
市 町 村 名 区分 医　療　機　関　名 住所 電話番号
医科 榎本医院 川島町大字上伊草833-1 049-297-8505
あ行 上野診療所 川島町八幡3-1-6 049-297-6633
か行 川島クリニック 川島町大字伊草96-1 049-297-8783

キヨミ整形外科クリニック 川島町大字出丸中郷2782 049-299-2233
さ行 清水こどもクリニック 川島町大字上八ﾂ林209 049-297-7725
は行 平成の森・川島病院 川島町大字畑中478-1 049-297-2811
ま行 むらかみ眼科クリニック 川島町大字伊草74-1 049-297-7741

めぐみ台クリニック 川島町大字吹塚998-3 049-299-1200
歯科 金谷歯科医院 川島町谷中258-5 049-297-6418
か行 川島デンタルクリニック 川島町大字伊草96-1 049-297-9050

川島ファミリー歯科医院 川島町虫塚203-4 049-297-6807
きのした歯科クリニック 川島町大字上伊草1175-1ベイシアフードセンター川島インター店内 049-297-5169
国島歯科医院 川島町大字上伊草612-6 049-297-5355

さ行 そよ風歯科 川島町大字牛ヶ谷戸67-2 049-299-4618
は行 八幡利根川歯科 川島町八幡5-1-5 049-297-5418
ま行 森歯科クリニック 川島町大字上伊草732-1 049-297-0500
調剤 ウエルシア薬局川島上伊草店 川島町大字上伊草1612 049-297-6041
あ行 オレンジ薬局川島曲師店 川島町大字曲師121-1 049-298-5658
さ行 そよ風薬局川島店 川島町大字伊草97-6 049-298-8095
ま行 ミント薬局 川島町大字伊草75-2 049-291-0399
わ行 わかくさ薬局川島店 川島町大字吹塚996-5 049-299-3399
医科 相原医院 鴻巣市関新田190-1 048-569-1951

あ行 あおばクリニック 鴻巣市本宮町1-6 048-580-5670

内山医院 鴻巣市愛の町44 048-596-0212

おおさきクリニック 鴻巣市吹上富士見1-7-4 048-580-7720

大塚医院 鴻巣市本町2-6-4 048-541-0932
か行 神谷クリニック 鴻巣市東3-5-24 048-541-2232

北鴻巣クリニック 鴻巣市八幡田531 048-596-1423

河野小児科医院 鴻巣市本町5-5-27 048-541-0146

鴻巣駅みぞぐち眼科 鴻巣市本町1-1-3　エルミ3F 048-540-2200

こうのす共生クリニック 鴻巣市本町7-7-6 048-540-6677

こうのす共生病院 鴻巣市本町6-5-18 048-541-1131

鴻巣外科胃腸科 鴻巣市鴻巣1195-1 048-543-7770

鴻巣第一クリニック 鴻巣市大間776-1 048-542-5566

鴻北クリニック 鴻巣市愛の町441　2Ｆ 048-595-3733

小室クリニック 鴻巣市加美1-3-48 048-541-0020

さ行 埼玉県済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田849 048-596-2221

埼玉脳神経外科病院 鴻巣市上谷664-1 048-541-2800

斎藤外科胃腸科医院 鴻巣市本宮町1-11 048-541-4345

川島町福祉医療「窓口払い不要」協定医療機関一覧表(令和元年8月現在）
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佐野医院 鴻巣市小松1-3-29 048-541-2888

サンビレッジクリニック鴻巣 鴻巣市本町3-5-21 048-540-0088

清水こども医院 鴻巣市滝馬室943-2 048-540-6360

昭和クリニック 鴻巣市吹上本町4-10-9 048-548-0025
た行 第１さくらい医院 鴻巣市本町3-10-34 048-543-0022

第５さくらい医院 鴻巣市上生出塚769-1 048-543-4877

高橋胃腸科医院 鴻巣市人形3-1-19 048-542-5018

たけうちクリニック 鴻巣市本町2-1-7　広総業ビル2F 048-594-7701

田嶋医院 鴻巣市鎌塚3-9-14 048-548-6230

多島小児科医院 鴻巣市榎戸2-1-7 048-548-3764

田辺耳鼻咽喉科医院 鴻巣市鎌塚4-3-1 048-549-0733

千代田眼科医院 鴻巣市逆川2-11-8 048-541-1606

坪山整形外科 鴻巣市鎌塚520-1 048-548-0052
な行 中村医院 鴻巣市本町4-7-19 048-541-1331

仁科整形外科 鴻巣市本町1-1-3　エルミ3F 048-543-7099
は行 はしもと整形・形成外科 鴻巣市登戸117-1 048-597-1121

はやしだ産婦人科医院 鴻巣市鴻巣1005-2 048-541-8000

ひまわりこどもクリニック 鴻巣市人形4-6-25　2Ｆ 048-544-5600

平田眼科 鴻巣市南1-7-12 048-548-1702

平野産婦人科医院 鴻巣市筑波2-7-1 048-548-4422

ひろせクリニック 鴻巣市愛の町441 048-595-3566

吹上共立診療所 鴻巣市吹上富士見3-1-19 048-548-3865

吹上整形外科医院 鴻巣市大芦4543 048-548-5211

富士電機機器制御株式会社　吹上事業所 健康管理センター 鴻巣市南1-5-45 048-547-1101

ふたむら内科クリニック 鴻巣市天神4-6-35 048-540-6635
プライムクリニック 鴻巣市人形4-6-25 048-543-8888
ヘリオス会病院 鴻巣市広田824-1 048-569-3111
ヘリオスクリニック 鴻巣市本町1-1-3　エルミ3F 048-540-7320
星野医院 鴻巣市生出塚1-22-5 048-542-8911

ま行 みだ眼科周行医院 鴻巣市本町3-5-8 048-541-0914
宮坂医院 鴻巣市屈巣3843 048-569-0100
村越外科胃腸科肛門科 鴻巣市吹上本町1-4-13 048-548-0048

や行 柳澤小児科内科クリニック 鴻巣市登戸117-1 048-597-1171
山口内科クリニック 鴻巣市本町4-1-11 048-541-0215
山崎医院 鴻巣市吹上本町1-2-21 048-548-0219
山田ハートクリニック 鴻巣市鴻巣325-2 048-540-4180
湯本フラワー通りクリニック 鴻巣市市ノ縄27-5 048-595-1711
よつばアイクリニック 鴻巣市本町2-6-4 048-541-1231

わ行 若山医院 鴻巣市本町3-10-16 048-541-0208
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わたまクリニック 鴻巣市加美1-6-46 048-541-5756
歯科 あいのまち歯科医院 鴻巣市愛の町441 048-595-3711
あ行 生田歯科医院 鴻巣市本町7-2-30 048-541-1005

市川歯科医院 鴻巣市宮地2-3-26 048-541-1063
今仁歯科クリニック 鴻巣市箕田477-15 048-598-3187
漆原歯科クリニック 鴻巣市宮地4-15-6 048-542-6221
大井歯科医院 鴻巣市本町3-10-10 048-541-0223
大渕歯科医院 鴻巣市吹上本町2-5-3 048-548-0004

か行 かえこ歯科医院 鴻巣市本町5-6-4 048-541-0328
加藤歯科医院 鴻巣市滝馬室1393-1 048-543-6600
グリーン歯科 鴻巣市本町2-1-7　広総業ビル2F 048-543-8899
ごう歯科クリニック 鴻巣市市ノ縄298-1 048-598-6150
小室歯科医院 鴻巣市本町6-6-29 048-543-7966

さ行 斉藤歯科クリニック 鴻巣市赤見台2-4-2 048-596-9258
佐藤歯科クリニック 鴻巣市筑波1-4-1 048-549-0190
塩谷歯科医院 鴻巣市稲荷町18-7 048-596-8187
歯科緑の森 鴻巣市すみれ野7-2 048-507-9223
シンポ歯科クリニック 鴻巣市東1-1-1　第一アサミビル3F 048-543-5678
須田歯科医院 鴻巣市本町8-5-31 048-541-0137
須永歯科医院 鴻巣市宮前401-6 048-596-8046

た行 大本歯科医院 鴻巣市北新宿714-1 048-577-7513
髙橋歯科医院 鴻巣市天神4-3-7 048-543-8588
田島歯科クリニック 鴻巣市小松4-2-28 048-541-4618
田中歯科医院 鴻巣市上谷680-6 048-543-1767
塚原歯科医院 鴻巣市松原1-20-21 048-542-1704
鳥羽歯科医院 鴻巣市吹上富士見2-2-16 048-549-1110

な行 なかね歯科 鴻巣市吹上富士見4-5-4　ハイパインF棟103 048-548-7733
中村デンタルクリニック 鴻巣市すみれ野11-11 048-598-4118
西澤歯科 鴻巣市赤見台1-7-8 048-596-6318

は行 萩原歯科医院 鴻巣市神明2-9-23 048-596-5254
橋本歯科 鴻巣市滝馬室1371-3 048-541-8045
ハッピー歯科 鴻巣市北新宿225-1　ウニクス鴻巣2F　 048-598-5814
花岡歯科医院 鴻巣市本町1-1-3　エルミこうのす3F 048-541-2214
ひろ歯科クリニック 鴻巣市赤見台1-12-18 2F 048-597-4618

ま行 松谷歯科医院 鴻巣市本町1-4-30 048-541-0648
松村歯科医院 鴻巣市本町3-8-41 048-541-0736
松本歯科医院 鴻巣市登戸102-7 048-596-5757
馬橋歯科医院 鴻巣市鎌塚2-3-27 048-548-5733
宮本歯科クリニック 鴻巣市赤見台1-3-5 048-596-0773
持田歯科医院 鴻巣市南1-15-3 048-548-6001
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森山歯科医院 鴻巣市屈巣4183-2 048-569-2970
や行 矢島歯科医院 鴻巣市筑波1-10-2 048-548-5297

横山歯科医院 鴻巣市吹上本町1-4-23 048-548-0149
調剤 アイ薬局鴻巣店　 鴻巣市本町3ー12ー39 048-540-0322
あ行 あおぞら薬局 鴻巣市本町1ー1ー3エルミ鴻巣2F 048-543-8059

アクト薬局 鴻巣市愛の町441 048-595-3677
石原薬局 鴻巣市八幡田834ー4ー2 048-596-7455
今井薬局 鴻巣市吹上本町3ー2ー2 048-548-2179
大久保薬局 鴻巣市筑波2ー1ー2 048-548-6742
おおはし薬局 鴻巣市加美1ー6ー44 048-541-0058
おおはし薬局　本町店 鴻巣市本町2ー1ー8 048-541-0043
小友薬局 鴻巣市生出塚2ー20ー5 048-542-9609

か行 かみや薬局 鴻巣市上谷683ー2 048-543-2391
クオール薬局　鎌塚店 鴻巣市鎌塚520ー3 048-548-8521
クオール薬局　吹上店 鴻巣市鎌塚4ー1ー3 048-548-1340
クリーン薬局 鴻巣市新宿1ー153 048-548-6392
くりはら薬局 鴻巣市逆川2ー2ー23 048-541-2509
黒沢薬局 鴻巣市本町1ー5ー22 048-541-0301
黒沢薬局　加美町店 鴻巣市加美1ー3ー5 048-542-6039
黒沢薬局　小松店 鴻巣市小松1ー3ー27 048-540-5454
黒沢薬局　滝馬室店 鴻巣市滝馬室985ー11 048-540-6556
黒沢薬局　人形町店 鴻巣市人形3ー2ー100 048-540-2277
けやき薬局 鴻巣市本町6ー1ー10 048-543-3580
コスモス薬局 鴻巣市本町5ー7ー23 048-541-1953
小林薬局 鴻巣市吹上富士見3ー1ー10 048-548-0812

さ行 さくら薬局 鴻巣市吹上本町1ー2ー11 048-548-2076
さくら薬局鴻巣生出塚店 鴻巣市生出塚1-22-2 048-544-0788
島崎薬局 鴻巣市本町4ー1ー19 048-541-9271
スギ薬局　鴻巣人形店 鴻巣市人形1-4-23 048-577-6451
スギ薬局　鴻巣本町店 鴻巣市本町3-1-10 048-594-6852
スクエア薬局　富永店 鴻巣市本町3-10-34第2さくらいビル2F 048-544-2100
すみれ薬局 鴻巣市屈巣3843ー11 048-569-2671
そよ風薬局　鴻巣店 鴻巣市本町6ー5ー7 048-544-2466

た行 たいよう薬局 鴻巣市広田841ー17 048-569-3215
チェリー薬局 鴻巣市登戸319ー2 048-597-1075
寺田薬局　鴻巣東店 鴻巣市東3ー3ー5 048-544-1193
寺田薬局　吹上南店 鴻巣市南1ー7ー11 048-548-2323
ともえ薬局 鴻巣市人形4−6−27 048-542-7500
ともえ薬局　吹上店 鴻巣市吹上富士見1ー7ー28 048-547-0022
ドラッグセイムス鴻巣薬局 鴻巣市天神4ー5ー23 048-543-1780

鴻 巣 市

4/15



市 町 村 名 区分 医　療　機　関　名 住所 電話番号

川島町福祉医療「窓口払い不要」協定医療機関一覧表(令和元年8月現在）

は行 ハートフル薬局　東鴻巣店 鴻巣市上生出塚清水768 048-544-0007 
ま行 みどり薬局 鴻巣市吹上本町4ー11ー14 048-547-2023

めぐみ薬局 鴻巣市鴻巣323ー4 048-540-3355
や行 薬樹薬局吹上 鴻巣市吹上本町1ー5ー6 048-548-8028

薬局アポック　鴻巣店 鴻巣市市ノ縄28ー4 048-595-2222
薬局おちあい 鴻巣市本宮町5ー1 048-542-4483
薬局かまつか 鴻巣市鎌塚3－9－25 048-501-5251
薬局ティーダ　北鴻巣店 鴻巣市八幡田532ー1 048-595-3688
やまき薬局 鴻巣市大間798ー3 048-540-5050
山崎薬局 鴻巣市滝馬室923ー3 048-541-0939

医科 青木クリニック 北本市中央2-59平井ビル3Ｆ 048-592-1033
あ行 あやめ診療所 北本市北本4-200アヴェニール103 050-3786-8788

安里医院 北本市宮内3-1 048-542-2629
天地クリニック 北本市二ツ家4-47-4 048-593-1762
伊藤クリニック 北本市朝日2-304-1 048-593-5588
いなぎentクリニック 北本市本町4-20-1 048-593-4567
井上眼科医院 北本市北本2-47 048-592-7198
大久保医院 北本市山中1-52 048-591-8171
大友外科整形外科 北本市本町6丁目284 048-591-7000

か行 北里大学ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 北本市荒井6-100 048-593-1212
北本共済病院 北本市下石戸下511-1 048-591-7111
北本共立診療所 北本市中丸5-6-8 048-592-1641
北本心ノ診療所 北本市中央2-78 048-598-7573
北本整形外科 北本市北本1-33 048-591-8871
北本第一クリニック 北本市北本2-185 048-591-7622
北本中央クリニック 北本市本町6-232 048-591-2257
きたもと脳神経外科クリニック 北本市中丸8-219 048-592-8808
けやきクリニック 北本市中央2-89 048-593-5992

さ行 さくらこどもとおとな診療所 北本市栄７番地1-27-102 048-591-2088
さとうクリニック 北本市二ツ家1丁目374 048-590-5977
耳鼻咽喉科　岡田医院 北本市中央3-71-5 048-591-3855
鈴木医院 北本市中丸8-257 048-592-1313

た行 高橋皮膚科医院 北本市二ツ家3-5-2 048-592-8741
桃泉園　北本病院 北本市深井5-66 048-543-1011
遠井医院 北本市北本1丁目140番地 048-591-2109
楢原医院 北本市東間7-242 048-542-6582

は行 林田内科医院 北本市本宿7-67-3 048-592-7711
ひらお内科クリニック 北本市中央3-71-4 048-592-8861
深井小児科内科医院 北本市荒井1-95 048-591-5958
福音診療所 北本市下石戸下1549-5 048-592-2862
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藤倉医院 北本市宮内1-212 048-592-3045
二ﾂ家整形外科 北本市二ツ家2-107 048-590-3344
本藤整形外科 北本市山中1-167-1 048-592-7667

ま行 まつざき整形リウマチクリニック 北本市東間6-71 048-540-6463
南福音診療所 北本市北本宿161-4 048-591-7191

や行 山﨑医院 北本市西高尾5-233 048-591-2244
山田医院 北本市北本宿193 048-593-0353
山本内科医院 北本市中央1-154 048-591-5025
吉田医院 北本市中央1-70 048-591-2200
よしだ整形外科内科 北本市北本3-34 048-590-5720

歯科 あおぞら歯科医院 北本市深井6-151　林ビル2F 048-544-1515
あ行 アベ歯科医院 北本市北本3-3 048-591-2202

イノデンタルクリニック 北本市荒井3-371 048-591-6480
今村歯科医院 北本市東間8-104 048-543-1752
大島歯科医院 北本市中央4-174-1 048-592-5211
大塚歯科医院 北本市北本4-11 048-592-8319
岡野歯科医院 北本市本宿7-172 048-592-3399
オレンジ歯科 北本市深井2-1-1　マミーマート深井店内 048-594-8414

か行 北本みなみ歯科医院 北本市二ツ家4-88-1 048-590-5804
さ行 さいとう歯科医院 北本市東間3-100-25 048-543-4567

佐藤歯科医院 北本市栄7-1-27-101 048-591-1631
島田歯科医院 北本市本町6-116 048-592-9113
関根歯科医院 北本市本町3-84 048-592-0540

た行 竹間歯科医院 北本市西高尾1-272-1 048-592-7323
な行 西村歯科医院 北本市西高尾5-57-5 048-591-7504

根岸デンタルクリニック 北本市山中1-166 048-592-3758
野尻歯科医院 北本市東間4-138-7 048-542-6480

は行 ハートピア歯科・矯正歯科 北本市中丸8-117-1　カインズホーム北本中丸店内 048-501-8211
萩原歯科医院 北本市北本4-301 048-593-2251
ひろ歯科医院 北本市高尾1-71-3 048-578-8811
福田歯科医院 北本市北本2-16 048-591-2036
藤井歯科医院 北本市東間1-59 048-592-8271

ま行 まつざき歯科クリニック 北本市東間6-71 048-540-6480
もとき歯科医院 北本市下石戸下1248-3 048-593-4883

や行 友愛歯科クリニック 北本市中央1-63 3F 048-592-7148
わ行 若山歯科医院 北本市宮内5-75 048-593-1633
調剤 あいケア薬局北本店 北本市二ツ家1-374　マリオン北本125Ｂ 048-501-6181
あ行 アイン薬局北本店 北本市二ツ家2-139 048-598-8193

あおい薬局 北本市中央2-74 048-598-7250
アオキ薬局 北本市北本2-169 048-593-0366

北 本 市
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あさひ薬局 北本市北本2-47　メゾン大-101 048-593-2390
有馬薬局 北本市中丸2-48 048-591-4621
ウエルパーク薬局北本店 北本市中央3-45 048-590-5674
栄華堂はなさき薬局 北本市下石戸下1559-10 048-593-4807

さ行 さくら薬局北本石戸宿店 北本市石戸宿1-93-5 048-590-7777
さつき薬局西高尾店 北本市西高尾3-80-5 048-593-0017
そうごう薬局北本店 北本市下石戸下494-9 048-593-4851

な行 なかまる薬局 北本市中丸5-21-5 048-593-4218
のとや薬局 北本市東間1-67 048-591-0498

は行 ひかり薬局 北本市下石戸下1543-4 048-592-2150
ひまわり薬局本町店 北本市本町4-20-2 048-593-0100
ひまわり薬局本店 北本市北本宿196-7 048-591-9655
ひまわり薬局山中店 北本市山中1-166-2 048-591-8881
フレンド薬局北本店 北本市東間8-244-2 048-577-4204

ま行 まりも薬局 北本市宮内1-202　黒沢マンション1F 048-592-6351
や行 薬局アポック北本店 北本市本町6-240　豊田ビル1F 048-590-1336

有限会社岩下薬局 北本市本町3-19 048-591-4326
ユニコ薬局 北本市朝日2-305-1 048-591-8230

医科 朝日内科歯科医院 桶川市朝日3-14-10 048-774-9385
あ行 アベル内科クリニック 桶川市若宮1-4-52埼北ＳＳビル3Ｆ 048-787-5411

伊藤医院 桶川市寿1-14-12 048-771-1059
大谷記念病院 桶川市加納2216 048-728-2411
大野整形外科 桶川市坂田1514 048-728-1611
岡田整形外科 桶川市北2-2-1 048-776-2222
おかべ耳鼻咽喉科医院 桶川市北1-22-9 048-772-3492
桶川駅前こどもクリニック 桶川市若宮1-1-7桶川駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F 048-789-3222
桶川Ｋ．Nクリニック 桶川市若宮1-1-7桶川駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F　 048-787-7715
桶川腎クリニック 桶川市上日出谷644-1 048-789-5151
桶川中央クリニック 桶川市若宮2-2-22 048-786-6628
桶川西口クリニック 桶川市若宮1-4-52埼北SSビル2F　 048-789-5777
桶川日出谷診療所 桶川市下日出谷西3-3-4 048-786-7715
桶川みらいクリニック 桶川市若宮１-5-2　パトリア桶川4Ｆ　 048-789-0030

か行 加藤医院 桶川市西1-1-7 048-773-1787
かばやま眼科医院 桶川市下日出谷西1-32-1 048-786-0121
上日出谷楢原整形外科 桶川市上日出谷1167-1 048-789-2200
川田谷クリニック 桶川市川田谷3560-2 048-787-2531
神崎皮膚科クリニック 桶川市南1-3-14　　1Ｆ 048-778-3911
蔵田医院 桶川市寿1-3-8 048-771-1446
栗原クリニック 桶川市鴨川2-8-4 048-786-2168
小島医院 桶川市東1-2-17 048-771-1212

北 本 市
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小林産婦人科クリニック 桶川市北1-15-23 048-773-4135
さ行 埼玉県央病院 桶川市坂田1726 048-776-0022

坂部医院 桶川市東1-3-26 048-771-1055
末広整形外科 桶川市末広2-11-21 048-728-5166
鈴木内科医院 桶川市川田谷5828-1 048-787-3000

た行 田中胃腸医院 桶川市北1-10-13 048-771-1037
豊田医院 桶川市坂田東3-26-13 048-728-2377

な行 なかた呼吸器科内科クリニック 桶川市倉田字西窪台255-5 048-729-2811
は行 原田耳鼻咽喉科医院 桶川市若宮1-7-19パークサイド若宮101 048-787-5616

府川医院 桶川市若宮2-3-21 048-786-2672
プラムの里診療所 桶川市川田谷6222-3 048-787-2882

ベニバナ眼科クリニック
桶川市桶川都市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地
内42街区１画地ベニバナウオーク桶川1F

048-787-2955

や行 ゆげクリニック 桶川市朝日1-27-7 048-777-3000
ようだ眼科医院 桶川市西1-5-7 048-771-8880

わ行 渡辺医院 桶川市若宮1-6-39 048-787-2181
歯科 朝日内科歯科医院 桶川市朝日3-14-10 048-774-9385
あ行 新井歯科医院 桶川市東1-4-2 048-771-1162

市川歯科医院 桶川市若宮2-4-1 048-786-7084
いのうえ歯科クリニック 桶川市泉1-8-20 048-787-9000
岩瀬歯科医院 桶川市寿2-1-3 048-776-0822
うらべ歯科医院 桶川市下日出谷848-5 048-786-9710
オオタ歯科医院 桶川市泉1-8-34 048-786-6757
岡本歯科医院 桶川市鴨川1-21-7 048-786-3418

か行 クマキ歯科医院 桶川市泉2-14-40 048-787-2561
こかつ歯科医院 桶川市若宮1-1-14 048-786-6401
小林歯科クリニック 桶川市朝日2-4-15 048-776-6601

な行 ノーベルデンタルクリニック 桶川市若宮1-4-52　埼北SSビル2F 048-787-5558
野本歯科医院 桶川市若宮1-7-3 048-787-1233

は行 橋口歯科医院 桶川市東2-1-16 048-774-1878
花岡歯科医院 桶川市加納1007-3 048-728-2784
半澤歯科医院 桶川市寿2-18-16 048-774-8174
日出谷歯科医院 桶川市下日出谷943-223 048-786-4118
ひるま歯科医院 桶川市南1-2-20　マルイチビル2F 048-776-4123

ま行 望月歯科医院 桶川市寿1-15-3 048-771-1304
本木歯科医院 桶川市加納393-3 048-728-3443

や行 やなぎはら歯科医院 桶川市下日出谷西2-1-5 048-787-6482
ようだ歯科クリニック 桶川市西1-1-6 048-779-9100

ら行 ラフィネデンタルクリニック 桶川市寿1-11-17 048-782-4197 
リリィデンタルクリニック 桶川市鴨川1-1-39 048-789-4188

桶 川 市
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調剤 あい薬局　桶川店 桶川市若宮1-1-8 048-787-0207
あ行 エース薬局 桶川市若宮1-7-18 048-787-4864

ウエルシア薬局　桶川泉店 桶川市泉１－８－６ 048-789-2115
桶川クローバー薬局 桶川市西1-5-6 048-776-1201
桶川ロイヤル薬局 桶川市坂田1736-3 048-777-3008

か行 川田薬局　マイン店 桶川市若宮1-5-2 048-787-6616
さ行 センター薬局　桶川店 桶川市下日出谷西3-3-4 048-782-6141
た行 たちばな薬局 桶川市下日出谷西1-32-1 048-786-7903
は行 ひまわり薬局桶川南店 桶川市南1-3-14 048-772-5640

ふれあい薬局 桶川市倉田西窪台254-6 048-778-8207
ま行 前田薬局　朝日店 桶川市朝日1-27-8 048-770-2361

マスダ薬局 桶川市寿1-11-20 048-771-1140
みかん薬局　桶川店 桶川市坂田1519-9 048-729-0460

や行 薬局日本メディカル桶川店 桶川市若宮1-5-パトリア桶川４F 048-856-9041
わ行 わかば薬局　桶川店 桶川市若宮1-2-12 048-789-2188
医科 上尾アーバンクリニック 上尾市緑丘3-5-28シンワ緑丘ビル１Ｆ 048-778-1929

上尾胃腸科外科医院 上尾市上町2-13-3 048-771-6553
上尾眼科 上尾市上町1-1-15市川ビル2階 048-776-2217
上尾市平日夜間及び休日急患診療所 上尾市緑丘2-1-27上尾市東保健センター3階 048-774-2661
上尾甦生病院 上尾市地頭方421-1 048-781-1101
上尾整形外科 上尾市川289-45 048-781-1621
あげお第一診療所 上尾市小敷谷845-1 西上尾第一団地2-38-102 048-726-2765

上尾高沢クリニック 上尾市宮本町9-4 048-777-5501
上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10 048-773-1111
上尾内科循環器科 上尾市平方4138 048-781-9122
上尾脳神経外科クリニック 上尾市本町1-3-16 048-776-8800
上尾の森診療所 上尾市中分1-174-2 048-725-0378
上尾二ツ宮クリニック 上尾市二ツ宮954-1 048-773-4994
上尾メンタルクリニック 上尾市上町１-１-１５ 市川ビル６Ｆ 048-788-1522
鯵坂医院 上尾市平方2685 048-725-2029
あだち内科神経内科クリニック 上尾市宮本町2-1 アリコベール上尾サロン館1階 048-771-3322
有馬整形外科 上尾市春日2-24-1 048-777-5700

池田医院 上尾市本町3-8-15 048-771-0227

石橋内科クリニック 上尾市中分1-1-6 048-783-1484

今村整形外科・外科 上尾市栄町1-14 048-774-8331
江口医院 上尾市須ケ谷1-76-5 048-772-3772
榎本医院 上尾市中分1-28-7 048-725-1651
榎本クリニック 上尾市緑丘1-9-5 048-771-1610
江原医院 上尾市上1148-2 048-773-8686
おおたけ眼科 上尾医院 上尾市壱丁目３６７ アリオ上尾２階 048-729-6257

上尾市

桶 川 市
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か行 柿沢外科医院 上尾市原市600-3 048-721-0600

かしの木内科小児科クリニック 上尾市上尾村453-7 048-770-2211
かすが耳鼻咽喉科医院 上尾市春日1-36-35 048-777-3051
上平内科クリニック 上尾市春日2-24-1 048-778-0070
上平ファミリークリニック 上尾市菅谷266-3 048-778-2332
かわかみこどもクリニック 上尾市藤波3-188 048-789-3110
眼科サンアイ上尾医院 上尾市宮本町4-18原島ビル2階 048-772-0031
北上尾クリニック 上尾市上144-2 048-779-2111
北上尾すこやかクリニック 上尾市原新町15-14 048-779-3511
こしきや内科リウマチ科クリニック 上尾市小敷谷39-1 048-782-4861
こしの眼科クリニック 上尾市原市中3-1-8 048-872-7772
小松眼科 上尾市谷津2-1-50-1 048-779-0505

さ行 小山内科医院 上尾市向山1-60-12 048-783-1122
齋藤外科胃腸科 上尾市今泉104-4 048-781-2155
さいとうハートクリニック 上尾市春日1-45-6 048-779-3851
佐川医院 上尾市春日1-45-13 048-773-8600
佐々木医院 上尾市平塚1701 048-773-6117
清水内科医院 上尾市瓦葺2670 048-721-5881

た行 関口医院 上尾市平方4422-2 048-726-0435
武重外科・整形外科 上尾市上281 048-775-0001

な行 たまき整形外科・内科 上尾市上尾下973-23 048-775-1433
中沢医院 上尾市柏座2-13-4 048-771-3747

中島ヒフ科クリニック 上尾市宮本町3-2-209 048-772-3511
中妻クリニック 上尾市中妻5-12-5 048-770-0722
中村内科医院 上尾市愛宕2-4-1 048-775-5520
ナラヤマレディースクリニック 上尾市本町1-1-7 048-771-0002
西上尾第二団地診療所 上尾市小敷谷77-1西上尾第二団地3-1-101 048-725-2367

は行 西村ハートクリニック 上尾市宮本町3-2-202 048-778-2526
畑医院 上尾市愛宕3-8-65 048-771-0201
原市診療所(子育て支援医療費、ひとり親家庭等医療費のみ) 上尾市原市3336-4-20-107 048-721-0910
はら内科クリニック 上尾市愛宕1-28-18 048-771-0008
ひらしま産婦人科 上尾市原市1464 048-722-1103

福島医院 上尾市愛宕2-18-25 048-775-3111
藤塚医院 上尾市仲町1-2-3 048-771-0010
藤村病院 上尾市仲町1-8-33 048-776-1111
本田小児科医院 上尾市瓦葺1022 048-723-0771

ま行 前田内科医院 上尾市本町4-9-14 048-774-5110
松沢医院 上尾市西宮下4-335-1 048-776-0555
まつもと糖尿病クリニック 上尾市柏座2-4-28 1F 048-775-2222
幹クリニック 上尾市西門前104 048-774-4877

上尾市
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みどり皮フ科クリニック 上尾市春日2-24-1 048-778-0678

武蔵野病院 上尾市栄町15-32 048-771-4686
村田内科胃腸科医院 上尾市浅間台4-3-6 048-773-0223

や行 山口クリニック 上尾市向山2-8-12 048-726-3309
山崎耳鼻咽喉科医院 上尾市小泉2-24-3 048-725-3315
よこづか眼科 上尾市久保457-8 048-779-2300
吉岡医院 上尾市原市431-3 048-720-7100

わ行 わたなべクリニック 上尾市原市2387-2 048-724-0611
歯科 愛仁クリニック 上尾市上町1-8-11 048-771-0332
あ行 赤羽歯科 上尾市谷津2-2-19 048-774-9811

秋山歯科医院 上尾市平方526 048-725-2068
上尾中央総合病院 歯科口腔外科 上尾市柏座1-10-10 048-773-1111
上尾西口歯科 上尾市谷津2-1－50－9　モンシェリー3号館1F 048-775-3860
浅間台歯科医院 上尾市弁財2-3-19 048-774-7616
五十嵐歯科医院 上尾市向山3－57－17 048-781-3040
池田歯科医院 上尾市小敷谷804-7 048-725-3503
石原歯科医院 上尾市中分1-2-22 048-726-3232
井田歯科医院 上尾市柏座4-5-10 048-771-7911
市川歯科医院 上尾市大字上741-1 048-775-5212
井原歯科医院 上尾市浅間台1-4-24 048-773-3810
植木歯科医院 上尾市上町2-2-24 048-771-1785
内田歯科医院 上尾市上平中央2-25-1 048-793-7201
榎本歯科医院 上尾市中分2-43-2 048-726-1002
えのもと歯科クリニック 上尾市春日1-30-40 048-775-1131
M・I歯科医院 上尾市上1117 048-771-8648
おおば歯科医院 上尾市春日2‐24‐1 048-795-7474
おかだ歯科医院 上尾市西宮下3-251-2 048-771-1488
小川歯科医院 上尾市富士見1-6-29 048-772-3990
おにくぼ矯正歯科 上尾市上町1‐4‐18　ODCビル1F 048-779-2525

か行 河合歯科医院 上尾市仲町1-8-30 048-775-6060
川田歯科医院 上尾市中分1-21-7 048-781-2723
川野歯科医院 上尾市宮本町10-30 048-771-0202
神田歯科医院 上尾市原新町4-1 048-775-7705
工藤歯科医院 上尾市本町1-10-1 048-772-8148
小林歯科医院 上尾市上町1-4-3　小林ビル2F 048-775-1175

さ行 齋藤歯科医院 上尾市柏座3-10-13 048-775-7177
白鳥歯科・矯正歯科 上尾市瓦葺934-1 048-723-0000
新海歯科医院 上尾市大字壱丁目346-10 048-725-2365
杉山歯科 上尾市愛宕3-4-1 048-771-8049
須田歯科医院 上尾市緑丘4-8-28 048-771-8148

上尾市
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た行 第一歯科診療所 上尾市小敷谷845-1　西上尾第一団地2-38-104 048-781-3490
高橋歯科医院 上尾市富士見2-20-25　まつやビル２Ｆ 048-774-7738
千代歯科医院 上尾市仲町1-6-1 048-771-3174
塚本歯科医院 上尾市上1586-2 048-772-3252
土岐歯科医院 上尾市柏座2-10-13 048-774-5129

な行 なかむら歯科 上尾市愛宕2-2-21 048-773-7597
南波歯科医院 上尾市瓦葺2716　尾山台団地4-1-101 048-722-9476
西宮下歯科医院 上尾市西宮下4-321-2 048-772-3201
西村ハートクリニック歯科 上尾市宮本町3-2　シティタワー上尾駅前202 048-778-9881
沼尻歯科医院 上尾市緑丘5-3-8 048-776-4618
根岸歯科クリニック 上尾市谷津2-1-50-38 048-774-0461
野本歯科医院 上尾市原市1104 048-721-7777

は行 畑内科歯科医院 上尾市須ケ谷3-41 048-773-2112
林歯科医院 上尾市上町1-2-26 048-774-2895
はらいちだんち歯科・矯正歯科診療所 上尾市原市3336　原市団地4-20-106 048-722-9449
東山歯科医院 上尾市瓦葺1727-5 048-721-5957
広瀬歯科医院 上尾市原市2077-10 048-722-7227
藤倉歯科医院 上尾市川1-6-19 048-726-5060
堀井歯科医院 上尾市西宮下4-230 048-775-2155
ほんだ歯科 上尾市中妻1-2-15　2F 048-772-8779

ま行 まさみ歯科医院 上尾市原市4170-1　SKビル101 048-721-8810
マチダデンタルオフィス 上尾市西宮下4-354-1 048-773-8811
松本歯科医院 上尾市泉台2-10-14 048-772-2417
三門歯科医院 上尾市二ッ宮762-5 048-773-9181
ミドリ歯科医院 上尾市向山2－43－4 048-725-6110
三原歯科医院 上尾市小敷谷880－62　三井ｻﾆｰﾀｳﾝ上尾Ｃ-７-１ 048-726-0234
もりた歯科医院 上尾市井戸木1-13-9 048-773-7554

や行 ヤナセ矯正歯科 上尾市小泉8-16 048-781-6480
矢部歯科医院 上尾市上13-2 048-776-7800
湯本歯科医院 上尾市上904 048-776-2211
吉岡歯科医院 上尾市緑丘1-6-19 048-771-5330
吉田歯科医院 上尾市柏座3-5-10　山久ビル２Ｆ 048-775-9195

わ行 ワールド歯科 上尾市向山2-3-4 048-783-1001
渡辺歯科 上尾市柏座1-10-3-113 048-773-9476

調剤 アイン薬局上尾駅前店 上尾市宮本町3-2-209 048-871-5893
あ行 アイン薬局上尾二ツ宮店 上尾市二ツ宮955-1 048-871-8793

あおば薬局 上尾市柏座1-11-15-108 048-779-5512
上尾グリーン薬局 上尾市柏座1-12-1 048-775-8910
上尾クローバ薬局 上尾市菅谷265-1 048-778-7725
あげおシーエス薬局 上尾市柏座1-12-3 048-779-5335

上尾市
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あげおシーエス薬局2号店 上尾市柏座1-10-3 048-782-6370
浅間台薬局 上尾市浅間台4-1-10 048-777-6233
足立屋薬局 上尾市上町1-2-33 048-771-0040
イシイ薬局 上尾市原市2381-43 048-720-1706
いしい薬局 上尾市原市431-4 048-724-1111
石井薬局本店 上尾市原市774-1 048-721-2704
いずみ薬局 上尾市仲町1-8-32 048-776-2332
ウエルシア上尾東薬局 上尾市東町2-8-7 048-770-2378
ウエルシア上尾栄薬局 上尾市栄町1-7 048-772-1059
ウエルシア薬局上尾柏座店 上尾市柏座2-6-2 048-779-5235
ウエルシア薬局上尾春日店 上尾市春日1-48-2 048-778-3755
ウエルシア薬局上尾弁財店 上尾市弁財2-4-1 048-779-6220
㈱岡田薬局 上尾市谷津2-1-34 048-771-6170
尾山台薬局 上尾市瓦葺2688-2 048-721-3738
オリーブ薬局 上尾市上尾下973-27 048-774-1627

か行 かしの木薬局 上尾市中分1-27-18 048-780-1711
かしわざ中央薬局 上尾市柏座1-10-13 048-783-4532
㈱キク薬局 上尾市瓦葺2716 048-721-0982
キベ薬局西口店 上尾市谷津2-1-1 048-776-1543
キベ薬局東口店 上尾市宮本町2-1 048-771-0223
共立堂薬局 上尾市須ヶ谷2-124 048-771-2822
クオール薬局上尾店 上尾市柏座2-9-16 048-773-7117
クオール薬局かみごう店 上尾市上1166-5 048-777-5977
クオール薬局西宮下店 上尾市西宮下4-342-6 048-776-4438
くぼ薬局 上尾市久保457-74 048-777-6311
クローバー薬局 上尾市今泉221-9 048-780-5555
ケミスト薬局上尾店 上尾市愛宕3-9-25 048-772-4035
木の実薬局 上尾市大字上尾村字日向451-3 048-779-6770

さ行 斉藤薬局 上尾市宮本町15-3 048-771-5490
さくら薬局 上尾市今泉1-40-10-1階 048-780-7820
さくら薬局上尾小泉店 上尾市大字小泉26-1 048-783-0077
（有）サトウ薬局 上尾市本町4-10-41 048-774-3945
さんくす薬局原市店 上尾市原市中3-1-8 048-878-9125
サン調剤薬局 上尾市宮本町5-18 048-771-9341
白ゆり薬局 上尾市原市247-1 048-721-5354
㈱鈴木薬局上尾本町店 上尾市本町5-13-27 048-773-1519
すばる薬局 上尾市柏座2-8-2 048-778-4555
(有)成光堂薬局 上尾市仲町1-7-9 048-771-0451

た行 センター薬局 上尾市大字小敷谷77-1 048-725-1438
たかはし薬局 上尾市大字向山595 048-726-6727

上尾市
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たむら薬局 上尾市瓦葺1160 048-721-3582
たんぽぽ薬局 上尾市上1568-1 048-776-0790

な行 中川薬局上尾店 上尾市藤波3-191 048-789-2208
なごみ薬局 上尾市原新町15-14 048-773-4617
西上尾薬局 上尾市小敷谷52-3 048-780-2495

は行 ひだまり薬局 上尾市春日1-44-4 048-871-9125
㈱日吉薬局 上尾市小敷谷282-1 048-725-5581
平方薬局 上尾市平方3879-5 048-780-3500
ふたば薬局 上尾市愛宕2-7-7 048-775-3990
ほうゆう薬局上尾店 上尾市久保18-2 048-776-1807

ま行 みどり薬局 上尾市須ヶ谷3-39-2 048-778-5555
向山薬局 上尾市向山1-59-7 048-783-0050

や行 薬局上尾 上尾市地頭方字北谷418-6 048-726-5512
ら行 リズム薬局上尾店 上尾市中分1-1-6 048-783-1970
わ行 わかば薬局 上尾市中分1-12-1 048-781-0042
医科 石くぼ医院 北足立郡伊奈町学園2-187 048-872-6121
あ行 伊奈病院 北足立郡伊奈町小室9419 048-721-3692

伊奈中央病院 北足立郡伊奈町寿4-43 048-721-3022
今成医院 北足立郡伊奈町小室2469-2 048-723-8280
内田クリニック 北足立郡伊奈町内宿台5丁目4番地 048-728-9296
尾崎内科クリニック 北足立郡伊奈町本町1-289-1 048-720-1701

か行 金崎内科医院 北足立郡伊奈町内宿台3-40 048-728-8550
木村クリニック 北足立郡伊奈町小室10051-1 048-723-8884

さ行 埼玉県立がんセンター 北足立郡伊奈町小室780 048-722-1111
埼玉県立精神医療センター 北足立郡伊奈町小室818-2 048-723-1111

た行 しらさき眼科医院 北足立郡伊奈町大針847-1 048-792-0249
な行 鳥山こどもクリニック 北足立郡伊奈町大針957-4 048-723-5557
ま行 希望病院 北足立郡伊奈町小室3170 048-723-0855
や行 みやうち内科・消化器内科クリニック 北足立郡伊奈町寿2-144-4 048-783-3751

世沢整形外科 北足立郡伊奈町小室2216-1 048-723-9191
歯科 大津歯科医院 北足立郡伊奈町小室2552-1 048-721-1181
あ行 小島歯科医院 北足立郡伊奈町大針618-3 048-723-0006
か行 ことぶき歯科医院 北足立郡伊奈町寿2-143-2 048-729-0820

こむろ歯科医院 北足立郡伊奈町小室5491-5 048-724-0700
さ行 さくら歯科医院 北足立郡伊奈町小室9725 048-724-1182

さわだファミリー歯科 北足立郡伊奈町小室9749 048-723-8217
た行 高野歯科医院 北足立郡伊奈町小室2203-1 048-721-8148
な行 中村歯科医院 北足立郡伊奈町栄4-169 048-720-1800
は行 服部歯科医院 北足立郡伊奈町寿3-132-2 048-728-5323
調剤 あいの薬局 北足立郡伊奈町小室4294-8 048-723-5101

伊奈町
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あ行 伊奈オリーブ薬局 北足立郡伊奈町栄3-15-4 048-720-0131
伊奈中央薬局 北足立郡伊奈町小室10051-1 048-796-0296
（有）伊奈薬局 北足立郡伊奈町本町1-101 048-721-0205
おおの薬局 北足立郡伊奈町栄4-154 048-722-6574

か行 杏林薬局 北足立郡伊奈町小室卯ノ木389-6 048-723-0065
杏林薬局伊奈店 北足立郡伊奈町小室767-10 048-722-0009
こすもす薬局 北足立郡伊奈町本町1-289-2 048-723-9311

さ行 スギ薬局伊奈店 北足立郡伊奈町学園2-188-1　ウニクス伊奈店内 048-720-7570
た行 たにだ薬局 北足立郡伊奈町大字大針字向原771 048-724-3005
は行 ひかりが丘薬局 北足立郡伊奈町内宿台3-34 048-728-8588
ま行 みどり薬局 北足立郡伊奈町寿2-144-6 048-871-8188
や行 薬樹薬局伊奈 北足立郡伊奈町小室9395 048-722-9575

伊奈町
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