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後
楽
地
区

医療法人社団スペクトラム
東京血管外科クリニック

後楽一丁目1番1号
TK CENTRAL2階

心血、皮、形、
内、外、循内 3556-4103

竹田診療室 後楽一丁目3番61号
東京ドーム内1階 整 3817-6764

おおたき循環器内科
クリニック

後楽一丁目4番14号
後楽森ビル2階 内、循 5842-6467

医療法人社団翔貴会
須田整形外科クリニック 後楽二丁目23番15号 整、リハ、内、

皮 3811-0881

春
日
地
区

医療法人社団講道館
ビルクリニック

春日一丁目16番30号
講道館本館6階 内、外、整 5842-6311

医療法人社団芳明会
小石川医院

春日二丁目10番18号
ランダム小石川1階 内、小、外、皮 3816-3151

ようようインター
ナショナルクリニック

春日二丁目11番8‐304号
藤和春日ホームズ 内、病 3946-5886

小
石
川
地
区

てしまクリニック 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー地下1階 皮、形、内 5804-1241

医療法人社団同友会
春日クリニック第二

小石川一丁目12番16号
小石川TGビル
4階・5階・6階・7階・8階

内、消、外、婦 3816-5840

医療法人社団同友会
春日クリニック

小石川一丁目12番16号
小石川TGビル
1階・2階

内、循内、
呼内、精、
消内、婦、放

3813-0080

小石川柳町クリニック 小石川一丁目13番9号
クリオ文京小石川103号室

小、内、ア、
呼内、循小 5805-3749

春日眼科 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川2階 眼 3815-0177

かすが耳鼻咽喉科 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル3階 耳 5689-8741

東京健生病院 大塚四丁目３番８号 内、呼内、循内、消内、神内、外、呼外、整、脳、精、皮、泌、婦、眼、耳、リハ、腎、小、消外、肛、麻 3944-6111

医療法人社団大坪会
小石川東京病院（休止中） 大塚四丁目４５番１６号 心内、精 6912-2039

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 本郷三丁目１番３号 内、呼、消、循、小、精、神、外、整、形、脳、呼外、心血、小外、産科、婦、眼、耳、皮、泌、リハ、放、麻、歯口、救、腫、緩、病 3813-3111

一般財団法人 慈愛病院 本郷六丁目１２番５号 内、消内（内視鏡）、皮、外、乳外、肛外、放 3812-7360

東京大学医学部附属病院 本郷七丁目３番１号
内、循内、呼内、小、精、外、整、脳、小外、産婦、眼、皮、泌、放、麻、リハ、病、消内、腎臓・内分、糖尿病・代、
血液・腫、ア・リウ内、感、神内、老、心臓内、心外、呼外、女外、頭頸部・耳、形成・美、歯口・矯、臨、救、胃・食、
大腸・肛外、血外、乳腺・泌外、臓外、肝・胆・膵外

3815-5411

東京医科歯科大学医学部附属病院 湯島一丁目５番４５号 内、小、精、神内、外、整、形、脳、心血、産婦、眼、耳、放、麻、呼内、呼外、皮、循内、泌、病、救、リハ、血外 3813-6111

東京医科歯科大学歯学部附属病院 湯島一丁目５番４５号 歯、矯、小歯 3813-6111

医療法人社団大坪会 東都文京病院 湯島三丁目５番７号 内、循内、神内、血内、皮、小、精、外、乳外、泌、整、眼、耳、産婦、リハ、放、麻、歯 3831-2181

日本医科大学付属病院 千駄木一丁目１番５号 内、小、心内、精、神内、リウ、外、整、形、脳、呼外、心血、産婦、眼、耳、皮、泌、放、麻、循内、呼内、血内、消外、
リハ、病、救、歯、腎、肝、消内、内泌、老、漢内、泌外 3822-2131

東京都立駒込病院 本駒込三丁目１８番２２号 内、呼内、消内、循内、血内、腎、内泌、腫、緩、感、小、精、神内、外、整、形、脳、骨、皮腫、食、肝・胆・膵外、胃
外、大腸外、乳外、呼外、婦、眼、耳、泌、リハ、放、麻、歯口、病、肝 3823-2101

小
石
川
地
区

クリニックヨウコ 小石川一丁目22番9号
TRESCASASビル202号 皮、内 5809-0022

医療法人社団千晶会
千晶こどもクリニック

小石川一丁目24番3号
コイシカワコロン1階 ア、小 3868-0703

東京保健生活協同組合
セツルメント菊坂診療所

小石川一丁目24番3号
1階～3階

内、循内、
消内、糖 3811-0016

春日駅前
あべファミリークリニック

小石川二丁目1番12号
小石川トーセイビル6階 内、脳、整 3830-0395

後楽園駅前診療所 小石川二丁目6番5号
小石川二丁目ビル1階 小、精、内、泌 6801-8191

小石川循環器内科
クリニック

小石川二丁目24番14号
TM畑中小石川1階

内、循内、糖、
ア 6801-8450

医療法人社団緑寿会
小林クリニック 小石川三丁目16番19号 内、皮 5689-2025

中村クリニック 小石川三丁目27番6号 内、消、外 3818-7677
豊田耳鼻咽喉科
クリニック 小石川三丁目27番13号 耳 3811-4133

ふくだ皮ふ科 小石川三丁目35番11号１階 皮、小皮、ア 3868-2229

小林医院 小石川四丁目17番1号 内、小、整 3811-4630
医療法人社団弘寿会
小石川ホームクリニック

小石川四丁目20番1号
イトークリエイト小石川ビル3階 内、心内 3868-8282

三橋医院 小石川四丁目20番1号
イトークリエイト小石川ビル6階 内、小 3816-3284

医療法人社団桜和光会
良田眼科

小石川四丁目21番2号
ハイツ小石川2階 眼 3816-1300

茗荷谷
レディースクリニック

小石川五丁目3番4号 
ラ・ヴェリエール文京ビル3階 婦、産婦 3830-0495

診療科目一覧表
内…内科
呼…呼吸器科
消…消化器科
消外…消化器外科
胃…胃腸科
循…循環器科
大…大
小…小児科
精…精神科
児精…児童精神科
神…神経科
神内…神経内科
心内…心療内科
内視…内視鏡内科

ア…アレルギー科
リウ…リウマチ科
外…外科
整…整形外科
形…形成外科
美…美容外科
美皮…美容皮膚科
小皮…小児皮膚科
脳…脳神経外科
呼外…呼吸器外科
呼内…呼吸器内科
呼ア…呼吸器アレルギー科
糖…糖尿病内科
代…代謝内科

内分…内分泌内科
泌外…内分泌外科
内泌…内分泌代謝内科
脂…脂質代謝内科
肝…肝臓内科
腎…腎臓内科
感…感染症内科
老…老年内科
胃内…胃腸内科
心血…心臓血管外科
小外…小児外科
小神…小児神経内科
産婦…産婦人科
産…産科

婦…婦人科
眼…眼科
小眼…小児眼科
耳…耳鼻咽喉科
気…気管食道科
皮…皮膚科
泌…泌尿器科
性感…性感染症内科
肛…肛門科
肛外…肛門外科
リハ…リハビリテーション科
放…放射線科
緩…緩和ケア内科
緩外…緩和ケア外科

麻…麻酔科
漢内…漢方内科
漢眼…漢方眼科
歯…歯科
矯…矯正歯科
小歯…小児歯科
歯口…歯科口腔外科
循内…循環器内科
循小…循環器小児科
消内…消化器内科
血内…血液内科
血外…血管外科
臓外…臓器移植外科
心血外…心臓血管外科

救…救急科
乳外…乳腺外科
女内…女性内科
女外…女性外科
女泌…女性泌尿器科
ペ…ペインクリニック内科
腫…腫瘍内科
病…病理診断科
骨…骨軟部腫瘍外科
皮腫…皮膚腫瘍外科
食…食道外科
心臓内…心臓内科
心外…心臓外科
臨…臨床検査科

女精…女性精神科
小耳…小児耳鼻咽喉科
疼…疼痛緩和内科
が…がん内科
が精…がん精神科
小糖…小児糖尿病内科
小内…小児内分泌内科
思…思春期内科
あ…あん摩
は…はり
き…きゅう
柔…柔道整復
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小
石
川
地
区

茗荷谷駅前医院 小石川五丁目4番5号 
クレール21ー2階 精、神、心内 3944-2500

医療法人社団千秋双葉会
茗荷谷耳鼻咽喉科・
アレルギー科

小石川五丁目5番2号 
バンビビル2階 耳、ア 3944-8711

中沢眼科医院 小石川五丁目5番7号 眼 3944-1838

湯坂クリニック 小石川五丁目7番3号 内、外 5981-8288

ココメディカルクリニック 小石川五丁目34番10号
COCOビル

皮、ア、内、
婦、小皮 6882-3319

医療法人社団あかし会
山村クリニック

小石川五丁目37番6号
井浦ビル1階

内、胃内、外、
内視 3818-5767

森こどもクリニック 小石川五丁目40番21号 小、ア 5803-7887

白
山
地
区

医療法人社団一灯会
八千代診療所 白山一丁目5番8号 内、小、精 3811-4519

医療法人社団木の実会
やまね皮フ科クリニック 白山一丁目21番6号 1階 美、皮 6801-9790

よしはし
耳鼻咽喉科医院

白山一丁目25番16号
ミラーユ白山1階 耳 5848-8118

澤田こどもクリニック 白山一丁目33番16号
パークコートプレイス2階 小、ア 5840-7838

わたなべ皮膚科 白山一丁目33番16号
パークコートプレイスビル4階 皮、形 3830-8080

オクノクリニック東京白山 白山一丁目33番16号
パークコートプレイスビル3階 整、放 6801-6197

医療法人社団
中野小児科内科

白山一丁目33番23号
ベルメゾン文京白山
1階101号

内、小、ア、
皮、呼内 5805-8551

山内整形外科 白山二丁目1番2号 整、外 3813-5591

小石川インターナショナル
クリニック

白山二丁目29番4号
泉白山ビル1階 内 6757-2060

医療法人社団泰篤会
保坂こどもクリニック

白山五丁目27番12号
カーサホーマット1階 小 3946-0641

はとり内科クリニック 白山五丁目33番3号 
パレクレール白山1階 内、循 5800-2210

白山ながみね眼科 白山五丁目36番9号 
白山麻の実ビル5階 眼 5842-2232

吉川クリニック 白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル4階

心内、精、
児精 5840-5677

医療法人社団光樹会白山
レディースクリニック

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル9階

産婦、婦、女内、
美皮、乳外 5689-3070

医療法人社団翔健会
くろだ医院

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル2階

内、外、消内、
皮、リハ 5804-3211

千
石
地
区

医療法人社団静朗会
千葉医院

千石一丁目6番16号 
ライズヒル千石101号室

内、循内、小、
耳、ア 3941-1340

文京整形外科 千石一丁目27番8号
3階

内、リウ、整、
リハ 5940-3123

渋谷眼科 千石一丁目28番4号
エムズビル1階 眼 3944-1103

医療法人社団杉交会
杉山クリニック

千石二丁目13番13号
1階

内、神内、
脳神、皮、リハ 3944-5933

近藤クリニック 千石四丁目3番16号 内、消、小 3944-1820

医療法人社団光永会
光永クリニック 千石四丁目4番1号 内、呼、消、

循、小、放 3943-0270

水間クリニック 千石四丁目8番1号 内、小 5976-7350

祐ホームクリニック 千石四丁目25番5号
KSTビル3階

内、外、整、神
内、皮、緩、精

050-3784-
2001

三輪医院 千石四丁目26番8号 内 5976-9933

掛川整形外科 千石四丁目39番18号 整、リハ 5319-8500

赤池耳鼻咽喉科医院 千石四丁目40番2号 耳 5976-3355

水
道
地
区

矢野医院 水道一丁目3番31号 内 3811-5787

守谷医院 水道二丁目10番1号 内、精 3941-9673

坂巻クリニック 水道二丁目14番7号
C＆H中原1階 内 3941-6074

小
日
向
地
区

石原医院 小日向一丁目6番6号 内、小、放 3941-8526

医療法人社団TKG会
小日向台町クリニック

小日向三丁目7番4号 
メゾンたかむら202号室 内 5981-9876

こひなた眼科 小日向四丁目4番3号 
カーネ小日向102号室 眼 3944-5566

しおざわクリニック 小日向四丁目4番3号 
カーネ小日向103号室

泌、内、形成外、
皮、美皮 3945-3711

茗荷谷
なかむらクリニック

小日向四丁目5番16号
ツインヒルズ茗荷谷ビル1階 内、外、肛 3945-6161

茗荷谷かさい眼科 小日向四丁目6番12号
茗荷谷駅MFビル2階 眼 6912-2844

医療法人社団健永いずみ会
岩瀬クリニック

小日向四丁目6番15号
茗荷谷駅MFビル4階

内、ア、外、整
形外、皮、循
内、消内、婦

5940-7151

医療法人社団春日会
伝通院クリニック

小日向四丁目6番18号
アマーレ茗荷谷201号室 内、小、耳 6912-1565

こひなたクリニック 小日向四丁目6番22号
アセント茗荷谷8階 内、皮 5395-5072

コパーズ・
茗荷谷クリニック

小日向四丁目7番20号
コパーズ・茗荷谷ビル1階

外、内、消外、
肛外、皮、麻、
リハ、ア

5976-2207

大
塚
地
区

みらいメディカル
クリニック茗荷谷

大塚一丁目4番15‐202号
アトラスタワー茗荷谷

内、胃内、循内、
小、ア、美皮 3943-0123

白土内科 大塚一丁目5番18-2B号 内 5976-2100

はりまざかクリニック
耳鼻咽喉科・アレルギー科

大塚一丁目5番18号
大伴ビル9A号室 耳、ア、小耳 6304-1510

吉村小児科 大塚二丁目18番6号 小 3943-3806

めぐみクリニック
大塚三丁目1番6号 
ラ・トゥール小石川
3階3A号室

精、心内、
児精 5981-8990

医療法人社団千秋双葉会
茗荷谷キッズクリニック

大塚三丁目1番6号
ラ・トゥール小石川
地下1階A1号室

小、ア、循小 5976-3077

えなのさとクリニック 大塚三丁目1番10号
ラ・ネージュ小石川206

内、小、心内、
麻、皮 5976-3065

矢吹女性心身クリニック 大塚三丁目1番10号 
ラ・ネージュ小石川303号室 心内、女精 3946-2580

岡皮フ科クリニック 大塚三丁目5番1号
茗荷谷クリアビル2階 皮、ア 6912-0213

医療法人社団心緑会
小石川メンタルクリニック

大塚三丁目6番5号
白井ビル
1階、2階、3階、4階

精、心内 3943-5858

斉藤整形外科 大塚三丁目7番15号 整、リハ 3941-8052

森内科 大塚三丁目35番8号 1階
内、呼内、糖、
代、腎、感、ア、
内分、脂、老

3945-8188

医療法人社団拓諭会
やすだクリニック

大塚四丁目45番4号
地下1階～地上1・2

内、消、外、整、
眼、肛、リハ 3945-5055

医療法人社団護友会
友成第二病院 大塚五丁目40番18号

整、形、リハ、
循内、消内、
内、外

3941-8583

東京保健生活協同組合
大塚診療所 大塚六丁目9番10号 

内、呼、循、
小、外、整、
眼、皮

3947-5521

関
口
地
区

田中医院 関口一丁目1番3号
プラザ飯田橋1階

内、消、循、
皮、リハ 3266-1407

江戸川橋
さくらクリニック

関口一丁目1番6号
新星ビル4階 内、消内 5227-3433

江戸川橋
皮フ科クリニック

関口一丁目3番7号 
CROSS神楽坂1階 皮、ア、小皮 5227-8715

あんず心の
クリニック

関口一丁目13番12号
武田ビル4階 精、心内 5579-8836

▼ 
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関
口
地
区

医療法人社団一専会
神楽坂ホームケア
クリニック

関口一丁目13番14号
向井ビル2階・3階 内、泌、小 5227-7878

医療法人社団秀志会
松平小児科

関口一丁目15番9号
1階 内、小、眼 3267-4077

医療法人社団誠仁
メディカル誠ウィメンズ
クリニック

関口一丁目18番6号
2階 産婦 3513-0355

江戸川橋クリニック
耳鼻咽喉科

関口一丁目19番6号
弥助ビル4階 耳 3235-3387

江戸川橋胃腸肛門
クリニック

関口一丁目19番6号
弥助ビル5階

消内、肛外、
内 3269-2020

佐野眼科 関口一丁目45番15号 
日火江戸川橋ビル204 眼 5229-4018

目
白
台
地
区

医療法人社団
すずき医院

目白台一丁目23番7号
グリーンヒルズ目白台101

内、小、消内、
循内、麻 3941-1590

三浦内科クリニック 目白台二丁目12番5号 内、消内、
肛外、外、ア 5319-3321

早期緩和ケア大津秀一
クリニック

目白台二丁目13番2号
K・Bビル402

緩、疼、が、
が精 6912-0217

向井内科クリニック 目白台三丁目16番12号 内 6912-1304

音
羽
地
区

医療法人社団幸樹会
おとわ内科・脳神経外科
クリニック

音羽一丁目5番17号
 音羽クリニックビル
1階、2階、3階

内、脳 6662-7755

音羽皮膚科クリニック 音羽一丁目9番4号 皮 3942-0193

友成整形・形成外科 音羽一丁目14番2号
三井音羽ハイツ101

内、整、形、
リハ 5940-0102

音羽耳鼻咽喉科医院 音羽一丁目20番2号 201号 耳 3947-4338
医療法人社団和幸会
上田医院

音羽一丁目20番15号
サンビュー102号 内、外、胃 3943-0268

本
郷
地
区

水道橋ひふ科クリニック 本郷一丁目14番4号
AU南陽堂ビル1階

皮、美皮、
小皮、ア 5684-4112

本郷さいとうクリニック 本郷一丁目20番9号 
コハタビル2階

内、精、神、
心内 5842-2215

医療法人社団大地の会
本郷ファミリークリニック

本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル6階

内、循内、
呼内、外 3868-7501

後楽園
ウィメンズクリニック

本郷一丁目33番8号 
ハウス本郷ビル4階 婦、産 5689-5500

一般財団法人近藤記念
医学財団富坂診療所

本郷一丁目33番9号 
ドン・キホーテ後楽園ビル3階

内、循内、
消内、神内 3814-2662

太田明々堂眼科医院 本郷一丁目33番12号
103号 眼 3811-0318

後楽園こころのあかり
クリニック

本郷一丁目35番26号
LEREVE文京本郷2階 心内、精 3812-5562

本郷三丁目・
植村クリニック

本郷二丁目25番14号
第一ライトビル202号 神内 3811-0515

一宮クリニック 本郷二丁目27番8号 
太陽館ビル 内、産、婦 3818-5371

心陽クリニック 本郷二丁目29番3号
UK’Sビル3階

内、心内、麻、
ペ、精

050-3692-
2107

飯田医院 本郷二丁目32番12号 内、小 3811-4952
きたなかこども成長
クリニック

本郷二丁目37番6号
稲毛屋ビル4階

小、小糖、
小内、思 3817-0976

医療法人社団一如会
相田医院 本郷二丁目39番13号 内 3811-4859

文京眼科医院 本郷二丁目40番3号 眼 3813-1117
本郷東大前
こころのクリニック

本郷二丁目40番11号
かねやすビル3階・4階 精、心内 6801-8115

エムズクリニック 本郷二丁目40番17号
本郷若井ビル6階 リウ、整 3813-7600

風メンタル
クリニック本郷

本郷三丁目5番2号
第二田中ビル2階

内、精、神、
心内 5802-7181

仙頭クリニック 本郷三丁目14番16号
美工本郷第2ビル6階 漢内 3868-3350

CS眼科クリニック 本郷三丁目15番1号
美工本郷ビル8階 眼、小眼 5684-2333

和田秀樹
こころと体のクリニック

本郷三丁目21番12号 
RTビルB1階 内、精 3814-4530

本
郷
地
区

本郷三丁目眼科
本郷三丁目24番11号 
スカーラ文京本郷
スカイプラザ1階

眼、小眼 3830-0500

本郷の森診療所 本郷三丁目31番3号
本郷スズヨシビル3階 精、心内 3830-0652

桜皮膚科 本郷三丁目32番7号 
MSKビル2階 皮 5684-1431

医療法人社団本郷会
本郷整形外科

本郷三丁目32番7号
東京ビル2階 整、リハ 3814-8558

漢方・免疫
たかはし内科クリニック

本郷四丁目1番1号
玉屋ビル8階 内 3816-3318

コーラルクリニック 本郷四丁目1番7号
近江屋第二ビル3階301号室 内、神内、脳 5844-3133

本郷耳鼻咽喉科
クリニック

本郷四丁目2番8号 
フローラビルディング2階 ア、耳 5689-4133

山田眼科医院 本郷四丁目5番10号 
サンファミリー本郷201号 眼 3814-1817

坂口医院 本郷四丁目9番22号 内、皮、泌、肛 3811-1560

本郷鐙坂医院 本郷四丁目11番2号 内 6906-9901

医療法人社団水樹会
清和クリニック

本郷四丁目18番1号
1階 ア、形、皮、麻 5842-5561

こやまクリニック 本郷四丁目24番5号 
春日ビル3階 整、リハ、内 5840-7717

本郷内科クリニック 本郷四丁目24番7号
クレヴィア本郷103 内、消内 5684-1009

医療法人社団七星会
カスガメディカルクリニック

本郷四丁目24番8号 
春日タワービル3階 内、消、循、精 5689-8211

医療法人社団友徳会
つつじクリニック

本郷四丁目27番8号 
パレステュディオ
本郷東大前101号

皮、形、ア、
小皮、美皮 5804-0011

うすだクリニック 本郷四丁目36番5号
ネオパリエ1階 内 5840-8250

本郷台皮膚科 本郷五丁目1番15号 
安野ビル3階 皮 3812-4112

タツノ内科・循環器科 本郷五丁目1番16号
NPー2ビル地下1階 内、小、循内 5800-0203

医療法人社団LSM
寺本内科歯科クリニック

本郷五丁目25番13号 
スカイビジョンビル1階2階

内、歯、歯口、
矯、小歯 5689-5454

熊谷眼科 本郷五丁目25番15号 
林ビル2階 眼 3811-1504

ゆき医院 本郷五丁目26番2号 
東大赤門前ビル3階 内、消、心内 5840-8660

医療法人社団﨑鈴会
本郷メディカルクリニック

本郷五丁目26番4号 
東京クリスタルビル4階 胃内 5842-7415

本郷赤門前クリニック 本郷五丁目26番4号 
東京クリスタルビル7階 内 6658-5295

本郷麻酔科クリニック
本郷五丁目28番2号 
ライオンズマンション
東大赤門前1004

麻 3813-7224

医療法人社団優舜会
石川クリニック 本郷五丁目29番12号 103 内、消 3814-3456

湯
島
地
区

野村芳子
小児神経学クリニック

湯島一丁目2番13号 
御茶ノ水明神ビル3階

神内、精、
小内 3258-5563

東京在宅ケアクリニック 湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館5階

緩内、緩外、
皮 6240-0001

医療法人社団湖歩会
ゆしまクリニック

湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館6階

内、呼内、循内、
消内、腎、糖、
血内、リウ、脳

3830-0099

医療法人社団創知会
メモリークリニック
お茶の水

湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館
2階、3階、4階

神内、精 6801-8718

御茶ノ水
ファミリークリニック

湯島一丁目9番14号 
プチモンドお茶の水8階 小、内 5844-1401

医療法人社団聖桐会
御茶ノ水聖橋クリニック

湯島一丁目9番15号
茶洲ビル2階

内、呼、消、循、
小、心内、ア、皮 5689-6811

医療法人社団昭和育英会
湯島三和クリニック

湯島二丁目31番1号 
湯島三友ビル4階、5階 内、泌、整 5804-5800

▼ 
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湯
島
地
区

奥田医院 湯島三丁目8番2号 内、小、胃 3831-8371
医療法人社団天神会
天神下皮フ科形成外科

湯島三丁目31番3号
湯島東宝ビル2階

皮、形、美、
美皮 5807-8241

大塚診療所 湯島三丁目31番6号 1階 小、内、ア 3831-2294

アゴラ内科クリニック 湯島三丁目34番8号
第一天神ビル2階201号 内、循内 6803-0976

野口皮膚科医院 湯島三丁目38番12号 皮 3831-2321
医療法人社団よつ葉の会
清家クリニック

湯島三丁目38番13号 
坂東ビル2階

内、消内(内視
鏡)、循内、小 3831-2438

パーソナルヘルスケア
クリニック

湯島三丁目39番3号
上野不二ビル6階 感 5817-4415

医療法人社団龍岡会
大森内科医院 湯島四丁目9番8号 内、歯 3811-0888

西
片
地
区

寺田医院 西片一丁目2番3号 101号 内、循内、皮 3812-1821

いいもりこころの診療所 西片一丁目3番18号 1階 精、心内 050-3734-
5281

麻酔クリニック東大前 西片二丁目3番17号 
アヴィニヨン1階102号 麻 6801-8558

大橋内科クリニック 西片二丁目15番11号 内、消、ア 5842 8670

西片クリニック 西片二丁目25番8号 
モンテベルデ本郷西片 内、呼、消、放 5803-7080

向
丘
地
区

エガワ眼科 向丘一丁目1番17号 
タカサキヤビル2階 眼 5689-5207

いながき乳腺クリニック 向丘一丁目2番5号
東京セントラル本郷1、2階 乳外 3830-0407

西岡クリニック 向丘一丁目10番2号 
ザ・プラザ・オーベル白山1階 内、消、循 3812-1421

医療法人社団同済会
えみクリニック東大前

向丘二丁目2番6号
エスト本郷1階 内、皮、漢内 3868-3528

医療法人社団真寿会
田代医院

向丘二丁目20番3号 
1階 内、小、外、放 3823-0871

森田医院 向丘二丁目35番2号 内、整 3823-4919

弥
生

地
区 やよい在宅クリニック 弥生一丁目5番11号

弥生クリニックビル
内、外、緩内、
消内 6240-0737

根
津
地
区

医療法人社団杏生会
文京根津クリニック

根津一丁目1番18号 
パライソ和田ビル3階 内、老 3821-2102

細部医院 根津一丁目1番15号 内、外、泌 3822-6858
金沢耳鼻咽喉科
クリニック

根津一丁目4番4号
河内ビル2F 耳 3823-8733

根津駅前
たかやま皮膚科

根津一丁目4番4号
河内ビル6階

皮、美皮、
小皮、ア 3822-1241

猪狩医院 根津一丁目16番8号
中村ビル2階

内、呼内、
胃内、外 3822-4735

医療法人社団静晴会
山田胃腸科外科医院

根津一丁目16番10号 
イトーピア根津101・201

内、消、循、神内、
外、脳、皮、泌、胃 3821-3381

似鳥クリニック 根津一丁目19番11号 呼内、循内、小 3827-1181
東京保健生活協同組
合根津診療所 根津一丁目27番3号 内、皮、小、外 3823-0096

根津宮永町診療所 根津二丁目13番6‐101号 内、循内、消内 3824-2588
ダイナメディカル
根津クリニック

根津二丁目14番9号 
ダイナメディカル根津1F

内、呼、循、
リウ、皮 5815-8687

下司婦人科クリニック 根津二丁目14番11号
Tツウィンズビル4F 内、産婦 5832-4122

細部小児科クリニック 根津二丁目14番11号 
Tツウィンズビル2階 小 6303-3162

根津えんぜる眼科 根津二丁目15番12号
メゾンドール山喜1階 眼 5815-1122

根津整形外科クリニック 根津二丁目29番1号
TFX根津ビル2階 整、リハ 5834-8551

医療法人社団健康会
谷根千クリニック

根津二丁目33番14号 
ヴィラージュ藍染1階

内、外、胃内、
整 3827-2731

千駄木みしま眼科 根津二丁目37番4号
グランドメゾン根津101号 眼 5834-7559

千
駄
木
地
区

日本医科大学
健診医療センター 千駄木一丁目12番15号 内、放 5814-6685

文京クリニック 千駄木一丁目23番3号
カーサリーナ千駄木201

内、呼、ア、
リハ 3823-6614

千
駄
木
地
区

団子坂ひろせ小児科 千駄木一丁目23番6号
グリーンヒル汐見202号室 小 3823-4970

こころとからだ相談
クリニック

千駄木二丁目3番18号
浅野ビル101 心内、精、内 6323-9408

日原内科クリニック 千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ2階 内、循、ア 3822-6262

文京区医師会付属診療所 千駄木二丁目26番8号 3階 内、小、外 3823-2216

小児科佐藤医院 千駄木二丁目28番12号 小 3828-1500

齊藤皮フ科 千駄木二丁目33番9号
パレドール千駄木201 皮 3821-1236

吉行医院 千駄木二丁目34番10号 内 3821-7994
医療法人社団一声会
千駄木整形外科

千駄木二丁目43番1号
1階から4階まで

内、神内、
リウ、整、リハ 3822-9180

髙内科医院 千駄木二丁目46番2号 内 3827-5710

藤原クリニック 千駄木三丁目2番7号
リエス千駄木1階地下1階

内、呼内、循内、
心内、精 3821-3767

かやのクリニック 千駄木三丁目36番8号
シルバーパレス千駄木303 内 3824-7071

大木小児内分泌代謝
クリニック

千駄木三丁目36番11号
プラネットアイ2F 小、内分・代内 5834-7022

クマモトクリニック 千駄木三丁目37番17号
コスモ千駄木102号

内、皮、外、
泌、リハ 5685-0811

よしこ心療内科 千駄木三丁目37番20号
団子坂カンカンビル6階 心内、精 3823-8265

あいそめクリニック 千駄木三丁目40番17号
CASA VERDE2階

漢内、内、
心内 6314-5944

エミング
千駄木クリニック

千駄木三丁目42番16号
2階A

内、消内、
循内、ア 5834-2652

むらい内科・循環器
クリニック

千駄木三丁目43番3号
ATK千駄木ビル1階 内、循内、糖 3822-8010

いいの耳鼻咽喉科 千駄木三丁目48番6号
1階A ア、耳 3828-3387

わたなべ整形外科 千駄木四丁目1番16号
グランドメゾン千駄木一番館106

内、整、形、
リハ 5815-5185

医療法人社団愛明会
内科小児科にわ医院 千駄木四丁目8番12号 内、小、眼 3824-0482

動坂下泌尿器科
クリニック

千駄木四丁目13番6号
アドリーム文京動坂108号室 泌、腎、女泌 5834-7735

内藤クリニック 千駄木四丁目14番10号
2階

内、精、神、
心内 5685-2455

文京動坂診療所 千駄木四丁目15番3号
CASA文京動坂1階2階

内、呼内、
循内、消内 3822-9680

サン・ヒル
レディースクリニック

千駄木五丁目3番10号
2階 産婦 3823-8828

医療法人社団髙慈会
団子坂くつろぎクリニック

千駄木五丁目21番12号
1階

歯、矯、小歯、歯口、
内、呼内、ア 5834-7702

医療法人社団森谷会
森谷医院 千駄木五丁目43番11号 内、小 3821-0128

本
駒
込
地
区

医療法人社団碧桐会
白山皮ふ科クリニック 本駒込一丁目1番2号 皮 6801-0893

とくなが耳鼻咽喉科 本駒込一丁目6番19号
SUNYUBILL2階 ア、耳、気 5815-5887

日本医科大学腎クリニック 本駒込一丁目7番15号 内 3821-1601

谷口医院 本駒込二丁目8番11号 内、胃、外、
肛、リハ 5395-7760

折戸皮フ科クリニック 本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル2階 皮、小皮、ア 6902-2781

文京内科・循環器
クリニック

本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル4階 内、循内、糖 6304-1567

かみやレディースクリニック 本駒込二丁目10番7号 内、産婦 5977-8811

加藤診療所 本駒込二丁目18番2号 内、外 3941-7522
グリーンコート内科
クリニック 本駒込二丁目28番10号 内、消、循、小 5977-3820

鈴木医院 本駒込二丁目28番35号 内、呼内、
胃内、循内 3941-6615

ヒロ皮フ科クリニック 本駒込二丁目28番37号
吉岡ビル1階 皮 5395-1249

齋藤医院 本駒込三丁目5番10号 内、消、皮 3824-1137

本駒込耳鼻咽喉科 本駒込三丁目17番2号
木村ビル2階 耳、小耳 3827-1187

▼ 

診
療
所
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本
駒
込
地
区

駒込富士クリニック 本駒込三丁目34番10号 内、外、整、リハ 5815-3405
医療法人社団靜美会
駒込かせだクリニック

本駒込四丁目19番16号
タウンハイム本駒込1階

内、呼、神内、
ア、リハ 5832-5665

福地医院 本駒込四丁目30番2号 内、小 3821-1431

源一クリニック 本駒込四丁目38番3号
パストラル動坂201 皮、呼ア 5685-3161

動坂クリニック 本駒込四丁目42番4号
ますやビル1階 内、消、小 3822-5605

こまごめ緑陰診療所 本駒込五丁目19番2号
小林ビルデンス2階 精、心内 3943-5525

文京駒込
訪問クリニック

本駒込五丁目20番4号
メゾンブロンシュ本駒込
1階102ーB号室

内、精 5834-0335

おぎの眼科クリニック 本駒込五丁目41番6号
メゾン本駒込1階 眼 5809-0701

松本医院 本駒込五丁目41番11号
青木ビル1階

内、小、皮、
ア 5832-9518

近藤医院 本駒込五丁目60番6号 内、小、産、婦 3821-1804

本
駒
込
地
区

医療法人社団藤翔会
加藤内科胃腸科クリニック

本駒込六丁目1番21号
コロナ社第3ビル1階 内、消、小 5319-1470

医療法人社団立命会
千石クリニック

本駒込六丁目2番1号 
栄泉堂ビル201 内、麻 5976-9960

りくぎえん皮膚科 本駒込六丁目2番1号
栄泉堂ビル301号室

皮、小皮、
美皮 6912-0812

橋本こどもクリニック 本駒込六丁目4番2号
平和ビル1階 小、ア 3943-6333

井口医院 本駒込六丁目6番7号 整 3945-3188
きむら
メンタルクリニック

本駒込六丁目24番1号
後藤ビル2階 精、心内 5981-8847

医療法人社団奥山会
奥山整形外科

本駒込六丁目24番5号
東京冷機ビル1階

内、外、整、
皮、リハ、放 3942-1611

駒込みつい眼科 本駒込六丁目24番5号
ゾンネンハイム六義園4階 眼 3943-8765

中居皮フ科クリニック 本駒込六丁目25番4号 皮 5319-2200

駒込共立クリニック 本駒込六丁目25番4号
中居ビル2階・3階 内 3941-9988

　　    　　    

後
楽
地
区

飯田橋エトワール
歯科医院

後楽二丁目1番8号
エトワール飯田橋1階

矯、歯、小歯、
歯口 3830-1500

医療法人社団櫻雅会
オリオン歯科
飯田橋ファーストビル
クリニック

後楽二丁目5番1号
飯田橋ファーストビル1階

歯、小歯、
歯口、矯 3818-4618

医療法人社団ビーズ
メディカルいわぶち歯科

後楽二丁目19番14号
グローリアス3ー1階・地下1階

歯、矯、小歯、
歯口 3813-3918

後楽園デンタルオフィス 後楽二丁目19番16号
ベルコリンヌ岡島1階

歯、矯、小歯、
歯口 5840-9679

春
日
地
区

医療法人社団光駿会
講道館ビル歯科・歯科口腔外科

春日一丁目16番30号
講道館ビル本館7階

歯、小歯、
歯口 3813-1137

斉藤歯科医院 春日二丁目10番19号201 歯 3811-4732

小
石
川
地
区

文京ガーデン東京歯科 小石川一丁目4番12号
文京ガーデン・ザ・ウエスト101・103 歯 6759-1645

医療法人社団尚生会
高木デンタルクリニック

小石川一丁目8番7号
AKAビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 3815-6725

遠藤歯科医院 小石川一丁目9番14号
アトラスタワー小石川103

歯、矯、小歯、
歯口 3818-1114

のぶもり歯科 小石川一丁目12番10号
ドリーム小石川1階 歯、小歯 3815-6788

あかおぎ歯科クリニック 小石川一丁目15番4号
ウェバーリンク小石川1階

歯、矯、小歯、
歯口 5615-8058

WCSデンタルクリニック 小石川一丁目16番1号
玉屋ビル1階 歯 3868-2525

池田歯科医院 小石川一丁目16番6号
サンクタス小石川101

歯、矯、小歯、
歯口 5684-4184

河野歯科医院 小石川一丁目16番11号
河野ビルアイビス1階

歯、小歯、歯
口 3811-5456

医療法人社団わかばの会
エルアージュ歯科クリニック

小石川一丁目17番1号
エルアージュ小石川B204

歯、矯、小歯、
歯口 5803-4183

笹川歯科医院 小石川二丁目2番13‐101号
ザ・パークハウス小石川後楽園 歯 3811-0302

医療法人社団掲光会
高橋矯正歯科医院

小石川二丁目18番17号
ミカミビル1階 矯 3812-7782

ワイズデンタルオフィス 小石川二丁目25番10号
パークホームズ小石川101

歯、矯、小歯、
歯口 6801-9505

医療法人社団清慈会
小石川歯科クリニック

小石川三丁目1番6号
こどもや・南ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-0004

文秀歯科医院 小石川三丁目1番24号
KーWING1階B号 歯、矯 3815-2692

豊田歯科・口腔外科 小石川三丁目27番13号
豊田ビル3階

歯、歯口、
小歯、矯 3811-6480

小
石
川
地
区

富沢歯科 小石川三丁目36番8号 歯、小歯 3813-4063

歯科医院デンタル小石川 小石川四丁目5番6号
フォーラム小石川202

歯、小歯、
歯口 3817-0888

時岡歯科医院 小石川四丁目13番16号 歯 5684-3668

医療法人社団ワダ
ワダ歯科・矯正歯科

小石川四丁目17番22号
フキモトサワビル101号室 矯、小歯 6801-8618

朝比奈歯科医院 小石川四丁目20番1号
小石川イトークリエイトビル2階 歯 3814-7096

吉澤歯科クリニック 小石川四丁目20番3号201 歯、矯、小歯 5684-8141

文京歯科医院 小石川四丁目20番5号
マンショングリーンヒル202

歯、小歯、
歯口 3811-3994

医療法人社団竹早会
鍋山歯科クリニック

小石川四丁目21番4号
小石川安田ビル2階

歯、矯、
小歯、歯口 3868-3388

茗荷谷歯科クリニック 小石川五丁目3番3号
エイトビル1階

歯、矯、
小歯、歯口 3814-7644

長島デンタルクリニック 小石川五丁目3番4号
ラ・ヴェリエール文京101

歯、小歯、
歯口 3868-3098

医療法人社団鶴千会
チエデンタルクリニック

小石川五丁目4番2号
リジェネス小石川fb2階

歯、矯、
小歯、歯口 6240-0418

小野歯科 小石川五丁目5番1号
内田ビル3階 歯 3944-0696

ひとみデンタルクリニック 小石川五丁目10番18号
ビスタ竹早102号室 歯、矯 5840-8341

医療法人社団
お茶の水会小石川
矯正歯科クリニック

小石川五丁目11番17号
ニュー小石川ビル3階 歯、矯 5804-0452

渡辺歯科医院 小石川五丁目12番11号 歯 5684-4775

白
山
地
区

土居歯科クリニック 白山一丁目7番11号
小澤ビル2階 歯、小歯 5800-1033

白山きりん子ども
矯正歯科

白山一丁目31番7号
白山下ビル201号室

歯、矯、小歯、
歯口 6801-8057

医療法人社団敬和会
広野歯科クリニック

白山一丁目33番8号
朝日白山マンション107 歯 3813-1182

文京ながはま矯正歯科 白山一丁目33番8号
朝日白山マンション218 矯 3868-0770

医療法人社団慈康会
橋口歯科医院

白山一丁目33番27号
白山ビル1階、2階、地下1階

歯、矯、小歯、
歯口 5615-8320

デンタル文京白山 白山一丁目37番3号
EXAM白山2階

歯、歯口、
小歯、矯 6801-8602

キミ小児歯科クリニック 白山二丁目2番10号
第一田口ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5434

たけ歯科クリニック 白山二丁目26番14号
パラスト白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-8241

歯科診療所

▼ 
診
療
所
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歯
科
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所
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白
山
地
区

あかり歯科医院 白山二丁目29番6号
白山スカイビュー103号 歯、矯、小歯 6240-0046

佐藤歯科医院 白山三丁目6番3号 歯 5689-3010

医療法人社団徳和会
白山歯科医院

白山五丁目1番3号
東京富山会館ビル2階 歯 3816-7007

今井歯科医院 白山五丁目14番5号 歯、小歯、歯口 3941-2768

谷口デンタルクリニック 白山五丁目17番1号
愛弘ビル1階 歯 5940-9090

片桐デンタルオフィス千石 白山五丁目17番20号
プラティーク白山1階

歯、歯口、
小歯 6902-1847

いしの歯科クリニック 白山五丁目20番10号
アークコート白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-1742

川村歯科医院 白山五丁目29番6号
白山グリーンハイツ地下1階

歯、歯口、
小歯、矯 6304-1004

千
石
地
区

ステラ
デンタルクリニック

千石一丁目6番10号
ユーガ千石1階

歯、矯、小歯、
歯口 6304-1008

にいくに
小児・矯正歯科

千石一丁目16番8号
KINKIDOUビル1階 小歯、歯、矯 6902-1886

千石ひかり歯科 千石二丁目21番3号
谷ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-1353

西井歯科医院 千石二丁目26番7号 歯 3941-5215

医療法人社団中崎歯科 千石二丁目35番18号
千石メーゾン203 歯 5319-2881

髙橋歯科クリニック文京 千石三丁目1番8号 歯、歯口、小歯 6304-1118

はんざわ歯科 千石三丁目14番12号
コスモパレス守中館101号

歯、矯、小歯、
歯口 3945-3177

飯島歯科医院 千石四丁目13番6号 歯 3941-7605

ひまわり歯科医院 千石四丁目32番8号
プラネット千石102

歯、矯、小歯、
歯口 3946-1243

山川歯科医院 千石四丁目36番19号 歯 3941-8513

船崎歯科医院 千石四丁目39番4号 歯 3941-8912

いなだ歯科医院 千石四丁目44番9号 歯、小歯 3942-8148

医療法人社団
オリーブ歯科・矯正歯科
千石駅前

千石四丁目46番12号
地下1階・1階・2階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-9462

水
道

地
区

藤田デンタル
クリニック文京 水道二丁目14番11号 歯、歯口、矯、

小歯 6912-0465

小
日
向
地
区

小日向歯科医院 小日向二丁目10番21号 歯 3946-4013

医療法人社団TKG会
小日向台町歯科

小日向三丁目7番4号
メゾンたかむら1階

歯、矯、小歯、
歯口 5395-6480

岩佐歯科クリニック 小日向四丁目4番3号
カーネ小日向101

歯、矯、小歯、
歯口 3946-6480

佐藤歯科医院 小日向四丁目5番10号
サニーハイツ201 歯 3944-6716

医療法人社団MEDIQOL
デンタルクリニック小日向

小日向四丁目6番12号
茗荷谷駅MFビル205号室

歯、矯、小歯、
歯口 5319-1182

坪田デンタルクリニック 小日向四丁目7番14号
坪田ビル1階

歯、歯口、
小歯、矯 6304-1511

医療法人社団進盛会
デンタル茗荷谷

小日向四丁目8番11号
地下1階 歯、矯 3947-0418

大
塚
地
区

おおえ歯科医院 大塚一丁目1番15号
FTタムラ1F 歯、小歯 3944-6480

医療法人社団石門会
茗荷谷・石渡歯科クリニック

大塚一丁目4番15号
アトラスタワー茗荷谷203

歯、小歯、
歯口 3945-4180

岡野歯科医院 大塚二丁目1番12号 歯、矯、小歯、歯口 3947-4180

医療法人社団凌成會
やまもと矯正歯科

大塚三丁目1番6号
ラ・トゥール小石川2A室 歯、矯 3944-0418

チェレステ矯正歯科
茗荷谷

大塚三丁目5番1号
茗荷谷クリアビル3階 矯 5810-1637

加賀谷歯科医院 大塚三丁目6番13号
グランドメゾン茗荷谷101 歯 3945-1184

音羽ファミリー歯科 大塚三丁目9番3号
ヒルズ音羽2階 歯、矯、小歯 6902-8020

大
塚
地
区

小家歯科医院 大塚三丁目10番3号
高田ビル201 歯 3946-8308

茗和歯科 大塚三丁目23番4号
ペナテス協和2階

歯、矯、小歯、
歯口 3946-0418

東京保健生活協同組合
氷川下セツルメント歯科 大塚三丁目36番7号 歯、小歯、矯、

歯口 3944-1321

医療法人社団重仁会
石橋歯科医院

大塚三丁目36番10号
小林ビル1階 歯、矯、小歯 5395-1484

石川歯科医院 大塚三丁目38番4号 歯 3946-8697

なかまち歯科クリニック 大塚四丁目45番10号 歯、歯口、矯、小歯 5940-2110

いちかわ
デンタルオフィス

大塚四丁目48番6号
アネックスヒルズカミクラ1階 歯、歯口 5977-1788

大塚くすのせ歯科 大塚五丁目9番2号
新大塚プラザ101

歯、小歯、矯、
歯口 5981-8648

西村歯科医院 大塚六丁目17番2号
シャルム・ドゥ・タナカ102号室

歯、矯、小歯、
歯口 5940-2021

鈴木歯科医院 大塚六丁目35番5号 歯 3943-8868

関
口
地
区

平川歯科 関口一丁目1番3号
プラザ飯田橋1階 歯 5261-1584

いるか歯科医院 関口一丁目4番7号1階 歯、矯、小歯、歯口 3260-0118

さやかデンタル
クリニック

関口一丁目8番6号
メゾン文京関口Ⅱ101

歯、小歯、
歯口、矯 6265-0418

すずきしか口腔外科
クリニック

関口一丁目9番12号
 ローレル文京1階 歯、歯口、矯 5946-8455

福本歯科医院 関口一丁目10番20号103 歯 5261-1852

地蔵通り歯科医院 関口一丁目14番11号 歯 3267-3456

髙橋歯科医院 関口一丁目17番4号 歯 3268-7890

まなぶ歯科クリニック 関口一丁目21番13号
グリーン江戸川橋ビル1階 歯、矯、小歯 5261-1011

医療法人社団MEDIQOL
EBMデンタルクリニック

関口一丁目23番6号
プラザ江戸川橋1階103・104 歯 5228-4618

医療法人社団正峰会
吉田歯科クリニック

関口一丁目24番4号
タキザワハウス2階 歯、歯口 3267-5525

ヒトミ歯科 関口一丁目24番6号
朝日関口マンション102号 歯口、歯、矯 6280-8779

デンタルクリニック
江戸川橋

関口一丁目44番4号
新・荒井ビル2階

歯、歯口、
小歯、矯 5228-3788

あかし歯科医院 関口一丁目47番12号
江戸川橋ビル1F 歯 3268-2688

伊藤歯科 関口一丁目48番7号
マツダビル1階 歯 5229-4016

医療法人社団建部会
タケルデンタルクリニック
椿山荘東京

関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘
東京ホテル棟4階

歯、矯、小歯、
歯口 5940-4188

目
白
台
地
区

鈴木歯科医院 目白台一丁目9番9号 歯 3941-2539

三井歯科クリニック 目白台一丁目23番7号
グリーンヒルズ目白台102号室 歯、小歯 5395-1945

入野歯科医院 目白台二丁目1番2号 歯 3945-8662

千葉歯科医院 目白台二丁目6番12号 歯、小歯 3941-3689

柴田歯科医院 目白台三丁目7番5号 歯 3941-8250

音
羽
地
区

石原奈保
歯科クリニック

音羽一丁目２番１８号
ネオマイム文京音羽１０１号 歯、小歯 3943-8846

はせがわ歯科 音羽一丁目５番１１号
中村ビル２Ｆ 歯、矯、小歯 3942-8052

おかの
デンタルクリニック

音羽一丁目１５番１２号
アルス音羽１階 歯、矯、小歯 5977-7227

山口歯科医院 音羽一丁目１７番１３号 歯、小歯、歯口 5395-5553

もりた歯科クリニック 音羽一丁目２１番１２号
ストーク音羽１００ 歯、小歯、歯口 3943-8241

医療法人社団伸正会
志賀歯科医院 音羽一丁目２３番２２号２Ｆ 歯、矯、小歯、

歯口 3941-5478

▼ 

歯
科
診
療
所
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音
羽
地
区

佐久間歯科医院 音羽二丁目２番２号
アベニュー音羽１０１

歯、小歯、
歯口 3941-0280

ミューズ矯正歯科 音羽二丁目１１番１９号
オトワＫＳビル３階 矯 3944-5020

ほしの歯科
音羽二丁目１１番２１号
ライオンズマンション
護国寺第三１階

歯、小歯、
歯口 6304-1188

講談社歯科診療所 音羽二丁目１２番２１号
ＫＫ講談社内 歯 3945-1111

本
郷
地
区

医療法人社団仁和会
佐藤歯科医院

本郷一丁目16番2号
亀山ビル2階 歯 3816-2466

医療法人社団誠羽会
三羽歯科医院

本郷一丁目19番6号
田中水道橋ビル1階 歯、小歯 3811-6487

久野木歯科クリニック 本郷一丁目22番6号
本郷ハイホーム300号室

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5418

岡地歯科医院 本郷一丁目23番6号 歯 3812-0897

アールエフ矯正歯科 本郷一丁目33番6号
ヘミニス22階 歯、矯 5803-1488

松井医院歯科 本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル5階501 歯、歯口 3812-2226

小野矯正歯科クリニック 本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル5階502 矯 3812-3276

医療法人社団憲清会
堀江歯科クリニック

本郷二丁目13番10号
湯浅ビル2階 歯、矯、小歯 3811-8844

本郷壱岐坂矯正歯科 本郷二丁目19番5号1階 矯 5840-8418

大野歯科医院 本郷二丁目25番14号
第一ライトビル101 歯 3813-8281

ファミリー歯科医院 本郷二丁目26番11号
種苗会館4階 歯 3816-6474

本田歯科医院 本郷二丁目27番6号
ガーラ本郷三丁目1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-5681

一般財団法人
日本口腔保健協会
歯科保健センター

本郷二丁目28番3号
山越ビル2階 歯 5689-3767

須川歯科医院 本郷二丁目38番14号
TKビル2階 歯、小歯 3816-5756

本郷三丁目鈴木歯科 本郷二丁目38番21号
アラミドビル2階

歯、歯口、
小歯、矯 5802-6480

医療法人社団
スマイルイノベーション
本郷さくら矯正歯科

本郷二丁目39番5号
片岡ビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 5800-0010

いちはし歯科医院 本郷二丁目40番11号
かねやすビル2階 歯、矯 5800-0830

大高歯科医院 本郷三丁目3番1号201・202 歯、矯、小歯 5689-2114

酒井歯科クリニック 本郷三丁目3番12号
ケイズビルディング2階 歯、矯、歯口 6801-8703

文京瀧田歯科医院 本郷三丁目15番1号
美工本郷ビル2階

歯、小歯、
歯口 5615-8424

小谷歯科医院 本郷三丁目25番12号 歯 3811-5851

医療法人社団徳洋会
大谷歯科本郷三丁目
アネックス

本郷三丁目27番1号
本郷モトフジビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-9955

TSURUデンタル
クリニック

本郷三丁目35番6号
大石グリーンビル3階

歯、小歯、
歯口、矯 6240-0028

さとう歯科医院 本郷三丁目39番3号 歯 3815-0118

和久本歯科医院 本郷三丁目43番14号 歯 3811-4407

又野歯科 本郷四丁目1番1号
玉屋ビル3階 歯、矯、小歯 3814-1537

本郷明和
デンタルクリニック

本郷四丁目1番3号
明和本郷ビル8階 歯 3816-2080

タク歯科クリニック 本郷四丁目1番3号
明和本郷ビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5584

本
郷
地
区

メイクスマイル歯科 本郷四丁目1番11号
デンタルビル2階

歯、小歯、矯、
歯口 6240-0801

歯科真砂診療所 本郷四丁目5番9号202 歯 3811-8655

本郷四丁目歯科
本郷四丁目9番3号
本郷真砂パークハウス
弐番館1階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-8484

清歯科医院 本郷四丁目15番3号
MS本郷101 歯 3818-4188

春日歯科医院 本郷四丁目16番7号
ほそむら春日ビルⅥ 2階 歯 3814-5003

平井歯科医院 本郷四丁目17番9号
平井ビル2・3階

歯、矯、
小歯、歯口 3812-1155

ひきた矯正歯科 本郷四丁目24番8号
春日タワービル5階 矯 6240-0364

医療法人社団鶴寿会
榎歯科クリニック

本郷四丁目25番9号
ブラウンハイツ本郷101 歯、矯、小歯 5800-0005

よしむら歯科医院 本郷四丁目34番10号 歯 3817-0118

本郷こしきや歯科 本郷四丁目37番15号
ブラウンハウス1階

歯、矯、
小歯、歯口 5615-8217

グレース横山歯科医院 本郷五丁目1番14号
アールクレエ本郷202号室 歯、歯口 3811-4440

いたがき歯科クリニック 本郷五丁目1番15号
安野ビル2階 歯 3818-8214

長谷川歯科診療所 本郷五丁目3番2号
長谷川ビル地下1階 歯 3811-8114

デンタルオフィスKEN 本郷五丁目23番11号
林華ビル2階

歯、矯、
小歯、歯口 3817-6609

赤門前歯科医院 本郷五丁目24番6号
本郷大原ビル2階

歯、小歯、
矯、歯口 3812-3132

医療法人社団LSM
寺本内科歯科クリニック

本郷五丁目25番13号
スカイビジョンビル1階2階

内、歯、歯口、
矯、小歯 5689-5454

松岡歯科医院 本郷五丁目28番5号 歯、小歯 3811-7682

浜島歯科医院 本郷六丁目25番5号2階 歯 3812-5959

湯
島
地
区

依田歯科医院 湯島一丁目2番12号104 歯、矯、小歯 3253-8841

アイ歯科医院 湯島一丁目3番4号
K・Tお茶の水聖橋ビル2階

歯、小歯、
歯口 3814-7015

北村歯科医院 湯島一丁目7番9号
内山ビル201 歯、小歯 3813-8194

湯島佐藤歯科 湯島二丁目16番9号
ちどりビル102号室

歯、矯、小歯、
歯口 3813-0648

田中充歯科クリニック 湯島二丁目17番9号
ビネスト湯島1階 歯 5800-4050

湯島歯科医院 湯島二丁目33番1号
NXビル3F 歯 3836-2031

中島矯正歯科クリニック 湯島二丁目33番1号
NXビル1FB1 矯 3831-3672

ゆかりデンタルクリニック 湯島三丁目14番8号
加田ビル2F 歯 3837-8784

石神歯科医院 湯島三丁目16番10号
徳和ビル2階 歯 3835-0648

飯島歯科医院 湯島三丁目21番4号 歯 3831-2828

山﨑健幸歯科クリニック 湯島三丁目26番11号
YMビル 歯、小歯 3834-4618

重見歯科医院 湯島三丁目35番9号
渡辺ビル2階 歯 3835-7212

西
片
地
区

小平歯科医院 西片一丁目2番4号 歯、矯、小歯、歯口 3811-2303

グリーン歯科医院 西片一丁目11番13号
西片グリーンハウス107号室 歯 5800-3585

東大前
ひろた歯科クリニック 西片二丁目1番4号1階 歯、矯、小歯、

歯口 3817-7077

土居歯科医院 西片二丁目9番4号 歯、矯、小歯 3811-2319

ナミキ歯科医院 西片二丁目15番13号
デルクナーベWATANABE1階 歯、小歯 5842-5877

▼ 

歯
科
診
療
所
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向
丘
地
区

カワサキ歯科 向丘一丁目1番15号
ファミールヒルズ本郷東大前102

歯、矯、小歯、
歯口 3816-6480

東大前歯科クリニック 向丘一丁目1番16号
朝日堂ビル201 歯 3814-1082

近藤歯科クリニック 向丘一丁目10番2号
ザプラザオーベル白山203号 歯、矯 3816-4118

かなデンタルクリニック 向丘一丁目10番6号
コスモ文京向丘102号室

歯、矯、小歯、
歯口 5800-6480

吉野歯科クリニック
向丘一丁目13番5号
シーアイマンション
本郷向丘101

歯、小歯 3813-7747

向丘歯科医院 向丘二丁目3番8号204 歯、矯、小歯 3812-0029

田中歯科医院 向丘二丁目17番18号 歯 3821-3351

ヴィズデンタルオフィス 向丘二丁目30番10号 歯、矯、小歯 6356-7546

ヒルズデンタルクリニック 向丘二丁目35番4号1階 歯、矯、小歯、歯口 5815-4818

弥
生

地
区 チャイルズデンタル 弥生一丁目４番１６号 歯、矯、小歯 5800-0909

根
津
地
区

麻生歯科医院 根津一丁目1番11号
千代田ビル201

歯、小歯、
歯口 3823-1389

こいずみ矯正歯科 根津一丁目4番4号
河内ビル301号室 矯 3824-4182

ミルキー歯科クリニック 根津一丁目16番8号
ヴィルヌーブ文京・根津101

歯、小歯、
歯口、矯 5832-9522

辻村歯科医院 根津一丁目22番10号
メセナビル2階 歯、小歯 5814-8148

ニコライ歯科 根津一丁目23番9号202 歯、矯、小歯 3827-9823

医療法人社団聡真会
マミ歯科クリニック 根津一丁目27番4号 歯、矯、小歯 3828-3888

瓜生歯科医院 根津二丁目16番8号
トミタビル2階 歯、小歯 3823-0530

根津の街歯科 根津二丁目16番8号
WALL1階

歯、歯口、
小歯、矯 3821-1230

根津歯科クリニック 根津二丁目20番1号
フタミビル201

歯、矯、小歯、
歯口 5814-2341

根津すずらん歯科 根津二丁目28番5号
ディアハイム根津101

歯、矯、小歯、
歯口 5834-8882

千
駄
木
地
区

千駄木あおば歯科 千駄木一丁目23番1号
ドエル千駄木1階 歯、小歯 3823-8112

おはぎ在宅
デンタルクリニック

千駄木二丁目8番5号
グリーンベル1階 歯、歯口 5834-8385

とよだ歯科医院 千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ228

歯、矯、小歯、
歯口 5814-6487

団子坂歯科医院 千駄木二丁目28番4号 歯、小歯、
歯口 3823-8148

千駄木 のざき歯科
クリニック

千駄木二丁目33番4号
ウイン千駄木105号

歯、小歯、
歯口 5809-0908

中島歯科医院 千駄木二丁目43番3号
山中ビル2階

歯、小歯、
歯口 3823-2663

医療法人社団貴結会
千駄木プラザ歯科

千駄木二丁目47番11号
ナイスアーバン千駄木101号室

歯、矯、小歯、
歯口 3828-8839

石田歯科医院 千駄木二丁目48番18号102 歯 3828-1414

守谷歯科医院 千駄木二丁目49番8号 歯 3821-7362

千駄木歯科 千駄木三丁目19番18号 歯、矯 3824-5703

なかね歯科道灌山 千駄木三丁目22番12号
ストークエイコー1階

歯、小歯、
歯口、矯 3821-9917

アイデンタルオフィス 千駄木三丁目26番10号
グランプラス千駄木1階

歯、矯、小歯、
歯口 5842-1483

医療法人社団YDC
ゆりの木歯科医院 千駄木三丁目28番1号 歯、小歯 3823-6000

ひのまる歯科 千駄木三丁目31番12号
ワコーレ千駄木ビル9階

歯、矯、小歯、
歯口 5809-0707

医療法人社団和英会
しまだ歯科医院

千駄木三丁目36番12号
文京ビル1階

歯、小歯、
歯口 5685-1500

ツギオ歯科医院 千駄木三丁目37番17号 歯 3828-5503

千葉歯科クリニック 千駄木三丁目41番12号
アネックス千駄木102 歯、小歯 3822-3361

千
駄
木
地
区

しまざき歯科 千駄木三丁目42番16号 歯、小歯 5815-2339

小滝歯科 千駄木三丁目44番7号 歯 3821-2659

谷根千歯科 千駄木三丁目46番10号1階 歯、歯口、小歯 5834-8280

愛三歯科医院 千駄木三丁目50番12号
モナーク千駄木104号

歯、小歯、
歯口 3828-2573

内藤歯科医院 千駄木四丁目8番6号 歯 3824-6482

森歯科医院 千駄木四丁目13番6号
アドリーム文京動坂202 歯 3821-2676

岩波歯科医院 千駄木四丁目22番2号 歯、矯 3821-2625

馬場歯科医院 千駄木五丁目34番1号101 歯、小歯、歯口 3822-8148

医療法人社団髙慈会
団子坂くつろぎクリニック

千駄木五丁目21番12号
１階

歯、矯、小歯、口、
内、呼内、ア 5834-7702

デンタルクリニックアイ 千駄木五丁目39番2号 歯 3828-8502

本
駒
込
地
区

本駒込やまもと歯科 本駒込一丁目1番15号
五十嵐ビル1階

歯、歯口、
小歯 5809-0418

医療法人社団佑秀会
本駒込の文京シティ歯科

本駒込一丁目1番27号
アトラス白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 3868-2013

たかはし歯科医院 本駒込一丁目4番4号 歯、矯、小歯 3947-8148

しのだ歯科医院 本駒込一丁目26番13号 歯、小歯 3941-8469

フジタ歯科医院 本駒込二丁目8番8号
藤田ビル内 歯 3942-0361

医療法人清明会
市田歯科医院

本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル3階 歯、矯、歯口 3947-8041

矯正歯科クリニック
グレイスデンタル

本駒込二丁目11番7号
2階A 矯、歯、小歯 6304-1342

醍醐歯科医院 本駒込二丁目27番15号
JESビル2階 歯 3946-6060

医療法人社団英清会
アクアグリーンコート歯科

本駒込二丁目28番10号
文京グリーンコート
イーストウイング3階

歯、矯 3944-6063

れいデンタルクリニック 本駒込二丁目28番30号
鈴木ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6304-1481

医療法人社団FDS
フジサキ歯科・矯正歯科

本駒込二丁目29番17号
オリンポスコマキ101

歯、矯、小歯、
歯口 5319-7030

松原歯科医院 本駒込三丁目1番9号 歯 3821-2366

安東歯科医院 本駒込三丁目17番5号
安東ビル1階 歯 3823-0542

横田歯科医院 本駒込三丁目22番2号
グレース駒込1F

歯、矯、小歯、
歯口 5832-4388

ひまわり
デンタルクリニック

本駒込三丁目29番5号
エール文京1階

歯、小歯、
歯口 6304-1578

秋山歯科医院 本駒込三丁目34番12号 歯 3823-6500

やまだ歯科医院 本駒込四丁目16番13号
ラフィーネ本駒込102号室 歯、矯、小歯 3821-0224

川俣歯科医院 本駒込四丁目40番11号 歯 3828-0629

本駒込歯科室 本駒込四丁目48番
3号1階

歯、矯、
小歯、歯口 5815-8806

ふかほり歯科 本駒込五丁目23番2号 歯、矯、
小歯、歯口 3822-1182

医療法人社団樹正会
丸山歯科医院 本駒込五丁目44番2号1階 歯、矯、

小歯、歯口 3821-2294

医療法人社団幸歯会
福徳歯科医院

本駒込五丁目45番4号
テリービル202 歯 5814-8211

たけやま歯科医院 本駒込五丁目72番13号
アゼリアコート101

歯、小歯、
歯口 3946-5711

医療法人社団雄窓会
やまとむらデンタルクリニック

本駒込六丁目2番1号
栄泉堂ビル202号室

歯、矯、
小歯、歯口 6304-1841

おおひら歯科 本駒込六丁目13番23号 歯、矯、
小歯、歯口 3946-4188

▼ 

歯
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施術所
後
楽
地
区

東京都立文京盲学校
臨床室 後楽一丁目7番6号 あ、は、き 3811-5714

kiklos
鍼灸指圧マッサージ

後楽二丁目3番9号
ブロスホーム801 あ、は、き 6874-3675

春
日
地
区

小石川スカイ整骨院 春日二丁目4番5‐105号 柔 3817-7123

コバトラ整骨院 春日二丁目24番15‐203号
ルミエール文京伝通院 柔 6875-4850

小
石
川
地
区

整骨院サステーナ 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー706 柔 6801-6996

鍼灸サステーナ 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー706 は、き 6801-6996

小石川整骨院 小石川一丁目9番3号
TRM小石川ビル1F 柔 3814-7760

リジック鍼灸院 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル7階 は、き 6272-3450

リジック整骨院 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル7階 柔 6272-3450

指圧RoomMIYU 小石川一丁目16番13‐602号
パークリュクス小石川 あ 090-3684-

6024

らいと整骨院 小石川一丁目23番2号1階 柔 6885-2675

浪越指圧治療センター 小石川二丁目15番6号1階 あ 3813-7354

三上整骨院 小石川二丁目18番17号1階 柔 3811-8680

こうらくえん鍼灸院 小石川二丁目22番6号1階 は、き 3830-5099

こうらくえん整骨院 小石川二丁目22番6号1階 柔 3830-5099

大坂整骨院小石川院 小石川二丁目24番16号
クオリア小石川102 柔 5840-8836

大坂鍼灸院小石川院 小石川二丁目24番16号
クオリア小石川102 は、き 5840-8836

からだ本舗後楽園店 小石川二丁目25番13号
鶴間ビル2階 あ、は、き 3811-4441

はりきゅうるーむ
ソット・ヴォーチェ

小石川四丁目5番11号
ルート小石川703 は、き 5802-3194

飯塚はり灸マッサージ 小石川四丁目10番4号 あ、は、き 3812-4493

くにマッサージ院 小石川四丁目21番2号2階 あ、は、き 5804-1184

くに整骨院 小石川四丁目21番2号2階 柔 5684-4976

みょうが鍼灸院 小石川五丁目3番2号
エイト第2ビル1階B室 は、き 3868-2004

みょうが谷整骨院 小石川五丁目3番7号
西岡ビル101 柔 3868-2868

Salondeesora整骨院
茗荷谷駅前店

小石川五丁目5番2号
バンビビル3階 柔 6902-1825

Salondeesora鍼灸院
茗荷谷駅前店

小石川五丁目5番2号
バンビビル3階 は、き 6902-1825

ゆいまーる鍼灸院 小石川五丁目16番8号
大川ビル1階 は、き 3817-8041

ゆいまーる接骨院 小石川五丁目16番8号
大川ビル1階 柔 3817-8041

白
山
地
区

セイチ接骨院 白山一丁目6番5号　 柔 5684-5148

セイチ鍼灸院 白山一丁目6番5号　 あ、は、き 5684-5148

新井鍼灸マッサージ
治療院 白山一丁目14番14号 あ、は、き 3811-6740

あん摩マッサージ指圧
みんなのお手あて治療院 白山一丁目18番6号 2階 あ 3868-0213

白山接骨院 白山一丁目20番15号
エクスクルーシブ白山1階 柔 3830-4445

白山鍼灸マッサージ院 白山一丁目20番15号
エクスクルーシブ白山1階 あ、は、き 3830-4445

常健堂整骨院 白山一丁目31番7号白
山下ビル401 柔 3814-5614

整膚館・鍼・灸 白山一丁目31番7号
白山下ビル401 は、き 3814-5614

白
山
地
区

さち整骨院 白山一丁目31番9号
小林ビル4階 柔 3830-0330

さち鍼灸院 白山一丁目31番9号
小林ビル4階 あ、は、き 3830-0330

和漢整骨院 白山一丁目33番15号
近藤ビル1階 柔 3812-1398

太陽の東洋治療院
指圧・マッサージ・鍼灸

白山一丁目33番22号
大関ビル3階 あ、は、き 5684-2884

May鍼灸マッサージ院 白山二丁目1番15号
第1ドリームビル1階 あ、は、き 3830-0384

May整骨院 白山二丁目1番15号
第一ドリームビル1階 柔 3830-0384

中島白山指圧治療室 白山二丁目19番12号 あ 3811-3199

鍼灸マッサージサロン
スバーハー 白山二丁目27番4号 あ、は、き 6801-8979

水野マッサージ治療院 白山二丁目37番12号 あ 3815-3853

戸田鍼灸院 白山二丁目39番8号 は、き 5689-6830

戸田接骨院 白山二丁目39番8号 柔 5689-6830

増治鍼灸院 白山三丁目5番15号 あ、は、き 3813-1056

白山茗荷谷整骨院 白山三丁目6番5号 柔 6801-8812

和穎整骨院 白山四丁目3番9号　 柔 3812-9202

鍼灸マッサージ
白山治療院 白山五丁目1番3号　 あ、は、き 3811-1939

白山マッサージ室 白山五丁目1番3号105右 あ、は、き 3811-2250

椎名接骨院 白山五丁目1番3号105右 柔 3811-2250

しあつれあ 白山五丁目1番12号 あ 3812-7731

白山らくだ鍼灸院 白山五丁目19番5号 は、き —

白山はりきゅう院 白山五丁目22番7号101 は、き 6304-1210

白山整骨院 白山五丁目22番7号101 柔 6304-1210

鍼灸治療院
ふぁんふぁん

白山五丁目31番20号
コート白山1階 は、き 6240-0245

千
石
地
区

千石鍼灸整骨院 千石一丁目15番5号
千石文化苑ビル1階 柔 5976-4976

千石鍼灸整骨院 千石一丁目15番5号
千石文化苑ビル1階 あ、は、き 5976-4976

鍼灸マッサージ治療処
靭

千石一丁目16番7号
千石グリーンパーク2階 あ、は、き 6902-9604

柚の木治療院 千石二丁目46番7号 あ、は、き 5978-4566

リーベ・鍼灸 千石三丁目2番2号1階 あ、は、き 6902-9805

元気の泉整骨院 千石三丁目3番5号　 柔 3942-8341

元気の泉鍼灸院 千石三丁目3番5号　 は、き 3942-8341

千石名倉堂池田接骨院 千石三丁目32番8号 柔 3944-4227

医療法人社団光永会
光永鍼療所 千石四丁目4番20号 は、き 3943-0270

長谷川接骨院 千石四丁目24番8号
ピーアイビル1階 柔 5978-3877

整骨院シケヤス 千石四丁目33番14号
大河原ビル1階 柔 5978-3088

シケヤスはりきゅう
マッサージ院

千石四丁目33番14号
大河原ビル1階 あ、は、き 5978-3088

一代接骨院 千石四丁目37番10号
入舟荘1階 柔 5984-2609

整骨院プラスの
みらいLABO

千石四丁目41番3号奥
野ビル1階 柔 080-4135-

1048

まめの木
鍼灸マッサージ院

千石四丁目43番6号
千石柳沢マンション1階 あ、は 3944-8343

まめの木整骨院 千石四丁目43番6号
千石柳沢マンション1階 柔 3944-8343

▼ 
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千
石
地
区

むくの木整骨院 千石四丁目46番7号 柔 5395-5820

かごまち整骨院 千石四丁目46番13号
前田ビル2階 柔 3945-9598

鍼灸かごまち治療院 千石四丁目46番13号
前田ビル2階 は、き 3945-9598

水
道
地
区

しろくま鍼灸治療院 水道二丁目12番2号
ロジェ坂田401 は、き 5981-8993

大地堂鍼灸治療院 水道二丁目12番13号
1階 は、き 3944-8118

小
日
向
地
区

take整骨院 小日向三丁目1番8号
ヴィラホワイト1階 柔 6304-1305

秀和整骨院 小日向三丁目18番8号 柔 6912-0020

秀和鍼灸治療院 小日向三丁目18番8号 は、き 6912-0020

鍼灸マッサージSAKURA 小日向四丁目5番10号
小日向サニーハイツ704 あ、は、き 090-9147-

3999

茗荷谷クラーレ鍼灸院 小日向四丁目7番17号
KハウスA は、き 6755-2448

茗荷谷クラーレ整骨院 小日向四丁目7番17号
KハウスA 柔 6755-2448

大
塚
地
区

安藤鍼灸院 大塚一丁目1番7号　
メゾン茗荷谷101 は、き 3945-7822

安藤整骨院 大塚一丁目1番7号　
メゾン茗荷谷101 柔 3945-7822

あおやま整骨院 大塚一丁目4番15号
アトラスタワー茗荷谷205 柔 3942-5244

あおやま鍼灸院 大塚一丁目4番15‐205号
アトラスタワー茗荷谷 は、き 3942-5244

茗荷谷「風」接骨院 大塚三丁目15番2号
ラメール文京1階 柔 4500-5863

筑波大学理療科
教員養成施設理療臨床部

（はり・きゅう・あん摩
マッサージ指圧治療室）

大塚三丁目29番1号 あ、は、き 3942-6890

ゆうあい整骨院
大塚三丁目34番9号
ライオンズマンション
小石川植物園104

柔 6310-0872

小石川指圧治療室 大塚三丁目43番3号
小石川ハイツ星座206 あ 3943-2257

千石ウナギ整骨院 大塚四丁目1番14号
グレースコート白鷺坂101 柔 6902-2417

はり灸治療院平安堂 大塚四丁目39番9号 あ、は、き 3941-1984

大塚整骨院 大塚五丁目10番7号
パールモアシャトー1階 柔 5981-9036

大塚鍼灸マッサージ院 大塚五丁目10番7号
パールモアシャトー1階 あ、は、き 5981-9034

坂下通り
べんてん整骨院

大塚六丁目15番11号
シティハイツ新大塚102 柔 6902-9822

坂下通り
べんてん鍼灸院

大塚六丁目15番11号
シティハイツ新大塚102 は、き 6902-9822

関
口
地
区

リバーサイド
はり灸治療室

関口一丁目1番3号　
プラザ飯田橋105 は、き 3260-5772

こころ整骨院 関口一丁目6番8号　
ラフィネ小石川 柔 3269-6246

ふじみ整骨院 関口一丁目11番1号 柔 5228-6216

ふじみ鍼灸院 関口一丁目11番1号 は、き 5228-6216

永島鍼灸院 関口一丁目15番6号 は、き 3268-2980

永島接骨院 関口一丁目15番6号 柔 3268-2980

市原接骨院 関口一丁目28番11号 柔 3204-7537

目
白
台
地
区

西原指圧 目白台一丁目5番1号 あ 090-
8729-1938

山浦接骨院 目白台二丁目13番7号
1階 柔 5981-9680

長尾鍼療院 目白台三丁目20番15号 あ、は、き 3941-7673

音羽鍼灸院 目白台三丁目21番1号 あ、は、き 3944-8699

護国寺鍼灸治療室 目白台三丁目26番7号
303 は、き 3944-9366

筑波大学附属
視覚特別支援学校
鍼灸手技療法科治療室

目白台三丁目27番6号
筑波大学附属
視覚特別支援学校

あ、は、き 3943-5421

音
羽
地
区

マキ鍼灸院 音羽一丁目1番9号1階 は、き 6318-1990

マキ接骨院 音羽一丁目1番9号1階 柔 6318-1990

鍼灸マッサージオスト 音羽一丁目3番10号
ワダビル2階 あ、は、き 5976-0204

音羽鍼灸治療院 音羽一丁目15番15号
シティ音羽308 あ、は、き 3941-6069

音羽接骨院 音羽一丁目17番11号
花和ビル508 柔 3945-0618

ユリア
鍼灸マッサージ院

音羽一丁目20番2号
音羽ダイコクビル502 あ、は、き 3941-3371

音羽の手鍼灸院 音羽一丁目20番5‐102号 は、き 6902-2553

音羽の手整骨院 音羽一丁目20番5‐102号 柔 6902-2553

温活めぐり鍼灸サロン
～護国寺～ 音羽二丁目11番18‐501号 は、き 090-

6565-5594

本
郷
地
区

指圧治療室Liko 本郷一丁目5番7号　
宝生ハイツ317 あ 080-

4781-8550

ゆきまさ
鍼灸マッサージ治療室

本郷一丁目22番6号
本郷ハイホーム301 あ、は、き 090-8013-

8989

水道橋HOBO整骨院 本郷一丁目25番3号
松尾ビル1階 柔 3868-3399

Y2BASE
鍼灸マッサージ院

本郷一丁目33番3号
後楽園キャステール102 あ、は、き 5801-0787

健康工房はり灸院 本郷一丁目35番24‐302号 は、き 3812-8400

くつろぎ鍼灸院 本郷一丁目35番28号
804 は、き 6312-1687

鍼灸マッサージ
星空散歩治療院

本郷二丁目16番10号
西澤ビル503　 あ、は、き 070-

3976-7374

本郷壱岐坂鍼灸院 本郷二丁目18番10号2階 あ、は、き 3815-4692

本郷壱岐坂整骨院 本郷二丁目18番10号2階 柔 3815-4692

永井接骨院 本郷二丁目27番6号
204 柔 3812-3362

鍼灸治療院Mine 本郷二丁目29番3号
Uk’Sビル1階 あ、は、き 3812-7708

あん摩治療院ユタカ 本郷二丁目39番10号
第2片岡ビル2階 あ 5800-6777

おひるね堂はり灸院 本郷二丁目40番7号
和田ビル2階 あ、は、き 070-

5010-1192

あおやま整骨院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番11号
かねやすビル5階 柔 3830-0042

あおやま鍼灸院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番11号
かねやすビル5階 あ、は、き 3830-0042

整骨院ホスピスト 本郷二丁目40番13号
本郷コーポレイション301 柔 5802-5515

鍼灸院ホスピスト 本郷二丁目40番13号
本郷コーポレイション301 は、き 5802-5515

エバーグリーン鍼灸
マッサージ院本郷三丁目院

本郷二丁目40番18号
本郷協同ビル5階 あ、は、き 3812-5222

エバーグリーン整骨院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番18号
本郷協同ビル5階 柔 3812-5222

真救堂はり・灸 本郷三丁目14番12号
サンパーク本郷307 あ、は、き 3815-4951

鍼灸あん魔マッサージ指圧
本郷まこと治療院

本郷三丁目17番7号
太田U．Tビル6階 あ、は、き 6801-6573

▼ 
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本
郷
地
区

グラウベ鍼灸院 本郷三丁目37番15号2階 あ、は、き 3815-7711

グラウベ整骨院 本郷三丁目37番15号1階 柔 3815-7711

湯島鍼灸接骨院 本郷三丁目39番12号 あ、は、き 3816-1957

湯島鍼灸接骨院 本郷三丁目39番12号 柔 3816-1957

リバティ文京鍼灸治療院 本郷四丁目17番8号201 は、き 5842-7890

春日接骨院 本郷四丁目22番11号
ルミエール本郷1階 柔 3868-3536

春日鍼灸マッサージ院 本郷四丁目22番11号
ルミエール本郷1階 あ、は、き 3868-3536

こいけ整骨院 本郷五丁目1番3号　
コーポ菊坂101 柔 3868-2845

こいけ鍼灸院 本郷五丁目1番3号　
コーポ菊坂101 は、き 3868-2845

本郷スポーツ
マッサージ治療院

本郷五丁目1番15号
安野ビル4階 あ、は、き 3812-9536

ノエラ治療室
はりきゅうマッサージ 本郷五丁目23番2‐1102号 あ、は、き 3814-1880

指圧健康堂 本郷五丁目28番3号
中銀本郷マンション4階401 あ 3815-5359

東京オフィス
マッサージ治療院

本郷六丁目10番5号
1階 あ 3830-0782

さくら鍼灸院 本郷六丁目21番8号 は、き 3811-5105

湯
島
地
区

北原接骨院 湯島一丁目2番12‐101号 柔 3255-6323

北原按摩 湯島一丁目2番12‐101号 あ、は、き 3255-6323

お茶の水はりきゅう
専門学校附属
お茶の水鍼灸治療院

湯島一丁目3番6号　 は、き 5689-3366

寿聞堂 湯島二丁目2番1号 7階 は、き 080-4416-
6638

導龍鍼灸治療院 湯島二丁目2番5号　
ハピネスイン湯島503号 あ、は、き 5802-0788

平川鍼灸院 湯島二丁目4番8号302 あ、は、き 3815-1630

はちまん鍼灸院 湯島二丁目31番10号
レックス湯島101 あ、は、き 5615-8918

天神鍼灸治療院 湯島二丁目33番10号
深野ビル4階 は、き 5818-0952

小橋指圧治療所 湯島三丁目1番2号　
ルミエル湯島404 あ 3837-3293

くまがい整骨院 湯島三丁目10番9号
沢井ビル1階 柔 3831-3437

丸山耕整骨院 湯島三丁目16番12号
モーリオン湯島1階 柔 5816-6633

丸山耕鍼灸院 湯島三丁目16番12号
モーリオン湯島1階 は、き 5816-6633

はりとおきゅうあまね 湯島三丁目16番13号
トーキョーユニオンビル503 は、き 090-5346-

3046

ウェルネス湯島鍼灸
マッサージ治療室

湯島三丁目17番8号
セレニティ湯島101 あ、は、き 3837-4474

湯島指圧治療室 湯島三丁目23番8号
第六川田ビル403 あ 3833-5059

しんどう鍼灸院 湯島三丁目28番18号B1 は、き 6240-1797

五味針灸院 湯島三丁目28番18号
アド・ホームズ704 あ、は、き —

湯島白梅鍼灸院 湯島三丁目28番18号
AD・HOMES505 あ、は、き 6803-2816

整骨・指圧竹森治療室 湯島三丁目30番6号
サンハイム湯島303 柔 3833-0069

整骨・指圧竹森治療室 湯島三丁目30番6号
サンハイム湯島303 あ 3833-0069

湯
島
地
区

ホジュン鍼灸治療院 湯島三丁目38番12号
野口ビル2階東側 は、き 6803-0183

ホジュン接骨院 湯島三丁目38番12号
野口ビル2階東側 柔 6803-0183

もみの手指圧・はり・
美容メディカルフロア

湯島三丁目46番5号
湯島平松ビル3階 あ、は、き 3833-2155

佐川指圧
マッサージ治療院

湯島四丁目6番12号
湯島ハイタウンAー208 あ 5802-1855

西
片
地
区

鍼灸三幸堂治療院 西片二丁目18番16号 あ、は、き 3812-2465

三幸堂整骨院 西片二丁目18番16号 柔 3812-2465

向
丘
地
区

東大前接骨院 向丘一丁目2番12号
コジマビル1階 柔 5800-2323

坂本接骨院 向丘一丁目6番8号　 柔 3816-7995

白山指圧「和み」 向丘一丁目7番15号エ
ステック安藤ビル101 あ 3818-5519

kiki整骨院 向丘二丁目3番8号　
マンションニュー本郷101 柔 4283-0945

中原鍼灸院 向丘二丁目3番11号 あ、は、き 3814-6059

医大通り東洋鍼灸院 向丘二丁目13番18号101 あ、は、き 5815-7621

丸十長尾接骨院 向丘二丁目29番5号
アトラスヒルズ文京白山101 柔 3818-5780

龍眼堂接骨院 向丘二丁目35番6号 柔 3828-7558

龍眼堂鍼灸治療院 向丘二丁目35番6号 あ、は、き 3828-7558

白山指圧院 向丘二丁目37番3号
石橋ビル5階 あ 3822-7326

根
津
地
区

文鍼閣鍼灸院 根津一丁目1番20号
キャッスルマンション201 は、き 5685-9068

かみじま整骨院 根津一丁目1番21号103 柔 5814-8654

かみじま鍼灸院 根津一丁目1番21号103 あ、は、き 5814-8654

恭生整骨院 根津一丁目16番10号
イトーピア根津102 柔 5842-1175

はり・灸杏鈴堂 根津一丁目16番13号202 は、き 3823-7573

鍼灸マッサージ指圧
伊藤治療院 根津一丁目18番6号 あ、は、き 3821-4114

芦野鍼灸院 根津一丁目23番9号
プレジデントハイツ根津107 は、き 3822-1200

はり灸和 根津二丁目10番2号1階 は、き 6914-6063

鍼灸庵みがき 根津二丁目10番2号
ボン・ヴォワール102 は、き 3823-9344

根津銀座接骨院 根津二丁目14番10号 柔 5834-1886

根津銀座鍼灸
マッサージ治療院 根津二丁目14番10号 あ、は、き 5834-1886

ゆらうみこころと
からだの鍼灸院

根津二丁目14番11号
Tツィンズビル5階 は、き 3824-5537

経和堂接骨院 根津二丁目29番2号
メゾンNEZU1 柔 5809-0741

経和堂鍼灸院 根津二丁目29番2号
メゾンNEZU1 は、き 5809-0741

快誠堂・小椋鍼灸院 根津二丁目34番4号 は、き 3821-5454

谷根千接骨院 根津二丁目37番4号 柔 3824-0816

千
駄
木
地
区

千駄木接骨院 千駄木一丁目22番28号
ネオハイツ千駄木1階 柔 3827-6588

千駄木はり・灸治療院 千駄木一丁目22番28号
ネオハイツ千駄木1階 は、き 3827-6588

彩秩指圧院 千駄木一丁目23番6号
グリーンヒル汐見303号室 あ 5834-2072

リハリーサポート
鍼灸マッサージ

千駄木二丁目7番5号
常北マンション601 あ、は、き 080-6873-

4397
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千
駄
木
地
区

千駄木じん整骨院 千駄木二丁目11番17号
モンテベルデ千駄木102 柔 5809-0565

はりきゅう治療院
はじめの一歩

千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ226号室 は、き 3828-8653

渡邊ハリ治療院 千駄木二丁目20番6号 は 5685-1527

千駄木団子坂
元氣計画治療院
マッサージはりきゅう

千駄木二丁目26番3号
茂木ビル1階 あ、は、き 5834-8915

あいだ接骨院 千駄木二丁目29番2号 柔 3827-1883

山本接骨院 千駄木二丁目32番6号 柔 3821-3663

GBS千駄木整骨院 千駄木二丁目33番5号
ラヴィエベル1階101号室 柔 5834-8988

GBS千駄木
はりきゅう院

千駄木二丁目33番5号
ラヴィエベル1階101号室 は、き 5834-8988

グラウベ整骨院千駄木 千駄木二丁目39番2号 柔 5834-8777

グラウベ鍼灸院千駄木 千駄木二丁目39番2号 は、き 5834-8777

高木はり療院 千駄木三丁目13番5号 は 3828-0311

もみの手鍼灸治療院 千駄木三丁目28番7号
千駄木ハイツ102 は、き 3824-1010

もみの手整骨院 千駄木三丁目28番7号
千駄木ハイツ102 柔 3824-1010

健生堂鍼灸院 千駄木三丁目31番14号
ライオンズマンション1002 は、き 3821-7871

ゆらうみ鍼灸院 千駄木三丁目39番1号 は、き 5685-6877

ゆらうみ接骨院 千駄木三丁目39番1号 柔 5685-6877

よみせ通り整骨院 千駄木三丁目40番16号
椎名マンション1階1号室 柔 3827-1523

よみせ通り鍼灸院 千駄木三丁目40番16号
椎名マンション1階1号室 は、き 3827-1523

すずらん通り接骨院 千駄木三丁目44番10号 柔 3823-3909

はり東洋治療院虹音堂 千駄木四丁目2番4号 は 3822-7268

動坂指圧「和み」 千駄木四丁目14番2号
ワイエム文京1階 あ 3824-1250

汐見接骨院 千駄木五丁目5番16‐101号 柔 5685-5907

汐見鍼灸マッサージ院 千駄木五丁目5番16‐101号 あ、は、き 5685-5907

文京接骨院 千駄木五丁目31番10号1階 柔 3827-7365

さくら接骨院 千駄木五丁目49番2号 柔 5814-6633

本
駒
込
地
区

本駒込接骨院 本駒込一丁目6番13号 柔 3828-3666

本駒込鍼灸マッサージ院 本駒込一丁目6番13号 あ、は、き 3828-3666

瀧澤整骨院 本駒込一丁目10番5号
牧野ビル2階 柔 —

駒込曙町針灸治療院 本駒込一丁目15番10号 あ、は、き 3941-8804

久芳堂 本駒込一丁目17番20号 あ、は、き 3947-3499

ミナミ指圧マッサージ 本駒込一丁目17番21号 あ、は、き 3941-0436

さわ鍼灸院 本駒込一丁目27番9号
小林ビル401 は、き 3946-8382

ふよう 本駒込二丁目2番5号 あ、は、き 3943-1199

みやび整骨院 本駒込二丁目8番3号
白山コーポビアネーズ105 柔 3942-5226

指圧一休 本駒込二丁目8番6号
スカイコート文京白山501号 あ 5940-9251

マッサージハリ治療院
ヘルスケアーかるーん 本駒込二丁目12番35号 あ、は、き 3944-1466

岡田指圧治療院 本駒込二丁目26番1号 あ 3944-3063

富士鍼灸院 本駒込二丁目28番29号201 は、き 3941-2088

千石駅前整骨院 本駒込二丁目29番19号
グランスィート文京千石104 柔 3944-5261

本
駒
込
地
区

泉鍼灸院 本駒込三丁目1番21号
鈴木ビル1ーB は、き 3827-1633

さかなし接骨院 本駒込三丁目31番5‐101号 柔 6902-1772

淑子鍼灸室 本駒込三丁目34番3号 は、き 3821-7075

中央鍼灸治療室 本駒込四丁目8番4号 は、き 3828-4841

文京富士接骨院 本駒込四丁目37番7号103 柔 5685-5550

動坂らくーだ接骨院 本駒込四丁目42番11号
サクラ文京1階 柔 6426-0301

動坂らくーだ
鍼灸マッサージ院

本駒込四丁目42番11号
サクラ文京4階 あ、は、き 6426-0301

やまだ整骨院 本駒込五丁目1番4号
帝金ビル101 柔 3942-4660

菊川治療院 本駒込五丁目22番6号
デフレール本駒込401 あ 3822-7977

本駒けいよう
マッサージ室

本駒込五丁目35番3号
駒込ハイツ1階 あ、は、き 6887-0973

さわやか整骨院 本駒込五丁目40番5号102 柔 3824-5013

さわやか鍼灸院 本駒込五丁目40番5号102 は、き 3824-5013

岩本東洋はり灸院 本駒込五丁目45番6号 あ、は、き 3821-3379

女性と子どもの
マッサージ鍼灸院かな太

本駒込五丁目72番1号
ファインライン1階 あ、は、き 070-

5021-7838

からだ本舗千石店 本駒込六丁目2番2号 あ、は、き 3946-3717

髙島指圧治療院 本駒込六丁目4番3号
ルートビル2階 あ 3944-5121

柴田針灸院 本駒込六丁目11番16号 は、き 3944-3110

香り鍼灸院NONO 本駒込六丁目15番8号
エルピスビル402 は、き 5940-5088

及川鍼灸院 本駒込六丁目22番29号
東條ビル3階301 あ、は、き 5976-8055

はりきゅうるーむ
朝の葉

本駒込六丁目23番8号
フローラル六義園102号室 あ、は、き 080-4464-

1682

駒込ハリニック 本駒込六丁目24番4号 あ、は、き 3947-7445
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春
日
地
区

田中トシ子薬局 春日二丁目１０番１９号
ライオンズマンション小石川第２ １０２号室 3816-7363

薬局文京ファーマシー 春日二丁目２４番１２号 3811-0196

小
石
川
地
区

岡崎薬局２ 小石川一丁目１２番１４号
小石川ビル１０２ 5689-2778

小石川薬局 小石川一丁目１３番９号
クリオ文京小石川１０１ 3815-4182

サンライトげんき薬局
小石川店

小石川一丁目２４番１号
小石川マンション１階 6801-5153

漢方薬局 彩生堂 小石川一丁目27番10号 5615-9659

スギ薬局
小石川１丁目店

小石川一丁目２８番１号
フロンティア小石川ビル１階Ｂ号室 6240-0735

スギ薬局小石川店 小石川二丁目１番１２号
小石川トーセイビル１階 5840-8536

アイセイ薬局
後楽園店

小石川二丁目１番１３号
後楽園ビューハイツ102 5805-2823

小石川三好漢方薬局 小石川二丁目２５番１０号
パークホームズ小石川１０３－１ 3813-1637

六角堂調剤薬局 小石川二丁目２５番１２号
内田ビル１階 5684-0066

くみ薬局 小石川三丁目２９番１号１階 5684-3345

CMS茗台薬局 小石川四丁目２０番３号 3816-8201

株式会社紫山堂薬局
小石川店

小石川四丁目２１番１号
小石川四丁目ビル１０２ 3814-0768

スギ薬局茗荷谷店 小石川五丁目３番２号
エイト印刷本社ビル１階 3868-3171

白
山
地
区

カテイ堂薬局 白山一丁目８番６号 3811-5843

スドウ薬局 白山一丁目２０番１７号 3811-3334

松田薬局 白山一丁目２５番１５号 3811-4496

たかしん薬局 白山店 白山一丁目33番16号
パークコートプレイス1階 5801-0752

スミレ薬局茗荷谷店 白山三丁目３番４号
田中ビル１０１ 5840-7567

なぎさ薬局 白山店 白山五丁目１７番１０号 3941-1450

さくら薬局はくさん店 白山五丁目２２番７号
白山ファミー１階 3947-3810

スドウ薬局前町店 白山五丁目３３番１号 5805-6162

白山駅前薬局 白山五丁目３６番９号
興和ビル１階 5805-1886

薬局くすりの福太郎
白山店

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル2階 5805-2422

千
石
地
区

よつば薬局 千石一丁目６番１７号 6912-2555

ユー・ワイ薬局千石店 千石一丁目２９番１２号
深沢ビル１階 3941-5099

ひかわ調剤薬局 千石三丁目４番３号 3944-1327

丸山町薬局 千石三丁目３７番１４号
アテック千石ビル１階 5978-9333

といだ薬局 千石四丁目２2番15号
海老沢ビル1階 3942-5041

すがも薬膳薬局 千石四丁目２４番４号１階 5976-3535

ぱぱす薬局千石駅前店 千石四丁目４６番１３号
前田ビル１階 5319-1805

水
道
地
区

さくら薬局文京水道店 水道二丁目１０番１８号 3947-8583

伊吹堂薬局水道店 水道二丁目１４番７号 3946-6173

小
日
向
地
区

紫山堂薬局小日向店 小日向四丁目5番11号
グレース文京1階-B 5981-9790

鈴薬局茗荷谷店 小日向四丁目7番20号
コパーズ茗荷谷202号室 6304-1423

大
塚
地
区

紫山堂薬局 大塚一丁目４番８号 紫山堂ビル１Ｆ 3941-2171

コール薬局茗荷谷店 大塚三丁目５番２号 佑和ビル１階 6912-2735

株式会社伊吹堂薬局 大塚三丁目１０番３号 3941-0447

フローラ薬局大塚店 大塚三丁目36番9号 小室ビル1階 5319-1626

木下薬局 大塚四丁目１番１５号 3941-3551

康和薬局 大塚四丁目３９番９号 3941-1984

あかね薬局 大塚四丁目４５番１０号 3945-4308

ぱぱす薬局新大塚駅前店 大塚四丁目５１番５号 大塚４丁目ビル 5981-4193

ミキ薬局大塚店 大塚五丁目1番17号
午後九時ロイアルハイツC号室 6912-2901

恵愛堂薬局 大塚五丁目４０番１８号
友成フォーサイトビル３階 5319-4193

さかした調剤薬局 大塚六丁目３番３号 3947-5523

関
口
地
区

キリン堂薬局
江戸川橋店

関口一丁目１番３号
プラザ飯田橋１階 3269-8910

江戸川橋ほたる薬局 関口一丁目１番６号 新星ビル５階 5228-4189

ぱぱす薬局江戸川橋店 関口一丁目１１番２号
ラ・カーザ文京１階 5227-5688

さくら薬局江戸川橋店 関口一丁目１６番１号
東海文京マンション１階 3235-1717

たんぽぽ薬局 関口一丁目１９番６号 弥助ビル４階 5228-3889

目
白
台
地
区

本田薬局一丁目店 目白台一丁目２３番６号 3944-5474

小野沢薬局 目白台二丁目１４番１３号
弥生マンション目白台１階 5978-3212

音
羽
地
区

御代の台薬局音羽店 音羽一丁目５番１８号 6902-9228

おとわ薬局 音羽一丁目１４番８号
ハイツ音羽１０２号室 6912-0034

紫山堂調剤薬局音羽店 音羽一丁目２０番１４号
ＭＢＳ音羽ビル１階 3947-4310

シバタ薬局 音羽二丁目５番１１号 ソフィア音羽１０３ 3942-9525

本
郷
地
区

水道橋駅前薬局 本郷一丁目14番8号 丸山ビル1階 5615-9482

漢方の後楽堂薬局 本郷一丁目２５番５号 見学ビル１階 3818-0371

後楽園薬局 本郷一丁目35番26号
LEREVE文京本郷B1 3830-0640

健生堂薬局本郷店 本郷二丁目２８番１号 ＳＫビル１階 3818-4193

プライム薬局本郷店 本郷二丁目３８番１９号 5615-8552

本郷薬局 本郷二丁目３９番７号 5684-5657

南山堂薬局本郷店 本郷二丁目40番8号
本郷三丁目THビル1階 5615-8916

日本調剤
本郷三丁目薬局

本郷二丁目４０番１７号
本郷若井ビル１階 5804-3051

日生薬局御茶ノ水店 本郷三丁目２番２０号 ＭＫビル 5840-8826

ＥＤＯゆしま調剤薬局 本郷三丁目３番１号
お茶の水ＫＳビル１階 3830-2121

本郷三丁目薬局 本郷三丁目３番１２号 Ｋ・Ｓビル１階 5800-0683

オアシス薬局 本郷三丁目３２番７号 5804-3129

東陽堂漢薬局 本郷三丁目３９番１２号 田中ビル２Ｆ 5802-4610

芙蓉堂薬局 本郷四丁目２番１号
芙蓉堂第二ビル４階 3816-2410

今尾薬局 本郷四丁目６番３号 3811-4033

みその薬局 本郷四丁目２５番１２号 3811-5320

いちご薬局 本郷四丁目２７番１０号
リビオレゾン本郷１０１ 5684-1702

高島堂薬局 本郷五丁目２４番４号 3811-1657

ミドリ薬局 本郷六丁目２番２号 平尾ビル１階 5802-3616

竹内調剤薬局東大店 本郷七丁目3番1号 南研究棟1階A 5844-6361

アイン薬局東大店 本郷七丁目3番1号 南研究棟1階B 5844-6335

薬　局

▼ 

薬
　
局
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湯
島
地
区

和同会薬局湯島店 湯島一丁目８番４号 山川ビル１階 5684-3939

ケイワ薬局湯島店 湯島一丁目９番１４号
プチモンドお茶の水１０１号室 5805-7898

ファーマライズ薬局
文京店 湯島三丁目３番８号 5812-7377

日本調剤湯島薬局 湯島三丁目４番１３号 松田ビル１階 3834-3327

ファーマライズ薬局
湯島店 湯島三丁目３２番８号 3832-1606

さくら薬局湯島店 湯島三丁目３８番１２号 野口ビル１階 3832-5265

竹内薬局天神下店 湯島三丁目38番13号 坂東ビル 5846-8511

スギ薬局上野広小路店 湯島三丁目３９番１０号
上野ＴＨビル１階 5812-5923

竹内調剤薬局 湯島四丁目１番２１号 3816-5891

好仁会薬局 湯島四丁目１番２２号
三和ビル１階、２階 3812-4085

水野薬局 湯島四丁目１番２４号
地下１階、１階、２階 5684-7755

鉄門前薬局 湯島四丁目１１番１０号 3868-3130

西
片
地
区

スギ薬局白山通り店 西片一丁目１５番１９号
シャトー文京１階 5805-2844

三幸堂薬局 西片二丁目１８番１６号 3812-2465

不二薬局 西片二丁目２５番８号 3811-4451

向
丘
地
区

さくら薬局向丘店 向丘二丁目１４番１号 3827-0011

雄飛堂薬局千駄木店 向丘二丁目１４番６号 3823-8551

健生堂薬局向丘店 向丘二丁目１４番１０号 5815-7621

さくら薬局団子坂店 向丘二丁目３４番３号 土橋ビル１階 3821-5898

弥
生
地
区

日本調剤根津薬局 弥生一丁目２番１６号
サンピア西須賀地下１階 5805-9331

にしすが水野薬局 弥生一丁目５番８号100 5684-7755

虎薬局 弥生一丁目５番１２号 3812-0063

根
津
地
区

三恵漢方薬局 根津一丁目１番８号
シーアイマンション根津宮永１階 3824-9373

根津調剤薬局 根津一丁目４番４号 河内ビル１階 5842-1499

平成調剤薬局 根津一丁目１６番９号
タウンシップ文京根津１０５号室 5685-1023

ぱぱす薬局根津店 根津一丁目２２番１３号
ＮＹ根津八重垣１階 5815-2055

ごんげん坂薬局 根津一丁目２７番２号
サングレース町田ビル１階 3822-6371

有限会社ダルマ薬局 根津二丁目１５番１５号 3828-1159

テート薬局 根津二丁目３４番２３号 3821-4176

千
駄
木
地
区

なの花薬局さつき店 千駄木二丁目２番１６号 5834-8170

日生薬局根津店 千駄木二丁目２番１７号 石崎ビル１階 3823-9181

日本調剤弥生薬局 千駄木二丁目２番１７号
増田ビル１階２階 3821-8410

なぎさ薬局せんだぎ店 千駄木二丁目１３番１号
ルネ千駄木プラザ１階 5834-1280

西千駄木薬局 千駄木二丁目２９番２号
az千駄木101号室 5834-1560

山松薬局 千駄木二丁目３３番１０号103 5834-2680

谷根千薬局 千駄木二丁目３４番６号102 5842-1455

リボーン薬局千駄木店 千駄木二丁目４３番２号
千駄木ビル１階 5815-8731

竹内薬局千駄木店 千駄木三丁目28番9号
前田ビル 5842-1216

ぱぱす薬局谷中店 千駄木三丁目４２番１６号 3823-9311

千
駄
木
地
区

ローソンクオール薬局
千駄木不忍通店

千駄木三丁目43番17号
KDXレジデンス千駄木1 階 5834-7089

どうかん薬局 千駄木三丁目48番6号
アパートメンツ千駄木1階 3828-1230

ニック千駄木薬局 千駄木四丁目７番１５号
朝日動坂マンション１０４号 5814-0595

アイン薬局動坂店 千駄木四丁目１６番２号 5814-0006

千駄木すみれ薬局 千駄木五丁目２番１９号１階 5815-2065

ことぶき薬局千駄木店 千駄木五丁目４２番１号
滝浦ビル１階 3823-2617

アップル薬局千駄木店 千駄木五丁目４９番３号
ベレーザ千駄木１０１ 5685-5891

スエヤス調剤薬局
文京店

千駄木五丁目４９番４号
作田ビル１０２号 3828-8177

ミネ薬局駒込店 千駄木五丁目４９番４号
赤松ビル 3827-7841

あさひ薬局駒込店 千駄木五丁目４９番４号
作田ビル１０１号 5842-1276

カイエイ薬局 千駄木五丁目５０番１号 3828-8833

本
駒
込
地
区

寿々薬局 本駒込一丁目１番８号 5689-4644

本郷通り星薬局 本駒込一丁目6番16号
浅嘉ハウス102 5842-1959

合資会社髙木薬局 本駒込一丁目１番２９号 3811-2064

かもめ薬局 本駒込二丁目9番2号
パークサイド本駒込1階 5981-9237

なぎさ薬局千石駅前店 本駒込二丁目10番4号
四季ビル千石1階 6902-2477

ウエルシア薬局
文京グリーンコート店

本駒込二丁目28番10号
イーストウイングB1F 5976-4189

中川薬局本駒込店 本駒込二丁目２８番３８号
オーナーズプラザ本郷８  １階 5319-0871

共創未来本駒込薬局 本駒込三丁目１７番１号
駒込ビル１階 3823-6111

株式会社保生堂薬局 本駒込四丁目８番７号 3823-0020

パイン薬局 本駒込四丁目２０番１１号
エクセレント文京動坂１階 3823-8487

ウイング薬局 本駒込四丁目３４番５号
石井ビル１階 5832-5757

はやぶさ薬局 本駒込五丁目１９番２号
小林ビルデンス１階 6304-1986

アーク薬局駒込店 本駒込五丁目３８番１０号 3821-1855

本駒込調剤薬局 本駒込五丁目４５番４号
テリービル１階 5685-3619

アーク薬局 本駒込六丁目１番１９号
石田ビル１０２号 3947-7076

ワカバ薬局千石店 本駒込六丁目２番１号
栄泉堂ビル１０２ 6902-9680

ぱぱす薬局
千石白山通り店

本駒込六丁目３番３号
壱番館ビル１階 5319-1320

駒込あおい薬局 本駒込六丁目24番6号
大島ビル1、2階 5981-8536

▼ 

薬
　
局
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