 川越市天沼新田340-11 049-239-5338

みさき薬局天沼新田店 川越市天沼新田224-4 049-299-4548
や行 薬局アポック川越店 川越市脇田本町25-18脇田本町ビル１Ｆ 049-246-7333

薬局アポック川越中央店 川越市脇田本町25-21ユアコート川越101 049-291-2530

薬局アポック　川越東店 川越市連雀町20-3 049-291-2530

薬局アポック川越的場店 川越市的場827-5 MBMビル１Ｆ 049-237-0400

山田薬局 川越市山田350番地3 049-225-8118
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雄飛堂薬局 川越西口店 川越市脇田本町15-21 049-291-6250

ら行 リズム薬局 川越店 川越氏宮下町1丁目2-17 049-298-6123
わ行 わかば薬局霞ヶ関店 川越市霞ヶ関東1-4-19-2 049-239-6021
医科 浅羽クリニック 坂戸市浅羽991-1 049‐284-1114
あ行 あさひ整形外科皮ふ科 坂戸市泉町2-11-8 049-283-6977

一二会阿部皮膚科 坂戸市南町5-28 049-284-1212
いずみ眼科 坂戸市泉町2-11-8 メイプルアベニュー1F 049-282-5315
伊藤産婦人科 坂戸市伊豆の山町21-2 049-281-3250
千手会医利医院 坂戸市竹之内199 049-281-0431
正仁会大野外科内科クリニック 坂戸市関間4-15-15 049-281-0208
大野耳鼻咽喉科クリニック 坂戸市八幡2-9-10 049-284-8734
大畑皮膚科医院 坂戸市千代田1-12-3 049-282-1088
おがわこどもクリニック 坂戸市千代田1-5-7 049-282-3153
小川医院 坂戸市小沼846 049-281-0839
善淳会小川産婦人科小児科 坂戸市南町24-15 049-281-2637

か行 敬悠会菅野病院 坂戸市関間1-1-17 049-284-3025
きもと内科消化器内科クリニック 坂戸市関間4-12-12 ファーストレジデンス若葉A 049-288-1280
北坂戸診療所 坂戸市溝端町7-1 049-281-6480
北坂戸皮フ科 坂戸市末広町3-2 049-283-9001
小林内科医院 坂戸市山田町9-27 049-280-5700

さ行 栄クリニック 坂戸市日の出町16-45 049-227-6501
坂戸眼科医院 坂戸市関間1-1-15 049-283-4303
神亜会坂戸北口眼科 坂戸市日の出町6-25 マスヤビル2F 049-282-5181

坂戸市休日急患診療所 坂戸市大字石井2327-3 049-289-1199
坂戸産婦人科医院 坂戸市末広町10-1 049-284-8000
刀仁会坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 049-283-0019
刀仁会坂戸中央クリニック 坂戸市千代田4-13-3 049-283-2151
坂戸西診療所 坂戸市大字北峰33 049-289-5111
さとう耳鼻咽喉科クリニック 坂戸市仲町10-1 049-282-3384
薫風会坂戸内科医院 坂戸市薬師町15-6 049-284-6001
渋谷こどもクリニック 坂戸市日の出町6-25 マスヤビルⅢ3F 049-284-1881
マウナケア会清水病院 坂戸市日の出町1-8 049-281-0158
シャロームにっさい医院 坂戸市大字北峰306 049-280-7373
善慈会善能寺クリニック 坂戸市善能寺232-1 049-289-5588
ソラミル町野皮ふ科 坂戸市にっさい花みず木3-15-13 049-298-6845

た行 たかの眼科 坂戸市南町12-5 049-288-2121
田口耳鼻咽喉科医院 坂戸市南町12-21 049-281-6786
明陽会竹原クリニック 坂戸市日の出町6-25 マスヤビルⅢ4F 049-280-4005
田島内科小児科医院 坂戸市関間1-14-13 049-281-6722
鶴松会鶴松整形外科 坂戸市厚川字一本松14-10 049-288-3081

坂戸市
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産科婦人科東郷医院 坂戸市千代田2-8-5 049-281-0211
な行 終悦会中澤産婦人科小児科内科 坂戸市南町8-4 049-283-4681

根本整形外科医院 坂戸市日の出町2-16 049-281-0018
は行 花水木こどもクリニック 坂戸市にっさい花みず木3-20-8 049-282-8732

秀人会原田内科クリニック 坂戸市末広町5-1-105 049-281-3235
早川医院 坂戸市中小坂899-5 049-282-1186
博真会東坂戸クリニック 坂戸市東坂戸2-6-103 049-284-1718
松光会日の出内科クリニック 坂戸市日の出町15-1 049-288-3717
広瀬内科クリニック 坂戸市塚越1242-2 049-283-3001
藤井小児科医院 坂戸市千代田4-14-12 049-283-7272
刀仁会本町診療所 坂戸市本町2-13 049-283-0020

ま行 町野皮ふ科 坂戸市にっさい花みず木3-15-13 049-298-6845
松野会松野記念クリニック 坂戸市上吉田639 049-289-8889
松本内科消化器クリニック 坂戸市溝端町8-9 049-288-3150
丸山内科クリニック 坂戸市薬師町11-29 049-289-2610
南町クリニック 坂戸市南町13-21 049-289-3731
宮崎整形外科医院 坂戸市薬師町10-23 049-284-3381
明海大学歯学部付属明海大学病院 坂戸市けやき台1-1 049-279-2733
守屋医院 坂戸市日の出町7-29 049-284-8586

や行 やまだクリニック 坂戸市清水町46-46 049-288-7788
産春会吉松医院 坂戸市日の出町1-16 049-281-0532
凌光会吉川クリニック 坂戸市薬師町1 049-282-5002

わ行 若葉クリニック 坂戸市紺屋403 049-283-1611
わかば台心療内科 坂戸市千代田4-10-1 049-283-4884

歯科 若葉会若葉病院 坂戸市戸宮609 049-283-3633
あ行 アートデンタルクリニック 坂戸市南町6-10 049-289-6669

あさみ歯科医院 坂戸市石井2403 049-282-3000
いとう歯科クリニック 坂戸市清水町5-8-201 049-282-3267
井上歯科クリニック 坂戸市千代田3-21-1F 049-289-1182
内田歯科医院 坂戸市石井2030 049-281-0371
おおば歯科クリニック 坂戸市上吉田210-1 049-287-7880
オーク坂戸歯科 坂戸市日の出町2-15 049-280-3355

か行 かわばた歯科医院 坂戸市三光町43-2 049-283-8800
岸田会岸田歯科わかば診療所 坂戸市大字石井2897-3 049-282-1105
岸本歯科 坂戸市薬師町23-5 049-284-1408
北坂戸歯科 坂戸市芦山町8-11 049-282-1758
共立歯科医院 坂戸市三光町49-1-1Ｆ 049-283-7111
コウヤマ歯科医院 坂戸市緑町15-6 049-281-7181
こばやし歯科医院 坂戸市日の出町12-23-1Ｆ 049-284-8888

さ行 明櫻会さくら歯科クリニック 坂戸市塚越1-4 049-288-3838

坂戸市
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関口歯科医院 坂戸市善能寺86 049-281-1811
せと歯科クリニック 坂戸市にっさい花みず木4-16　コモディイイダ坂戸にっさい店1F 049-299-5711

た行 たな歯科クリニック 坂戸市末広町２ 049-377-3535
中央歯科医院 坂戸市末広町8-22 049-282-2252
千代田歯科医院 坂戸市千代田4-1-13-1Ｆ 049-289-0648
戸口歯科医院 坂戸市末広町22-4 049-283-0131

な行 中島歯科クリニック 坂戸市薬師町4-11 049-283-3737
西坂戸歯科医院 坂戸市西坂戸2-5-7 049-286-9006
根本歯科医院 坂戸市日の出町14-13 049-283-9116

は行 はやと歯科医院 坂戸市泉町3-9-8 049-282-7041
ひかり歯科 坂戸市千代田3-11-1 049-280-7881
東坂戸歯科医院 坂戸市東坂戸2-6-102 049-283-9595
平沼歯科医院 坂戸市本町9-5-201 049-282-5099
フラワー歯科 坂戸市千代田4-10-1 049-284-9555
ホワイト歯科 坂戸市千代田1-1-35 049-281-4627
ホワイト歯科わかば 坂戸市塚越御イセ原20-20 049-288-2212
本田矯正歯科クリニック 坂戸市溝端町3-10-1Ｆ 049-288-4456

ま行 増野歯科医院 坂戸市関間4-4-21 049-283-2888
三愛歯科 坂戸市溝端町7-12 049-281-3233
みさき歯科. 坂戸市新堀270-1 049-277-3303
三宅歯科医院 坂戸市緑町4-4 049-283-2143
もぎデンタルクリニック 坂戸市塚越1241-2 049-280-3003

や行 至誠会安田歯科医院 坂戸市紺屋526-2 049-283-8211
わ行 若宮歯科医院 坂戸市成願時323-1 049-282-5050
調剤 アイン薬局　坂戸店 坂戸市南町31-8 049-288-6630
あ行 アピア薬局 坂戸市中富町1-11 049-289-3440

あおぞら薬局　鶴ヶ島店 坂戸市清水町46－40 049-277-5507
秋山薬局　八幡店 坂戸市八幡2-9-19 049-281-1592
秋山薬局　駅前店 坂戸市日の出町14-8-101 049-284-8788
秋山薬局　日の出町店 坂戸市日の出町15-1-1 049-257-7565
天草薬局　坂戸店 坂戸市竹之内209 049-281-2878
イルカ薬局花みず木店 坂戸市にっさい花みず木3-20-8 049-299-7620
ウエルシア薬局浅羽野店 坂戸市浅羽野1-2-1 049-284-9996
ウエルシア薬局北坂戸店 坂戸市芦山町13-4 049-281-2025
ウエルシア薬局坂戸南口店 坂戸市緑町7-8 049-289-7654
ウエルシア薬局柳町店 坂戸市柳町152-2 049-280-3200
ヴェルペン花みず木薬局 坂戸市にっさい花みず木3-15-2 049-280-3222

か行 かえで薬局 坂戸市塚越1229-5 049-282-3090
クスリのクボタ薬局 坂戸市南町5-3 049-281-2828
クスリのクボタ薬局北坂戸店 坂戸市末広町3-10 049-283-5718

坂戸市
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クローバー薬局　浅羽店 坂戸市浅羽992-6 049-288-6222
クローバー薬局　南町店 坂戸市南町13-15 049-289-7818
薬の坂重薬局 坂戸市日の出町6-24 049-284-9678
コウヤマ薬局 坂戸市本町3-26 049-281-0156
コスモス調剤薬局 坂戸市千代田1-5-10 049-280-3310

さ行 サンタの健康薬局坂戸店 坂戸市南町24-5-102 049-280-4411
スギ薬局　坂戸千代田店 坂戸市千代田2-6-70　ヤオコー坂戸千代田店１階 049-277-3520
関間調剤薬局 坂戸市関間1-1-1 049-284-3621
せんし堂薬局一本松店 坂戸市厚川14-23 049-298-7491

た行 高橋薬局 坂戸市千代田1-18-11 049-281-1476
千代田薬局坂戸店 坂戸市中小坂899-31 049-288-1175

は行 はなまる薬局坂戸店 坂戸市小沼844-31 049-280-9393
ハロー薬局 坂戸市南町5-17 049-288-7266
日高薬局 坂戸市北峰6-4 049-281-0462
ひだまり薬局 坂戸市薬師町15-20 049-289-3301
双葉薬局 坂戸市薬師町11-4 049-281-1498
ぺんぎん薬局緑町店 坂戸市緑町3－5コーポ小見野101 049－283-2029

ま行 まごころ薬局北坂戸店 坂戸市溝端町7-3 049-288-6531
マリオン薬局坂戸店 坂戸市伊豆の山町22-9 049-293-4130
ミドリ薬局溝端店 坂戸市溝端町7-6 049-281-8727
ミドリ薬局薬師町店 坂戸市薬師町12-8 049-281-1051
明倫堂薬局 坂戸市四日市場477-1 049-279-5211
メローライフ薬局 坂戸市関間4-12-12-B 049-282-6460

や行 薬師堂薬局 坂戸市薬師町1-1 049-289-8366
ユニコ調剤薬局 坂戸市八幡2-9-9 049-283-5194
ユニコ調剤薬局ユニメック 坂戸市関間1-1-8 049-284-8899
ユニコ調剤薬局若葉店 坂戸市関間4-15-18 049-288-5080

わ行 わかば薬局西口駅前店 坂戸市関間4-12-24若葉西口ビル1Ｆ 049-299-4095
医科 アイクリニック佐藤医院 鶴ヶ島市上広谷669-1 049-279-0888
あ行 厚友クリニック若葉 鶴ヶ島市富士見1-9-34 049-272-3903

康史会井上医院 鶴ヶ島市富士見2-29-1 049-287-0056
龍仁会一本松医科歯科診療所 鶴ヶ島市下新田17-4 049-287-1220
浦田クリニック 鶴ヶ島市藤金878-3 049-279-5880
大西内科 鶴ヶ島市五味ヶ谷305 049-271-6250

か行 川野医院 鶴ヶ島市上広谷17-14 049-285-1530
木下産婦人科医院 鶴ヶ島市鶴ヶ丘10-3 049-286-1511

さ行 関越クリニック 鶴ヶ島市松ヶ丘2-2-31 049-286-7770
関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1 049-285-3161
充仁会相良胃腸科 鶴ヶ島市鶴ヶ丘71-8 049-285-6511
愛新会しんまちクリニック 鶴ヶ島市新町２丁目23-23 049-271-6154

鶴ヶ島市
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関医院 鶴ヶ島市中新田1520-8 049-285-8152
染井クリニック 鶴ヶ島市新町2-23-3 049-285-8974

た行 高沢医院 鶴ヶ島市脚折町6-18-7 049-286-0358

公仁会鶴ヶ島医院 鶴ヶ島市脚折1864-7 049-285-0179

菊一会鶴ヶ島池ノ台病院 鶴ヶ島市脚折1440-2 049-287-2288
満寿会鶴ヶ島在宅医療診療所 鶴ヶ島市大字高倉772-1 049-287-8471
満寿会鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所 鶴ヶ島市上広谷8-15 049-286-3387
幸篤会冨田整形外科 鶴ヶ島市藤金835-59 049-286-2211

な行 にし内科眼科クリニック 鶴ヶ島市富士見1-2-1 049-271-2424
ま行 つくし会みなくち小児科 鶴ヶ島市鶴ヶ丘110-1 049-287-5755
や行 山岡内科小児科 鶴ヶ島市上広谷412-28 049-286-5172
わ行 若葉駅前メンタルクリニック 鶴ヶ島市藤金845-4 コモド若葉2F 049-271-1000

若葉こどもクリニック 鶴ヶ島市藤金333-2 049-279-0070
蒼龍会若葉内科クリニック 鶴ヶ島市上広谷645-1 049-298-5308
若葉台皮膚科 鶴ヶ島市上広谷722-1 049-286-8275
若葉台耳鼻咽喉科 鶴ヶ島市上広谷722-1 049-286-7186

歯科 アイデンタルクリニック 鶴ヶ島市新町2-1-14 049-286-8018
あ行 あおい歯科医院 鶴ヶ島市鶴ヶ丘38-32-2Ｆ 049-271-1482

秋山歯科医院 鶴ヶ島市脚折1861-9 049-286-5641
池田歯科医院 鶴ヶ島市上広谷123-1 049-285-1670
伊田歯科医院 鶴ヶ島市大字藤金332-1 049-289-1717
伊藤歯科医院 鶴ヶ島市上広谷2-29 049-285-1677
おにまる歯科医院 鶴ヶ島市上広谷13-3-103 049-287-4333
オレンジ会ワカバウォーク歯科 鶴ヶ島市富士見1-2-1-2Ｆ 049-287-1515

か行 片山歯科医院 鶴ヶ島市松ヶ丘2-17-16 049-286-8686
岸田会岸田歯科医院 鶴ヶ島市五味ヶ谷232-1 049-286-2077
岸田会岸田歯科第二医院 鶴ヶ島市藤金字柴山898-63 049-286-1018
岸田会岸田歯科一本松南医院 鶴ヶ島市新町2-23-19 049-272-3377
小峰歯科医院 鶴ヶ島市藤金仲道881-27 049-285-4680

さ行 しもん歯科 鶴ヶ島市脚折町1-13-5 049-287-5599
た行 タカザワ歯科医院 鶴ヶ島市脚折町3-10-13 049-287-1133

玄清会第一歯科医院 鶴ヶ島市中新田50-3 049-285-6445
土味歯科医院 鶴ヶ島市五味ヶ谷202-25 049-287-3939

な行 にじいろ歯科 鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 ベイシア鶴ヶ島1階 049-286-1221
は行 飛永歯科医院 鶴ヶ島市中新田1474-3 049-285-2034
や行 山中歯科医院 鶴ヶ島市脚折町3-18-3 049-287-4543
わ行 わかば歯科医院 鶴ヶ島市富士見2-6-16 049-286-3633

若葉駅前歯科 鶴ヶ島市藤金845－4 コモド若葉１F 049-272-3030
調剤 あおぞら薬局藤金店 鶴ヶ島市藤金304-2 049-298-5111

あ・か行 ケン調剤薬局 鶴ヶ島市脚折150-1 049-271-3071

鶴ヶ島市
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コスモ薬局鶴ヶ丘店 鶴ヶ島市鶴ヶ丘110-5 049-287-4550
坂戸薬局鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町2-12-25 049-285-0198

さ行 さくら薬局 鶴ヶ島市脚折1864-8 049-292-0117
しろくま薬局藤金店 鶴ヶ島市藤金287-2 049-271-4193
スギ薬局ワカバウォーク店 鶴ヶ島市富士見1-2-1ワカバウォーク東棟2F 049-272-5060

た行 ドラッグセイムス鶴ヶ島脚折薬局 鶴ヶ島市脚折1440-1 049-286-3450
鶴ヶ島中央薬局 鶴ヶ島市五味ヶ谷11-8 049-287-3033
桐芳堂薬局 鶴ヶ島市富士見2-6-14 049-285-4859

は行 ひかりの薬局 鶴ヶ島市新町1-7-8 049-286-8885
藤沢薬局 鶴ヶ島市鶴ヶ丘70-23 049-287-6867

ま行 もしもし薬局 鶴ヶ島市富士見1-8-20サンハイツ若葉102 049-286-3954
や行 薬局アポック鶴ヶ島池ノ台店 鶴ヶ島市脚折1440-35 049-279-7033

薬局アポック若葉店 鶴ヶ島市富士見1-2-1ワカバウォーク東棟2F 049-272-5055
横井薬局 鶴ヶ島市五味ヶ谷1233-19 049-286-6089

わ行 わかば薬局 鶴ヶ島市藤金879-3 049-286-6467

鶴ヶ島市
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