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朝霞地区三師会　在宅連携拠点

＜＜朝朝霞霞地地区区医医師師会会＞＞

地地域域包包括括ケケアア支支援援室室

● 開所日：月～金曜日９：００～１７：００（祝日・年末年始除く）

● 電話：０４８－４６５－６５７５（直）

● FAX：０４８－４２３－７５４４

● MAIL：kyoten@asakamed.com

● ホームページ：http://www.asakamed.com/area_care/index.php

※朝霞地区医師会地域包括ケア支援室ホームページ

＜＜朝朝霞霞地地区区歯歯科科医医師師会会＞＞

朝朝霞霞地地区区在在宅宅歯歯科科医医療療推推進進窓窓口口地地域域拠拠点点：：略略称称　　朝朝霞霞地地区区地地域域在在宅宅歯歯科科窓窓口口

● 開所日：月～金曜日１０：００～１５：００（祝日・年末年始除く）

● 電話：０８０－２３３４－８０２０

● MAIL：asakachiku2334@outlook.jp

新新座座地地区区在在宅宅歯歯科科医医療療支支援援窓窓口口：：略略称称　　新新座座地地区区在在宅宅歯歯科科支支援援窓窓口口

● 開所日：月～金曜日１０：００～１５：００（祝日・年末年始除く）

● 電　話：０８０－２２５２－８０２０

● MAIL：asaka-niiza2334@outlook.jp

● ホームページ：http://www.asaka-si.or.jp/

＜＜朝朝霞霞地地区区薬薬剤剤師師会会＞＞

朝朝霞霞地地区区薬薬剤剤師師会会連連携携窓窓口口

● 開所日：月曜日・木曜日　１０：００～１７：００

● 電　話：０４８－４８３－４１２５

● ＦＡＸ：０４８－４８３－４１２６

● MAIL：asaka-ph@asakaph.or.jp

● ホームページ：https://asakaph.or.jp/zaitaku.html

※朝霞地区薬剤師会在宅医療支援地域連携委員会ホームページ
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメ--ルルアアドドレレスス

朝霞市大字上内間木４９８-４
（特別養護老人ホーム内間木苑内）

０４８-４５８-２０２２
０４８-４５８-２０２３

uchimagi-sien2@aq.wakwak.com

朝霞市西弁財１-１０-２１
ブリランテ朝霞台１０３

０４８-４７２-１５７４
０４８-４７２-２２０３

houkatu-tutuji@kph.biglobe.ne.jp

朝霞市溝沼３-２-２６
０１２０-２４７３５５
０４８-４６５-５８４５

AsakaMorningPark@yahoo.co.jp

朝霞市岡３-１７-５９
（サービス付き高齢者向け住宅ひいらぎの里内）

０４８-２９１-９１１１
０４８-２９１-９０９０

houkatsu@hiiragi-sato.co.jp

朝霞市青葉台１-１０-３２
（特別養護老人ホーム朝光苑内）

０４８-４５０-０８５５
０４８-４５０-０９６６

chiikihoukatu@choukouen.com

志木市柏町３-５-１
(第二福祉センター内)

０４８‐４８６-５１９９
０４８-４７６-４０００

kasiwanomori
@shiki-syakyo.or.jp

志木市中宗岡１-１９-５１
０４８-４８５-２１１３
０４８-２３５-７８４２

seseragi@kaigo.alsok.co.jp

志木市本町２-１０-５０
０４８-４８６-０００３
０４８-４８６-４０８７

anshin-bron@bron.or.jp

志木市幸町３-１２-５
０４８-４８５-５６１０
０４８-４８５-５６１１

tate-saiwai@shiki-shakyo.or.jp

志木市中宗岡３-２５-１０
０４８-４８５-５０２０
０４８-４８５-５０２１

akigase@kaigo.alsok.co.jp

和光市南１-２３-１
ゆめあい和光２階

０４８-４５０-２５００
０４８-４５０-２５０１

minami@fukusi.or.jp

和光市本町１５-３５ ２階
０４８-４７５-９０１６
０４８-４６８-３７７０

和光市丸山台２-２０-１５
０４８-４６８-２３１２
０４８-４６８-２３１５

togo@hikarinosato.neto

和光市中央地域包括支援センター
《担当エリア》
本町

和光市統合型地域包括支援センター
《担当エリア》
中央１・２丁目、西大和団地、広沢１・３・４番、丸山台１～３丁目、白子２丁目２４番の一部

高齢者あんしん相談センター せせらぎ
《担当エリア》
宗岡北圏域（宗岡中学校区）

高齢者あんしん相談センター ブロン
《担当エリア》
本町

高齢者あんしん相談センター 館・幸町
《担当エリア》
館・幸町

高齢者あんしん相談センター あきがせ
《担当エリア》
宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

和光市南地域包括支援センター
《担当エリア》
白子１丁目、白子２丁目１～１４番・２３番・２４番の一部・２５～２８番、諏訪、諏訪原団地、広沢２番、南１・２丁目

地地域域包包括括支支援援セセンンタターー

朝霞市

地域包括支援センター 内間木苑
《担当エリア》
朝志ヶ丘、北原、西原、宮戸、大字宮戸、浜崎、大字浜崎、田島、上内間木、下内間木

地域包括支援センター つつじの郷
《担当エリア》
東弁財、西弁財、三原、泉水、膝折町３丁目２～７、膝折町４丁目１２・１３番・１５～２２番、大字溝沼、大字浜崎

地域包括支援センター モーニングパーク
《担当エリア》
本町、溝沼、大字溝沼

地域包括支援センター ひいらぎの里
《担当エリア》
岡、大字岡、仲町、根岸台、大字根岸、大字台、大字溝沼

地域包括支援センター 朝光苑
《担当エリア》
青葉台、栄町、幸町、膝折町１・２丁目、膝折町３丁目１番、膝折町４丁目１～１１番・１４番、膝折町５丁目、大字溝沼

志木市

和光市

高齢者あんしん相談センター 柏の杜
《担当エリア》
柏町
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和光市新倉２-５-１２
０４８-４５８-５１２０
０４８-４５８-５１２１

和光市下新倉５-１０-７０
０４８-４５０-０５９１
０４８-４５０-０５９２

新座市片山１-９-１
０４８-４８０-５８５３
０４８-４８０-５８５４

新座市馬場１-２-３５
０４８-４８０-７８０８
０４８-４８０-７８０７

新座市野火止４-１４-２０
０４８-４７７-１７０７
０４８-４７７-１７３９

niizaen-houkatsu@fuga.ocn.ne.jp

新座市新堀１-１３-５
０４２-４９７-８１０６
０４２-４９７-８１０７

houkatsu@kakunoki.com

新座市堀ﾉ内３-１３-１
０４８-４８１-２１６２
０４８-４８１-２６８８

nanbuhoukatsu@donoyamakijyuen.jp

新座市東北２-１-１７
０４８-４８６-５０１１
０４８-４７１-１１３１

houkatu@seiwaen.jp

新座市新座３-３-２０-１０１
０４８-４８５-８５８７
０４８-４８５-８５８８

東部第二高齢者相談センター
《担当エリア》
畑中、馬場、栄、新塚

北部第一高齢者相談センター
《担当エリア》
東北、東、野火止５～８丁目

北部第二高齢者相談センター
《担当エリア》
中野、大和田、新座、北野

西部高齢者相談センター
《担当エリア》
本多、あたご、菅沢、野火止１～４丁目

西堀・新堀高齢者相談センター
《担当エリア》
西堀、新堀

南部高齢者相談センター
《担当エリア》
石神、栗原、堀ノ内

和光市北地域包括支援センター
《担当エリア》
大字新倉、新倉１～８丁目、下新倉１丁目

和光市北第２地域包括支援センター
《担当エリア》
大字下新倉、下新倉２～６丁目、白子２丁目１５～２２番、白子３・４丁目

東部第一高齢者相談センター
《担当エリア》
池田、道場、片山、野寺

和光市

新座市
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメ--ルルアアドドレレスス

朝光苑居宅介護支援センター 朝霞市青葉台１-１０-３２
０４８-４６５-１２１２

共生みらいマネジメント 朝霞市朝志ヶ丘４-６-２６-１０２
０４８-４８７-７２８０
０４８-４８７-７２８３

info@kyousei-mirai.biz

循和会 居宅介護支援事業所 朝霞 朝霞市大字岡７９-３
０４８-４２３-０６２３
０４８-４２３-０６２４

acc_kyotaku@iaa.itkeeper.ne.jp

内間木苑居宅介護支援事業所 朝霞市大字上内間木４９８-４
０４８-４５８-２０２７
０４８-４５８-２０２５

uchimagi-kyotaku
@aq.wakwak.com

ホームケアふれあいの手 朝霞市大字下内間木１３６３-１
０４８-４５８-１３０４
０４８-４５６-０６６１

sato@mb.jnc.ne.jp

居宅介護支援事業所 ひいらぎの里 朝霞市岡３-１７-６０
０４８-４６９-５９４６
０４８-４６９-５９５３

hiiragi.cm.3@gmail.com

居宅介護支援事業所 こころ 朝霞市幸町２-１-１０
０４８-２０３-５７５８

ケアパートナー えん 朝霞市栄町２-１-３１-２０３
０４８-２１１-１６１６
０４８-２１１-６７６０

carepartner.en@gmail.com

ケアプラン安心のおせわ～く広場 朝霞市西原１-７-１
０４８-４２３-６８１０
０４８-４７５-３７０９

honma-m@lundal.co.jp

TMGケアプランセンターあさか 朝霞市西弁財１-８-２１
０４８-４２３-２３６０
０４８-４２３-６９３７

asaka_cpcenter@tmg,or.jp

あいケアプラン 朝霞市根岸台７-２０-４６
０４８-４５０-１８３３
０４８-４５０-１８６６

info@ai-careplan.jp

介護プラン ほほえみ 朝霞市根岸台１-６-８７
０４８-４６２-８７９７
０４８-４６２-８７９７

hohoemi2013@outlook.jp

SOMPOケア 朝霞 居宅介護支援 朝霞市根岸台３-６-１２
０４８-４５８-４１７７
０４８-４５１-６８２３

asaka43_m@sompocare.com

セレクトケアプラザ株式会社
居宅介護支援事業所朝霞

朝霞市東弁財２-１２-２
３０ＴＨスクエア３０１

０４８-４２４-４６３１
０４８-４２４-４６３２

asaka1@scplaza.co.jp

居宅介護支援事業所 あさがお朝霞 朝霞市膝折町１-９-１９
０４８-４５１-５１６０
０４８-４５１-５１５９

cm_asaka@kaigo.alsok.co.jp

ＡＳＫ 居宅介護支援事業所 朝霞市膝折町４-１０-１７
０４８-４２４-３９８４
０４８-４２４-３９８５

courage-ask@starlight-net.biz

いろどりケア 朝霞市本町１-１９-２３　B-１０１
０４８-４８５-１９４７
０４８-４８５-１９４８

irodori.sato01@gmail.com

居宅介護支援事業所 なのはな
朝霞市本町２-７-３４
リブ朝霞１０２号室

０４８-４２４-７５００
０４８-４２４-７５２３

kyotakunanohana
@niizafukushikai.or.jp

埼玉ライフケアサービス
あさか指定居宅介護支援事業所

朝霞市本町２-４-２５
０４８-４５０-０１７７
０４８-４６２-７８７３

asaka-k@saitama-lcs.co.jp

ニチイケアセンター朝霞
朝霞市本町２-１-３７
マッサビル４０１号室

０４８-４５１-１４８３
０４８-４５０-１２５２

ふぉれすと朝霞本町 朝霞市本町２-１７-４
０４８-２１１-０３４５

藤川鍼灸接骨院 居宅介護支援事業所 朝霞市本町３-４-８
０４８-４８７-７７３２
０４８-４８７-７７４０

fj-kyotaku-yana@outlook.jp

朝霞ケアセンターそよ風 朝霞市溝沼１０５０-１
０４８-４５０-８３４３
０４８-４５０-８３４４

asaka@unimat-rc.co.jp

居宅介護支援事業所 ケアライフ朝霞 朝霞市溝沼２-４-１０
０４８-４６７-１７１１
０４８-４６７-８２２１

care-life@ac.auone-net.jp

居宅介護支援事業所
ひいらぎの里溝沼

朝霞市溝沼７-８-２２
０４８-４５８-５７００

日生居宅介護支援事業所 朝霞 朝霞市三原１-１１-２２
０４８-４２４-２０５２
０４８-４２４-３７８３

oasis_ask@merhaisa.jp

ケアプラン コスモス 朝霞市宮戸２-１０-７
０４８-４５８-０６２４
０４８-４５８-０６３４

info@cosmos-care.co.jp

志木市
志木市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

志木市上宗岡１-５-１
総合福祉センター内

０４８-４７１-９７１７
０４８-４７６-９２０２

kyotaku@shiki-syakyo.or.jp

居居宅宅介介護護支支援援事事業業所所

朝霞市
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指定居宅介護支援事業所 ブロン 志木市本町２-１０-５０
０４８-４８７-３８８８
０４８-４８６-４０８７

e-watanabe@bron.or.jp

居宅介護支援事業所 あさがお志木 志木市中宗岡１-１９-５１
０４８-４８５-６１０５
０４８-４８５-６１０１

cm_shiki@kaigo.alsok.co.jp

たすけあいネット志木
志木市柏町３-３-３１
コーポイシカワ１０１号

０４８-４８６-５７３０

㈲すずらんケアサポート 志木市館１-５-１ すずらんビル３階
０４８-４８６-０１８８

ケアプランセンター ハートフルおおむら 志木市上宗岡２-２０-３１
０４８-４２３-３６３０
０４８-４２３-３６６１

宗岡ケアプランサービス 志木市上宗岡５-１８-８
０５０-１３７２-０９２４

monjyukikaku@yahoo.co.jp

居宅介護支援事業所 みゅう志木 志木市上宗岡１-１７-６６
０４８-４７４-５０６４
０４８-４７４-５０６４

myuu.shiki@nifty.com

居宅介護支援事業所 志木みずほ 志木市上宗岡２-２０-１７
０４８-４７４-０３５４
０４８-４７６-１１４４

ケアプランセンター なでしこ
志木市本町４-１５-１
高橋ビル３０２号

０４８-４２３-８２２６

居宅介護支援事業所　さくら草 志木市中宗岡４-１７-２３ １０２号
０４８-４８５-８１５２

こころ居宅介護支援事業所 志木市中宗岡５-２-２
０４８-４８６-７７５５

居宅介護支援事業所
志木ナーシングホーム

志木市柏町１-６-７４
０４８-４８７-９９７０

アミカ志木介護センター 志木市中宗岡１-１９-５１
０４８-４８５-２１０１

居宅介護支援事業所　あおい糸志木
志木市上宗岡５-１２-３
Ｔ&Ｍ１０３号

０４８-４２３-９７３１
０４８-４２３-９７３２

care-management@aoiito.com

ニチイケアセンター和光 和光市南１-２９-４０
０４８-４５１-６３８９
０４８-４５１-６３８１

hstc14@nichiigakkan.co.jp

ＮＰＯぽけっとステーション 和光市中央１-７-１９-１０２
０４８-４６５-８８３３
０４８-４６５-８８３８

n-poke184@nifty.com

ミアヘルサ株式会社
日生居宅介護支援事業所和光

和光市新倉２-５-４９
０４８-４５０-１３１１
０４８-４５０-１３２５

和光福祉会 居宅介護支援センター
和光市丸山台２-６-２０
ファミールＳＨＯＵＲＡＫＵＪＵ１階

０４８-４６０-２９４０
０４８-４５０-１１６３

株式会社エル エルサポート
和光市本町３-１３
タウンコートエクセル４０５

０４８-４６６-２７００
０４８-４６６-２７０１

info@e-aile.co.jp

医療法人循和会
居宅介護支援事業所和光

和光市本町２９-１ ハイツ本橋３０５
０４８-４２３-５２７３
０４８-４２３-５２８３

イリーゼ和光居宅介護支援事業所 和光市白子１-２９-１５
０４８-４５２-７７０１
０４８-４５２-７７０２

ケアプラン くすの木 和光市中央２-３-２４
０４８-４６８-３０１７
０４８-４２４-２１３３

020１kusunoki@gmail.com

リーシェガーデン和光
ケアプランセンター

和光市丸山台２-１１-１
０４８-４８５-９３１１
０４８-４５０-３１５２

（株）ケアポート・オリーブ
新座市野火止１-１５-２８
ハイツオオツカ１０２

０４８-４８１-５０９３
０４８-２３４-９５３０

アサヒ堂介護相談室 新座市あたご３-７-１６
０４８-４７８-７１５１
０４８-４７８-５５０９

かくの木介護支援事業所
新座市新堀１-１３-６
第一谷野ビル２０２号

０４２-４９６-１０７０
０４２-４９６-１０７１

shien@kakunoki.com

ケアサポートにいざ
居宅介護支援事業所

新座市大和田１-８-２
０４８-４８０-４１６５
０４８-４８０-４１６６

ケアプラザ彩ふく 新座市堀ノ内３-７-３１
０４８-４８１-２２８６
０４８-４８１-２４５９

ケアマネジメントセンター椿・新座 新座市栗原５-１６-１９
０４２-４３９-３８５４
０４２-４３９-３８５６

シニアプラン 和み野
新座市栗原２-２-３１
プラザニニ２０１号室

０４２-４２６-８４５６
０４２-４２６-８４５７

てつ福祉相談室
新座市北野３-１-２５
センチュリー志木１０９

０４８-４２３-８１５５
０４８-４２３-７１０５

hiroyuki.tetsu@gmail.com

和光市

志木市

新座市
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はなみずきケアサービス 新座市栄５-１-３
０４８-４８１-８０３１
０４８-４８１-８０３２

めいと新座志木居宅介護支援事業所
新座市野火止６-１９-１
ハイツサーティーン１０２

０４８-４８３-６０００
０４８-４８３-７６００

医療法人社団慈生会
居宅介護支援事業所 あかね

新座市新堀３-１１-１１
０４２-４９１-８８２１
０４２-４９６-７０１６

介護サービスつばめ
新座市野火止３-８-７
ブルボンハイツ１階

０４８-４８２-０５５２
０４８-４８２-０５３４

介護プランすずのき新座
新座市野火止５-１-２０
ビュー野火止１０５号室

０４８-４８３-８８００/
０７０-２６７８-０３０６
０４８-４８３-８８０１

居宅介護支援事業所 ケアプランえん 新座市石神２-１-４
０４８-４８０-４８５０
０４８-２０１-１３１１

居宅介護支援事業所 すず
新座市野寺１-１１-１９
美しの森ハウスＢ棟１階１１１号室

０４２-４４９-８３１４
０４８-４７７-９５６２

居宅介護支援事業所 つぼみ
新座市野火止４-１-２３
込戸ビル２階

０４８-４７８-８０３４
０４８-４８５-８０６４

居宅介護支援事業所
ふれあい広場 新座

新座市東北２-２９-１１
０４８-４７１-２９１８
０４８-４７１-２０７２

居宅介護支援事業所 みかんの里 新座市中野１-１７-３３
０４８-４８２-２９５１
０４８-４８２-２９５２

居宅介護支援事業所 菜々の郷 新座市馬場１-２-３５
０４８-４８０-７３１７
０４８-４８０-７３１５

居宅介護支援事業所「きたの」 新座市北野２-１２-３６
０４８-４８２-８００６
０４８-４７９-６０６０

居宅介護支援事業所あおぞら 新座市堀ノ内２-９-３１
０４８-４７８-２６５３
０４８-４８９-３５３７

aozora.4@horinouchi.or.jp

埼玉ライフケアサービス
大和田居宅介護支援事業所

新座市大和田１-１６-２
０４８-４８５-８４２６
０４８-４８５-８４１１

埼玉ライフケアサービス
新座居宅介護支援事業所

新座市野寺４-８-３０
野寺マンション１０２

０４８-４８３-７５１３
０４８-４８３-７５１２

niiza-k@saitama-lcs.co.jp

指定居宅介護支援事業所 山吹 新座市大和田４-１８-５３
０４８-４８０-３３１３
０４８-４８１-２８３３

yamabuki@yutakanokai.or.jp

社会福祉法人新座市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

新座市野火止1-９-６３
新座市役所第三庁舎内

０４８-４８０-５７６６
０４８-４８１-３４８８

社会福祉法人晴智会 晴和苑居宅介護支援事業所 新座市東３-７-26
０４８-４８５-５３３３
０４８-４８７-６５９４

小さな一歩 新座市片山１-３-７
０４８-４２４-４４０７
０４８-４２４-４８０７

新座園ケアポート 新座市野火止４-１４-２０
０４８-４７７-９９１５
０４８-４７７-１２９０

新座病院在宅介護支援センター 新座市堀ノ内３-１４-３０
０４８-４８１-１５３８
０４８-４８２-１００８

soudan_niiza@tmg.or.jp

殿山亀寿苑居宅介護支援センター 新座市堀ノ内３-１３-１
０４８-４８１-２１６３
０４８-４８１-２６８８

特定非営利活動法人太陽
居宅介護支援事業所

新座市大和田５-１７-２５
０４８-４８２-１０８７
０４８-４８２-１１４６

日生居宅介護支援事業所新座 新座市北野３-１８-２４
０４８-４５８-０８９７
０４８-４５８-０９２１

「和」居宅介護支援事業所
新座市あたご３-８-２２
サンロードあたご１０１

０４８-４２４-７５６２
０４８-４２４-７５３６

nagomi1175102134@yahoo.co.jp

居宅介護支援事業所ミントケアズ 新座市野火止５-２１-２
０４８-４８２-２７２３
０４８-２３４-０８９８

mintcares2020@jcom.zaq.ne.jp

新座市
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメ--ルルアアドドレレスス

TMGあさか訪問看護ステーション 朝霞市西弁財１-８-２１
０４８-４２３-６９３６
０４８-４２３-６９３７

あおき訪問看護ステーション 朝霞市西弁財２-２-１９-１０３
０４８-４６３-１９２０
０４８-４６３-１９２４

あさか訪問看護ステーション
朝霞市溝沼５-３-１５
プルミエール１０６号

０４８-４６６-２２０８
０４８-４６６-９３２０

彩訪問看護ステーション朝霞
朝霞市西原２-１５-１０
ビーフロスト３０４

０４８-４２３-５９１６

エース訪問看護ステーション朝霞
朝霞市本町２-９-３３
グリーンヒルズ佑和１０５

０４８-４２４-２６１２

さくら訪問看護ステーション 朝霞市大字岡７９-３
０４８-４８５-８９１０
０４８-４８５-８９３９

sakurakanngo@yahoo.co.jp

塩味病院　訪問看護 朝霞市溝沼２-４-１
０４８-４６７-１１３９
０４８-４６７-８２２１

訪問看護ステーション　コラソン
朝霞市田島２-１６-６
サクセスＡ１０３号

０４８-４８３-４１１６

訪問看護ステーション　ステップ
朝霞市西弁財１-１２-２６
カサデベルデ１０６号室

０４８-４５８-３８５４
０４８-４５８-３８６４

socialplanstep@gmail.com

みつば訪問看護ステーション　朝霞台 朝霞市三原３-５-３８-１０１号
０４８-４８７-９５９５

TMG宗岡訪問看護ステーション 志木市上宗岡５-１４-５０
０４８-４７１-７００８
０４８-４７１-７１４６

muneoka_houmon@tmg.or.jp

きらめき訪問看護リハビリステーション 志木事業所 志木市幸町３-４-９
０４８-４８６-７２２７
０４８-４８６-７２２８

shiki@mediwels.com

菅野病院
訪問看護ステーションおれんじ

和光市本町２８-３
０４８-４２３-６９１１
０４８-４６１-２２７１

日生訪問看護ステーション和光 和光市新倉２-５-４９
０４８-４２３-０６８１
０４８-４２３-０６８２

訪問看護ステーション わこうの丘
和光市下新倉３-６-８９
柳田コーポ２０２

０４８-４２３-０３３１
０４８-４２３-６０８８

houkan.fukuju@gmail.com

リーシェガーデン和光
訪問看護ステーション

和光市丸山台２-１１-１
０４８-４５０-３１１１
０４８-４５０-３１１２

和光ゆりの花 訪問看護ステーション
和光市白子１-１１-４
白子エメラルド１０１号

０４８-２１２-３７７４
０４８-２３４-７９０１

社会福祉法人和光福祉会
訪問看護ステーション

和光市丸山台２-６-２０
０４８-４６８-１５８０
０４８-４６０-２９４１

訪問看護ステーションあおば 新座市堀ノ内３-１４-３０
０４８-４８１-１６４７
０４８-４７９-０５７２

新座園訪問看護ステーション 新座市野火止４-１４-２０
０４８-４７７-９９００
０４８-４７７-１２９０

niizaen-hk@bz03.plala.or.jp

訪問看護ステーション つぼみ
新座市野火止４-１-２３
ビル２階

０４８-４７８-８０３４
０４８-４８５-８０６４

静風荘病院
訪問看護ステーション ひまわり

新座市堀ノ内１-２-２２
０４８-４８５-９４９０
０４８-４８５-９４９１

ロイヤルレジデンス新座 新座市野火止７-４-５５
０４８-４８９-１１５５
０４８-４８９-１１６５

「和」訪問看護ステーション 新座市あたご３-８-１７-２０２
０４８－４２４－７５３１
０４８－４２４－７５３６

訪問看護ステーション オレンジ 新座市北野１-２-２２
０４８－４８７－７８９６
０４８－４８７－７８９６

みなけあ新座 訪問看護ステーション 新座市野火止６-６-１２
０４８－４８５－１２０３
０４８－４８５－１２３８

アイビー訪問看護ステーション 新座市栄３-２-１７
０４８－４８６－９３２７
０４８－４８６－９３２８

訪問看護ステーションささえーる 新座市野寺５-３-３７-A１０２
０４２－４３９－６１４７
０４２－４３９－６１４８

訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン

朝霞市

志木市

和光市

新座市
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新座市 フラワー訪問看護ステーション 新座市栗原１-２-２
０４２－４７６－５７６２
０４２－４７６－５７６２
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメーールルアアドドレレスス

医療法人山柳会 塩味病院 朝霞市溝沼２-４-１
０４８-４６７-００１６
０４８-４６７-００１８

医療法人社団武蔵野会
ＴＭＧあさか医療センター

朝霞市溝沼１３４０-１
０４８-４６６-２０５５
０４８-４６６-２０５９

朝霞厚生病院 朝霞市浜崎７０３
０４８-４７３-５００５
０４８-４７５-０５４９

朝霞病院 朝霞市溝沼１３３３-２
０４８-４６５-１１８１
０４８-４６５-１１８３

医療法人社団武蔵野会
TMG宗岡中央病院

志木市上宗岡５-１４-５０
０４８-４７２-９２１１
０４８-４７６-２６１０

医療法人社団 浅野病院 志木市本町６-２４-２１
０４８-４７１-２４００
０４８-４７４-８５３５

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

和光市諏訪２-１
０４８-４６２-１１０１
０４８-４６４-１１３８

医療法人寿鶴会 菅野病院 和光市本町２８-３
０４８-４６４-５１１１
０４８-４６１-２２７１

坪田和光病院 和光市白子２-１２-１５
０４８-４６５-５００１
０４８-４６５-５００２

医療法人社団翠会 和光病院 和光市下新倉５-１９-７
０４８-４５０-３３１２
０４８-４６９-８２９０

医療法人泰一会
和光リハビリテーション病院

和光市中央２-６-７５
０４８-４６４-６１１１
０４８-４６４-６１１２

医療法人社団武蔵野会
新座志木中央総合病院

新座市東北１-７-２
０４８-４７４-７２１１
０４８-４７２-７５８１

医療法人社団青葉会 新座病院 新座市堀ノ内３-１４-３０
０４８-４８１-１６１１
０４８-４８１-２６６５

医療法人向英会 髙田整形外科病院 新座市野火止６-５-２０
０４８-４７８-５２２２
０４８-４７７-８６８０

医療法人昭仁会 北野病院 新座市北野２-１４-８
０４８-４８１-１６２１
０４８-４８１-３２３５

一般財団法人野中東晧会 静風荘病院 新座市堀ノ内１-９-２８
０４８-４７７-７３００
０４８-４７７-７０１０

社会医療法人 堀ノ内病院 新座市堀ノ内２-９-３１
０４８-４７８-０９９２
０４８-４８９-３５３７

医医療療機機関関（（病病院院））

朝霞市

志木市

和光市

新座市
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメーールルアアドドレレスス

北あさか城北クリニック 朝霞市朝志ヶ丘３-５-２
０４８-４７４-９０６６

医療法人双和会 三浦医院 朝霞市幸町１-３-２
０４８-４６１-３８０２
０４８-４６９-４５５９

上野胃腸科 朝霞市仲町１-２-３１
０４８-４６１-６５６５
０４８-４６１-６１８８

はねだクリニック
朝霞市根岸台６-８-３５
根岸台クリニックビル３階

０４８-４６９-２１３９
０４８-４６９-２１４３

masaki8202@gmail.com

医療法人社団恵昭会
ひるま小児科クリニック

朝霞市根岸台７-４-１０
クイーンズキッズ１０１

０４８-４６６-０３２０

富岡医院 朝霞市膝折町１-９-３５
０４８-４６１-７５８１
０４８-４６６-８８３８

朝霞皮膚科診療所 朝霞市本町２-１３-６ 朝陽ビル２階
０４８-４６４-２２７０
０４８-４６４-２２７０

福島眼科 朝霞市本町２-１３-６ 朝陽ビル３階
０４８-４６９-１００６
０４８-４６９-１００６

渡邉クリニック朝霞
朝霞市仲町２-２-４４
パールウィング４B

０４８-４６７-３５８４
０４８-４６７-３５８４

増田耳鼻咽喉科医院 朝霞市三原２-１３-２８
０４８-４６３-９２１８

磯貝医院 朝霞市三原３-２-５
０４８-４６３-２３７０
０４８-４６３-２３７０

あおば台診療所 朝霞市宮戸３-８-２
０４８-４７４-５２７０

北朝霞皮フ科
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル４階

０４８-４７１-８５００

医療法人社団開達会 青柳診療所 朝霞市本町２-１３-６ 朝陽ビル１階
０４８-４６５-５０７７
０４８-４６５-５０７７

あさか台メンタルクリニック
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル６階

０４８-４７６-９７００

まるやま脳外科クリニック 朝霞市本町１-８-２
０４８-４５０-００７７
０４８-４５０-００７８

石原クリニック
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル５階

０４８-４８６-１８９０
０４８-４８６-１６２２

根本整形外科 朝霞市西弁財２-６-３４
０４８-４６７-４１５４
０４８-４６７-４１５０

医療法人社団優菜会
伊藤耳鼻科クリニック

朝霞市西原２-４-１７
ジェミニビル１階

０４８-４８６-００８７
０４８-４８６-０２０１

朝霞台クリニック
朝霞市西原２-４-１７
ジェミニビル１階

０４８-４７２-１２８８
０４８-４７２-１２８８

村山クリニック 朝霞市朝志ヶ丘１-７-７
０４８-４７１-１６３６
０４８-４７４-２０８３

さない耳鼻科クリニック
朝霞市仲町１-２-３２
あさかクリニックモール

０４８-４５０-３７１０
０４８-４５０-３７１２

なおあきクリニック
朝霞市仲町１-２-３２
あさかクリニックモール

０４８-４６７-７１４０
０４８-４６７-７１４８

朝霞駅東口たんば内科クリニック
朝霞市仲町２-２-３８
アウステル１階

０４８-４５０-２２１１
０４８-４５０-２２１２

まちだ訪問クリニック
朝霞市本町１-３４-１
ボンビラージュテナント１階

０４８-４２４-７３０１
０４８-４２４-７３０２

あさか心のクリニック
朝霞市本町２-１２-２０
丸徳ビル２階

０４８-４５８-５５６１
０４８-４５８-５５６４

あいかわ循環器内科・内科 朝霞市根岸台６-３-３４
０４８-４６１-８５８５
０４８-４６１-８５８７

ファミリータイズクリニック
朝霞市本町２-４-２５
TBLD朝霞５階

０４８-４５８-５５２２
０４８-４５８-５２４１

医医療療機機関関（（一一般般診診療療所所））

朝霞市

10



－ 11 －

医療法人社団こもれび
まつおか眼科クリニック

朝霞市溝沼１０５８-２
０４８-４５０-２０３０
０４８-４５０-２０３５

ふじい整形外科
朝霞市仲町２-２-４４
パールウィング２階

０４８-４５０-１１８８
０４８-４５０-１１８９

北朝霞整形外科 朝霞市北原１-４-４
０４８-４７４-７７１１
０４８-４７４-７７１０

医療法人円由会あさくらクリニック 朝霞市北原２-１-３０
０４８-４２３-８４７０
０４８-４２３-８４７１

医療法人さくら北朝霞駅前クリニック
朝霞市西原１-３-３１
タウン・ピア西原２階

０４８-４８６-６３３３
０４８-４８６-６３３２

kitaasakaekimae@cube.ocn.ne.jp

朝霞中央クリニック 朝霞市大字岡７９番地３
０４８-４５０-３８３７
０４８-４５０-３８３９

みらいず眼科
朝霞市青葉台１-３-２
青葉台メディカルプラサﾞ１階

０４８-４２３-７３１０

朝霞あおば台整形外科
朝霞市青葉台１-３-２
青葉台メディカルプラサﾞ１階

０４８-４２４-２８４１
０４８-４２４-２８４２

みやた内科クリニック
朝霞市青葉台１-３-２
青葉台メディカルプラザ２階

０４８-４２３-０４０６
０４８-４２３-０４０７

医療法人社団武蔵野会
ＴＭＧサテライトクリニック朝霞台

朝霞市西弁財１-８-２１
０４８-４５２-７７００
０４８-４５２-７７０７

医療法人社団悠友会
あさか台透析クリニック

朝霞市東弁財３-５-１６
０４８-４８５-８２５５
０４８-４８５-８２５６

大城クリニック 朝霞市本町２-３-８
０４８-４６３-１５７５
０４８-４８５-１５８０

朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科
朝霞市東弁財１-５-１８
カロータ２階

０４８-４７４-８７３３
０４８-４７４-８７４３

弁財泌尿器科・内科クリニック 朝霞市西弁財１-１４-４
０４８-４８７-８１６０
０４８-４８６-３０７０

医療法人社団宏友会  栗原整形外科 朝霞市幸町１-１-５
０４８-４６３-２３２５
０４８-４６６-５６６６

あさかリードタウン皮フ科 朝霞市根岸台３-２０-１
０４８-４２４-４１７０
０４８-４２４-４１６９

中村メンタルクリニック
朝霞市浜崎１-３-６
ル・クール３０２号

０４８-４５８-３４２４
０４８-４５８-３４２５

鈴木内科 朝霞市朝志ヶ丘１-２-３-１０６
０４８-４７３-６６１１
０４８-４７３-６９６８

宮戸クリニック 朝霞市朝志ヶ丘４-７-１３
０４８-４７４-５１０３
０４８-４７４-５０２５

医療法人社団博悠会
朝霞整形外科・外科

朝霞市幸町２-７-４１
０４８-４６１-５１２８
０４８-４６１-５１２８

阿部レディースクリニック 朝霞市根岸台６-３-１３
０４８-４６５-８１１８
０４８-４６５-８１１５

朝霞厚生クリニック 朝霞市東弁財２-１５-１
０４８-４７３-５４３８

石塚医院 朝霞市東弁財３-９-８
０４８-４６５-１１５５

医療法人兼愛会 新谷医院 朝霞市本町１-２-３６
０４８-４６１-３２３８

所医院 朝霞市本町１-３７-１２
０４８-４６３-１３１６

関医院 朝霞市三原４-１２-４８
０４８-４６５-８５５０
０４８-４６２-７２５７

谷合眼科 朝霞市三原５-１１-１
０４８-４６２-２３５５
０４８-４６２-２３５５

北朝霞藤宮眼科
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル５階

０４８-４７４-１４１７
０４８-４７４-１４１７

北朝霞・朝霞台
えきまえエスエスこどもクリニック

朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル６階

０４８-４７６-３００２
０４８-４７６-３６６５

ひろせこどもクリニック 朝霞市西弁財 ２-６-３４･１階A
０４８-４６０-２９００
０４８-４６０-２９１０

メディカルスポーツクリニック 朝霞市本町２-１１-３０
０４８-４８５-１１０２

朝霞市
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すぎたこどもクリニック
朝霞市仲町１-２-３２
あさかクリニックモール３階

０４８-４５８-６６００
０４８-４５８-６６０１

あさか産婦人科 朝霞市溝沼５３７-１
０４８-４６６-４１０３
０４８-４６６-４１０８

くろだ内科クリニック
朝霞市溝沼７６０
朝霞溝沼医療センター１階

０４８-４５０-７７１１
０４８-４５０-７７１２

大野眼科クリニック 朝霞市西原２-１４-１８
０４８-４２４-３７３３
０４８-４２４-５５７１

朝霞台呼吸器科・内科・外科クリニック
朝霞市東弁財１-５-１８
カロータ３階

０４８-４８５-１６２０
０４８-４８５-１６２７

朝霞すみえ皮フ科クリニック
朝霞市青葉台１-３-２
青葉台メディカルプラザ２階

０４８-８５５-５７７１
０４８-４２３-０４９９

あさか内科クリニック 朝霞市根岸台３-２０-１
０４８-４２３-７７７３
０４８-４２３-７７７２

医療法人社団 田島耳鼻咽喉科医院
志木市館２-６-３
ペアクレセント３０３号

０４８-４７５-３３０８

宇野眼科医院 志木市館２-７-１１-１０３
０４８-４７２-６２０２
０４８-４７２-６２１４

鈴木医院 志木市中宗岡２-１４-２５
０４８-４７３-４７６６

西川医院 志木市本町２-４-４６
０４８-４７１-００７４
０４８-４７１-００７４

志木江原耳鼻咽喉科 志木市本町５-２３-２６-１０１号
０４８-４７３-７９２９

清河眼科医院
志木市本町５-２１-６２
恵パレス１階

０４８-４７４-３３６９

志木北口クリニック
志木市本町５-２４-１７
アルバビル４階

０４８-４７１-２６６１
０４８-４７１-２６６１

医療法人岩﨑小児科医院 志木市本町６-３-９
０４８-４７４-７４７４
０４８-４７３-２３２６

志木ホームクリニック
志木市本町５-２４-１８
川島屋本社ビル５階

０４８-４８７-１２５５
０４８-４８７-１２５５

くるまじ皮フ科クリニック 志木市館２-７-３ ぺあもーる２階
０４８-４８７-４４８５
０４８-４８７-４４８５

はんだ内科クリニック 志木市本町６-１８-５・１階
０４８-４８６-２３２７
０４８-４８６-２３２６

いわさき内科・循環器科 志木市本町５-１５-２１
０４８-４８６-４６２２
０４８-４８６-４６３０

幸町クリニック
志木市幸町１-５-２３
アイビースクエア１階

０４８-４８５-５６００
０４８-４８５-５５８８

柳瀬川駅前クリニック
志木市館２-６-１１
ペアクレセントビル３階

０４８-４８６-６２０１
０４８-４８６-６２０３

志木眼科クリニック
志木市本町５-２４-１８
川島屋本社ビル６階

０４８-４７４-４２００
０４８-４７４-４２００

たで内科クリニック
志木市柏町６-２９-４４
ベルリバー２階

０４８-４８５-２６００
０４８-４８５-２６１２

医療法人秀志会
たなか整形外科クリニック

志木市幸町４-３-１８
０４８-４８６-１０１０
０４８-４８６-１０１１

かとう整形外科・リハビリテーション科
志木市本町５-２２-２９
志木家具センタービル１階

０４８-４８６-３７７０
０４８-４８６-３７７１

かまた内科クリニック
志木市本町４-１１-１５
第二高橋ビル２階

０４８-４７２-７０７０
０４８-４７２-７１１０

医療法人寿世堂 中川眼科志木
志木市本町５-２６-１
マルイファミリー志木店７階

０４８-４２３-０３９５
０４８-４２３-０３９６

医療法人社団悠友会
志木駅前クリニック

志木市本町５-２１-６３
０４８-４７３-８１０１
０４８-４７３-９２２２

福島脳神経外科・内科クリニック
志木市本町６-２２-４５
ヴェルモ志木

０４８-４７４-３０００
０４８-４７４-３０３３

わかばこどもクリニック
志木市本町５-１９-１５
アドリアフレスカ２階

０４８-４２３-４７４９

医療法人社団あまり会
内田耳鼻咽喉科医院

志木市中宗岡２-１-４１
０４８-４７３-３３８７
０４８-４７６-３４６８

朝霞市

志木市
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志木はなふさ皮膚科
志木市本町５-２５-８
ドゥーセットビル３階

０４８-４２４-３７２６
０４８-４２４-３７２７

眼科龍雲堂医院 志木市本町４-３-１７
０４８-４７１-０２００
０４８-４７１-０６２６

志木大腸肛門クリニック 志木市本町５-１９-１５ ２階
０４８-４２３-８７６８
０４８-４２３-８７６９

ここ肌クリニック 志木市館２-６-１１
志木ニュータウンペアクレセント２０４号

０４８-４５８-３９５６
０４８-４５８-３９５６

志木柏町クリニック 志木市柏町１-６-７４
０４８-４８７-９９７０
０４８-４８７-９９８０

よつはレディースクリニック志木
志木市本町５-２５-８
ドゥーセットビル３階

０４８-４２３-６４２８
０４８-４２３-６４２９

いろは橋すずき眼科 志木市中宗岡５-１６-２
０４８-４８５-８９５０
０４８-４８５-８９６０

志木ファミリークリニック
志木市本町５-１２-２１
GRACE１階

０４８-４８７-７６８１
０４８-４８７-７６８２

柳瀬川ファミリークリニック 志木市幸町４-１-１
０４８-４８５-９５６１
０４８-４８５-９５６２

志木駅前うちだ耳鼻科
志木市本町５-２５-８
ドゥーセットビル２階

０４８-４２３-２５１１

志木いろは橋クリニック 志木市中宗岡５-１６-２-２
０４８-４７１-１６８８
０４８-４７１-１６８４

医療法人社団緑裕会 和光クリニック
和光市丸山台１-４-２
幸裕ビル２階･３階

０４８-４６８-２１１５
０４８-４６８-２１１７

富澤整形外科・内科 和光市白子２-１５-６６
０４８-４６８-３４５６
０４８-４６８-７０７８

西谷医院 和光市白子２-２２-１０
０４８-４６１-２２２６
０４８-４６４-１３３３

大森耳鼻咽喉科医院
和光市新倉１-２-６７
和光市駅前ビル３階

０４８-４６７-３３１４
０４８-４６７-３３１４

佐々木眼科医院 和光市新倉１-２-６６
０４８-４６７-００７１
０４８-４６３-０１２７

勝海外科 和光市新倉１-１１-１
０４８-４６４-２６８５
０４８-４６３-２６４９

宇野小児科医院 和光市新倉１-２０-２０
０４８-４６５-８８８８
０４８-４６６-３３２２

新倉診療所 和光市新倉４-１２-３
０４８-４６７-１１５５
０４８-４６７-１１５３

和光小児科クリニック 和光市新倉３-８-７
０４８-４６７-１１０８
０４８-４６７-１１０８

天野医院 和光市新倉３-５-４０
０４８-４６８-４０５５
０４８-４６８-２８５８

医療法人寿世堂 中川眼科
和光市本町２-６
レインボープラザ２階

０４８-４６５-１１４４
０４８-４６５-１５７６

医療法人四つ葉会
村山皮膚科クリニック

和光市丸山台１-４-１５
イグチ物産ビル３階

０４８-４６４-５３３３
０４８-４６４-５３３３

イグチ物産ビル眼科クリニック
和光市丸山台１-４-１５
イグチ物産ビル１階メガネスーパー内

０４８-４６８-７５００

わこうキッズえきまえこどもクリニック
和光市丸山台１-１０-１
ＭＴＣビル４階

０４８-４６６-９８１６
０４８-４６６-９８１６

門田医院 和光市西大和団地１-６-３
０４８-４６１-６４１２
０４８-４６１-６０２０

医療法人寛和会 萩原医院 和光市本町１２-３４
０４８-４６１-２０４６
０４８-４６１-２０８６

医療法人和光内科外科
和光内科外科診療所

和光市本町１４-４０
０４８-４６６-２２３５

医療法人社団あさひ会
あさひ第２クリニック

和光市丸山台１-１０-６
志幸２１ビル５階

０４８-４６９-４１４１
０４８-４６９-４０４０

asahi2.4141@outlook.jp

和光駅前クリニック 和光市新倉１-２-６５
０４８-４６０-３４６６
０４８-４６０-３５９０

和光耳鼻咽喉科医院
和光市本町２-６
レインボープラザ３０８

０４８-４６７-０８８９
０４８-４６７-０８８９

志木市

和光市
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恵クリニック
和光市本町２-６
レインボープラザ２０３

０４８-４６４-９８９３

医療法人社団絆会
オアシス愛生クリニック

和光市新倉２-５-４９
０４８-４２３-５９６６
０４８-４２３-５８９９

医療法人社団康佑会
和光整形外科内科

和光市本町２２-１ コーポ和光１階
０４８-４６２-１００８
０４８-４６２-１００９

医療法人社団白報会
わこう在宅診療所

和光市丸山台１-４-３
ヴェルデ和光６０２

０４８-４５１-５５８９
０４８-４５１-５５９０

和光脳神経外科・内科 和光市丸山台２-２９-１
０４８‐４２４‐３８７０
０４８‐４２４‐３８７１

田中医院 和光市本町１１-１　１０１
０４８-４６１-２０６０
０４８-４６３-２０４４

医療法人寿世堂
中川眼科・エキアプレミエ和光

和光市本町４-７
和光市南口駅ビル３階

０４８-４８５-９９１４
０４８-４８５-９９１６

和光のそらクリニック 和光市新倉１-１２-５９
０４８-４２３-６６３９
０４８-４２３-６６９９

あずま内科クリニック 新座市あたご３-１-８
０４８-４７７-３１５５
０４８-４８５-９００３

むさし野小児科 新座市あたご３-１-８
０４８-４７７-３１５５
０４８-４８５-９００３

牧田産婦人科医院 新座市あたご３-３-１７
０４８-４７８-１１５１

医療法人慶桜会
大塚産婦人科小児科医院

新座市片山１-１６-３
０４８-４７９-７８０２
０４８-４７９-７８２３

飛田耳鼻咽喉科 新座市北野１-１-１４
０４８-４７９-４０６２
０４８-４７９-４０６２

梅沢皮フ科クリニック 新座市栗原１-３-２２
０４２-４７２-５１１８
０４２-４７９-４０９５

医療法人社団慈生会 海江田医院 新座市新堀３-１１-１１
０４２-４９１-６２６２
０４２-４９２-９２２９

医療法人 坂本医院 新座市菅沢１-１-３６
０４８-４８１-４８３９
０４８-４７７-８９７６

志木耳鼻咽喉科医院 新座市東北１-１３-３
０４８-４７２-９５５５
０４８-４７２-９５５５

清水医院 新座市東北２-２-８
０４８-４７６-２１１１
０４８-４８７-２５２２

永弘クリニック 新座市東北２-１８-１９
０４８-４７４-３７０８
０４８-４７４-３７７６

高橋医院 新座市新座１-９-８
０４８-４７８-２６８９

医療法人慶全会 新座クリニック 新座市新座１-１３-３
０４８-４７９-６３２１
０４８-４７９-６３２７

石上整形外科 新座市野火止４-７-３９
０４８-４７９-４０５５
０４８-４７９-４０５５

田中内科医院 新座市野火止６-２１-２８
０４８-４７７-３５３６

トッパングループ健康保険組合
朝霞診療所

新座市野火止７-２１-３３
０４８-４８２-４６３８
０４８-４７７-１０８２

野火止クリニック 新座市野火止８-１-２２
０４８-４７９-５６９８
０４８-４７９-５８９３

特別養護老人ホーム晴和苑医務室 新座市東３-７-２６
０４８-４７３-３３８８

亀寿苑診療所 新座市堀ﾉ内３-１３-１
０４８-４８１-２１６１

医療法人景聖会 樹康クリニック 新座市東北２-２２-７
０４８-４７０-５０５０
０４８-４７０-５５１１

医療法人安部新座中央通り診療所 新座市東北２-２６-３
０４８-４７３-３３３１
０４８-４７３-３３３１

特別養護老人ホームみかんの里
医務室

新座市中野１-１７-３３
０４８-４８２-２９４７
０４８-４８２-２９５２

さとうこどもクリニック 新座市大和田５-１５-２
０４８-４８０-５２５５
０４８-４８０-５２５６

和光市

新座市
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志木駅前皮膚科
新座市東北２-３０-１８
さいとうビル３階

０４８-４８７-５８２２
０４８-４８７-５８２２

志木南口クリニック
新座市東北２-３０-１５
川島屋ビル２階

０４８-４８５-６７８８
０４８-４８５-６７８７

新座西山内科眼科クリニック 新座市野火止５-１-３８
０４８-２０２-１１１２
０４８-２０２-１１１３

あいクリニック
新座市東北２-３０-１６
細田ビル６階

０４８-４８５-２８２４
０４８-４８５-２８２４

たきやま小児（こども）クリニック
新座市野火止４-１-２５
武蔵野ビル１階１０１号室

０４８-４７７-８６２０
０４８-４７７-８６２１

せおクリニック 新座市東２-４-３１
０４８-４８０-３９０５
０４８-４８０-３９０６

志木小児科・アレルギー科クリニック 新座市北野３-１８-１５
０４８-４８１-１０６４
０４８-４８１-１４５５

須田整形外科 新座市新座３-３-１４
０４８-４７８-２６８８
０４８-４７８-２６１０

三須耳鼻咽喉科 新座市北野３-１８-１５
０４８-４８０-１１８７
０４８-４８０-１１９１

医療法人社団同友会 新座診療所 新座市馬場４-１１-３９
０４８-４８０-３２６８
０４８-４８１-１０６８

特別養護老人ホーム菜々の郷医務室 新座市馬場１-２-３５
０４８-４８０-７３１０
０４８-４８０-７３１５

いしもと脳神経外科・内科 新座市北野３-１８-１６
０４８-４８３-７１１１
０４８-４８３-７１１２

平山クリニック 新座市池田２-５-３-１階
０４８-４８０-０２４８
０４８-４８０-０２６１

くりはら内科クリニック 新座市栗原３-１０-２２
０４２-４３８-６６０６
０４２-４３８-６６０５

ひまわり診療所 新座市馬場１-２-３３ １階
０４８-４８５-９７８８
０４８-４８５-９７８９

志木こころのクリニック
新座市東北２-３０-１８
さいとうビル４階

０４８-４２４-７９３３
０４８-４２４-７９３４

みらいクリニック 新座市新堀１-６-２７
０４２-４７９-４１２４
０４２-４７９-４１２４

新座ふれあいクリニック 新座市栄４-６-３  田中屋１階
０４８-４８３-８０５０
０４８-４８３-８０５１

特別養護老人ホームそらーれ新座
医務室

新座市野火止１-１９-１５
０４８-４８３-７３３０
０４８-４８３-７３２０

十文字学園女子大学
健康管理センター

新座市菅沢２-１-２８
０４８-４７７-０５５５
０４８-４７８-９３６７

一般財団法人京浜保健衛生協会
埼玉診療所

新座市堀ﾉ内１-９-２
０４８-４７８-９５５７

陣屋クリニック 新座市野火止１-１９-１５
０４８-４８３-７３５５
０４８-４８３-７３２０

遠山荘一郎内科クリニック 新座市野火止５-１０-２４
０４８-４８０-３７３７
０４８-４８０-３７３８

新座すずのきクリニック 新座市野火止６-３-２３
０４８-４８０-５５１１
０４８-４８０-５５６５

城西内科クリニック 新座市栗原５-６-２６
０４２-４２１-９３２１
０４２-４３９-６５８５

新座駅前耳鼻咽喉科 新座市野火止５-２-３５　２階
０４８-４５８-０３９０
０４８-４５８-０３０９

医療法人社団翠仁会 中村クリニック 新座市北野２-５-１０
０４８-４７８-１３２７
０４８-４７８-１３２７

医療法人社団緑成会
新座むさし野クリニック

新座市野火止５-２-３５
South Village３階

０４８-４８９-５３２３
０４８-４８９-５３２３

きたざわこどもクリニック
新座市野火止５-２-３５
サウスヴィラージュ２階A号

０４８-４２４-８６３３

医療法人社団堀ノ内クリニック 新座市本多１-３-８
０４８-４８３-２２２２
０４８-４８３-２２２１

片山診療所 新座市片山２-１１-１６
０４８-４８１-０２６０
０４８-４８１-０２６０

新座市
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中島眼科 新座市野火止７-５-７６
０４８-４７９-１３１３
０４８-４７９-１３０３

医療法人社団慶繁会 青山セントラルクリニック新座
診療所

新座市堀ノ内１-９-２
０４８-４７８-４０３９

よつばあたご苑 新座市あたご３-４-６
０４８-４２４-８３９３
０４８-４２４-８３９５

医療法人社団幸毅会 新座眼科
新座市東北２-３２-１２
イオン新座店３階

０４８-４７０-５７６７
０４８-４７０-５７６７

新座内科おなかクリニック 新座市馬場１-４-１７
０４８-４２４-５０５５
０４８-４２４-５１４１

新座ＮＫクリニック 新座市畑中１-１５-４０
０４８-４８５-８８５５
０４８-４８５-９２３３

橋本内科クリニック 新座市栄４-４-２１
０４８-４８１-２６２６
０４８-４８１-２６２６

田口皮膚科医院
新座市東北２-２０-９
NOBLESSE１-A

０４８-４７０-２１１２
０４８-４７０-２１１２

taguchi.reds.cross@gmail.com

医療法人社団めいこう会
玲子内科クリニック

新座市栗原５-１２-１７
メイハイムビル２階

０４２-４２１-８８００
０４２-４２１-８８４０

新座市
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメ--ルルアアドドレレスス

朝霞台歯科診療所 朝霞市北原２-２-２７
０４８-４７４-４１８１

牛山歯科医院 朝霞市膝折町２-２-１９
０４８-４６１-０１４１

アリスバンビーニ小児歯科
朝霞市本町２-５-２３
朝霞フタバビル４階

０４８-４６４-８３８８
０４８-４６４-８４５０

江夏歯科医院 朝霞市宮戸２-１０-４５
０４８-４７１-８１４８

溝沼歯科 朝霞市溝沼７-１-３
０４８-４６９-３９９３

医療法人社団皓有会
小山歯科・矯正歯科クリニック

朝霞市仲町２-２-４４
パールウィング３-A号室

０４８-４６１-１１８１
０４８-４６１-１３４４

にいぬま歯科 朝霞市西原２-１２-６ 一利喜１階
０４８-４７３-３７３７
０４８-４７３-３７３７

にこにこ歯科 朝霞市三原３-７-６
０４８-４５１-２５２５

朝霞歯科医院 朝霞市本町３-１-３６
０４８-４６１-４０５３
０４８-４６４-８２５５

じんてん歯科 朝霞市西弁財１-１０-２１-５階
０８０-６６３９-７６９６
０４８-４７６-１４０２

ＮＡＧＡＳＥ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 朝霞市仲町１-１０-１
０４８-４２３-４３００

おがわ歯科医院 朝霞市三原１-１-１３
０４８-４８７-８４１７
０４８-４８７-８４１７

かめだ歯科 朝霞市本町２-３-２１-１階
０４８-４８５-９１５１
０４８-４８５-９１５２

mail@kameda-dc.com

医療法人社団希望会
ホープデンタルクリニック

朝霞市岡１-１７-１８
０４８-４６２-４１８３
０４８-４６６-１６３８

榎本歯科医院 朝霞市岡３-１-１３
０４８-４６５-５５５９
０４８-４６５-５５５９

横溝歯科クリニック 朝霞市北原２-１５-７
０４８-４８７-３８７６

吉澤歯科クリニック
朝霞市幸町２-１-２
サン・ドミトリー１階

０４８-４６９-０７７８

医療法人社団新正会 安藤歯科医院
朝霞市栄町４-５-１１
ORCインプラント矯正センター

０４８-４６２-１８００

瓜生歯科医院 朝霞市西原２-２-１１
０４８-４７３-２７０４

大崎歯科医院 朝霞市西弁財２-４-１５
０４８-４６１-７８６１

はやし歯科医院
朝霞市根岸台２-１-４７
ロイヤルメゾン１階

０４８-４６３-７０７０

根岸台歯科医院 朝霞市根岸台７-２８-２８
０４８-４６６-９７５８

医療法人社団泰青会 青葉歯科医院
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル３階

０４８-４７４-８２４６

ヤナセ歯科医院
朝霞市東弁財１-３-９
イーストアレイビル４階

０４８-４７６-０１５６

小松歯科クリニック
朝霞市東弁財１-５-８
Ｋステージ２階３号室

０４８-４７１-８８４６
０４８-４７１-８８４６

あけみ歯科医院
朝霞市東弁財１-１-２４
ブエナビスタ１階

０４８-４６２-２１２２

大畑歯科医院 朝霞市膝折町４-６-１２
０４８-４６３-２８１８

埼玉県立あさか向陽園
障害者歯科診療所

朝霞市青葉台１-１０-６０
０４８-４６６-１４１１
０４８-４６７-４１２７

朝霞市

歯歯科科診診療療所所
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岡部歯科医院 朝霞市本町１-７-７ 本橋ビル２階
０４８-４６３-８２７５
０４８-４６８-１５２４

伊藤歯科医院 朝霞市本町１-１４-３０
０４８-４６６-２１８０

栗原歯科 朝霞市本町１-２９-４３
０４８-４６８-０００８

医療法人輝友会 保崎矯正歯科医院 朝霞市本町２-１-１０
０４８-４６４-４３００
０４８-４６０-２２８６

医療法人社団嶺志会 シノハラ歯科医院
朝霞市本町２-５-２３
フタバビル４階

０４８-４６２-２５００
０４８-４６２-２５４１

医療法人 野入歯科医院 朝霞市本町２-２５-２９
０４８-４６１-４０３４

小沢歯科クリニック 朝霞市本町３-３-７６
０４８-４６２-６６８０

ながた歯科クリニック
朝霞市三原２-７-３
アミューズタウン１階

０４８-４６５-８６４４

医療法人社団慶學会 こしば歯科医院 朝霞市東弁財３-１１-１６
０４８-４６９-３７１８
０４８-４６９-３７１８

やまもと歯科クリニック
朝霞市本町２-７-３３
ビビッドステージ２階

０４８-４６１-００６５
０４８-４５１-１３７０

須田歯科医院 朝霞市西原１-６-５
０４８-４７１-６４８０
０４８-４７１-６４８０

すぎばやし歯科
朝霞市朝志ヶ丘１-２
朝霞浜崎団地６-１０２

０４８-４７５-０４０８

スマイル歯科
朝霞市根岸台６-８-３５
根岸台クリニックビル２０２号室

０４８-４６６-２２５０
０４８-４６６-２２３２

青木歯科医院 朝霞市溝沼泉水前７８０
０４８-４５１-１２１２

三功歯科医院 朝霞市西弁財１-１０-１７
０４８-４８７-３４５３

なかじま歯科クリニック
朝霞市三原５-１３-６
インペリアル志木１階

０４８-４５１-４６１８
０４８-４５１-４６１９

あさか虹の歯科 朝霞市浜崎７２４-２
０４８-４７６-８２４１
０４８-４７６-８２４２

牛山デンタルクリニック 朝霞市根岸台６-１-３
０４８-４６１-７８６５

さとう歯科医院
朝霞市仲町１-１-２７
ロートホルン２階A号室

０４８-４６８-６８７４
０４８-４６８-６８７４

医療法人フェネス
歯科タケダクリニック朝霞台たいよう歯科医院

朝霞市西原２-４-２１-１０２
０４８-４７４-００１８
０４８-４７４-００１８

ともえホーム歯科診療所 朝霞市本町３-１-４５
０４８-４５１-３５８１
０４８-４５１-３５８２

ファイン矯正歯科
朝霞市浜崎１-２-１０
アゴラ２１ビル７階

０４８-４７２-８８５６
０４８-４７２-８８５６

ひざおり歯科クリニック 朝霞市膝折町１-６-３７
０４８-４６６-６５５５
０４８-４６６-６５５５

たべい歯科医院 朝霞市三原３-６-１５-１０１
０４８-４６２-１２４０
０４８-４６２-１２４０

あさか駅前矯正歯科 朝霞市本町２-５-２４ 細田ビル１階
０４８-４６４-４２２２
０４８-４６４-４２３３

シオノデンタルクリニック 朝霞市膝折町２-３-５１
０４８-４６１-０２６２
０４８-４６１-０２６２

あさかハートフル歯科
朝霞市本町１-１２-５
ファーストステージ１階

０４８-４８７-８２４１

青葉台公園歯科クリニック 朝霞市本町１-４-２０
０４８-４５８-５５５７
０４８-４５８-５５５８

はしもと歯科クリニック 朝霞市朝霞市西弁財１-４-２２
０４８-４８５-１８３９
０４８-４８５-１８３９

医療法人社団希望会 エスペレ歯科 朝霞市岡１-１７-１８
０４８-４６４-８３３３
０４８-４６６-１６３８

マハロ歯科
朝霞市溝沼４-７-２１
ユ－コ－ト朝霞台１０１

０４８-４２４-８６６１
０４８-４２４-８６６１

朝霞市
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医療法人社団啓守会 飯田歯科医院 朝霞市本町３-３-１ランドマーク１階
０４８-４６０-３７３３
０４８-４６０-３７３４

わたしの歯医者さん
朝霞市朝志ヶ丘４-１-１
メゾンソレイユ１階

０４８-４２３-６４２３
０４８-４２３-６４３３

たんの歯科クリニック 朝霞市北原２-５-３０
０４８-４７１-２３００
０４８-４７１-２３００

医療法人社団こころづ会
はっとり歯科医院

朝霞市根岸台６-３-３７
スペシアス１階

０４８-４５０-４６１８

みんなのはっとり歯科医院 朝霞市根岸台６-４-３０
ライオンズマンション朝霞根岸台第２ １０２号室

０４８-４５１-００８５
０４８-４５１-００８６

朝霞本町ファースト歯科 朝霞市本町１-８-７ 綿谷ビル１階
０４８-４６４-３３２９
０４８-４６４-３３４３

あさかデンタルクリニック
朝霞市本町１-１２-１０
マルエツ朝霞店３階

０４８-４２３-８５２８
０４８-４２３-８５２８

朝霞フォレスト歯科・矯正歯科
朝霞市根岸台３-２０-１
くみまちモールあさか２階２０８区画

０４８-４２４-７５４８

医療法人社団尾島会　志木おじま歯科 志木市柏町１-９-８５
０４８-４７６-３００１

長内歯科医院 志木市柏町４-３-７８
０４８-４７１-２２００

にわやま歯科クリニック
志木市柏町６-２９-４４
ベル・リバー2階

０４８-４８７-０１５５

第一歯科医院 志木市上宗岡４-２１-３７
０４８-４７４-３１０８

志木宗岡歯科医院 志木市上宗岡５-２-２８
０４８-４２３-２２３３
０４８-４２３-２２３４

鳥飼歯科医院 志木市幸町２-１１-７
０４８-４７２-４１０４
０４８-４７２-４１０４

医療法人社団粋明会
クレセント歯科クリニック

志木市館２-６-１１
ペアクレセント３階

０４８-４７５-３２４２

志木ニュータウン
医療施設東の森参番館福田歯科医院

志木市館２-７-１１-１０６
０４８-４７１-０８８８

西山歯科医院 志木市本町１-１-８
０４８-４７１-０３１３

まさおかデンタルクリニック
志木市本町５-２４-７
イーストウッドビル３階

０４８-４７５-０９６６
０４８-４７５-０９６６

よこやま歯科クリニック
志木市本町５-１８-２２
エルシティミカミビル２０１号

０４８-４７５-１８２２
０４８-４７５-１８２２

椎木歯科医院 志木市本町６-４-１
０４８-４７１-００３６
０４８-４７１-７２６７

中山歯科クリニック 志木市幸町４-３-５
０４８-４８７-０７７０
０４８-４８７-０７７０

柏町歯科クリニック 志木市柏町２-１３-１
０４８-４５８-３７０６
０４８-４５８-３７０６

北谷デンタルクリニック 志木市本町５-９-１７
０４８-４７０-３１５０

ヒロキ歯科診療所 志木市本町６-２５-２９
０４８-４７６-１６７７

医療法人社団愛聖会
ペアモール歯科医院

志木市館２-７-６
志木ニュータウンぺあもーる２階

０４８-４７４-９００６
０４８-４８５-９０３３

さとし矯正歯科クリニック 志木市本町５-２４-６ 木下ビル３階
０４８-４８６-８８７７

佐藤デンタルクリニック 志木市本町５-１４-２２　１階
０４８-４７４-１５６３
０４８-４７４-１５６３

しまむら歯科医院
志木市幸町１-７-４３
KOUJIYA七番館１階

０４８-４７４-３５５５

アイビー歯科 志木市幸町１- ６-４４
０４８-４７４-６４８１
０４８-４７４-６４８１

幸町歯科口腔外科医院 志木市幸町１- １２-１６
０４８-４５６-７５００
０４８-４５６-７５０１

みずの歯科医院 志木市本町１-６-１１
０４８-４７６-４６１８
０４８-４７６-４６１８

朝霞市
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高澤歯科クリニック
志木市本町５-２０-２４
サンライトビル１階１０１

０４８-４８５-１８４６
０４８-４８５-１２４８

ほんちょう歯科 志木市本町６-２０-３
０４８-４８７-５６１１
０４８-４８７-５６１１

春田歯科医院 志木市本町６-２７-２５
０４８-４７３-３７３７

志木あん歯科クリニック 志木市本町６-２２-４５
０４８-４５８-３２００
０４８-４２３-６６０７

千葉歯科クリニック 志木市柏町６-１８-２３ １０１号室
０４８-４７０-６４８０
０４８-４７０-６４８１

志木オハナ歯科クリニック 志木市中宗岡３-７-３６
０４８-４２４-２４１６
０４８-４２４-２４１６

志木小林歯科 志木市本町３-５-２６
０４８-４２３-５６３８
０４８-４２３-５６３９

柳瀬川駅前歯科クリニック
志木市館２-５-２
志木ニュータウン鹿島ビル３階

０４８-４７１-１１１１
０４８-４７１-１２８０

デンタルクリニックM 志木市下宗岡２-１３-２０
０４８-４８５-２５２５
０４８-４８５-２５２６

ファミリー歯科医院
志木市本町５-２４-１８
川島屋本社ビル３階・４階

０４８-４７１-８０２０
０４８-４７２-１４６６

医療法人社団聖光会 島田歯科医院
和光市丸山台１-４-３
ヴェルデ和光２階

０４８-４６９-１０１０
０４８-４６９-１０１１

北本歯科医院
和光市新倉１-２-６７
和光駅前ビル４階

０４８-４６３-４１１５

笹尾歯科医院
和光市本町２-６
レインボープラザ３０７号

０４８-４６７-７６５１

なかむら小児歯科医院 和光市本町６-９
０４８-４６５-２００９

シーアイ池田歯科医院
和光市本町３１-２
シーアイハイツE棟２１８号

０４８-４６２-００８０

医療法人フェネスト歯科タケダクリニック
和光市丸山台１-１０-５
和光MHビル２階

０４８-４６７-２０００
０４８-４６７-２６６２

相田俊孝歯科 和光市南１-１-５９
０４８-４６２-０２２０

医療法人社団松寿会
デンタルオフィス松川

和光市南１-６-２０
０４８-４６１-７６７６
０４８-４６１-７６７６

dom@flute.ocn.ne.jp

柴崎歯科医院 和光市南１-１６-２１
０４８-４６６-０６０４

ひかり歯科クリニック
和光市丸山台２-１２-６
ロッソパステロ１階

０４８-４６６-１４７２
０４８-４６６-１４７２

医療法人スマイル・クリエイト
アルファ矯正歯科クリニック

和光市丸山台１-１０-４
F'SBOX４階

０４８-４５１-４１８７
０４８-４５１-４１８５

坪井歯科クリニック 和光市本町１-１４ 鈴木ビル２階
０４８-４５０-６４８３
０４８-４５０-６４８８

まさき歯科 和光市本町２０-３
０４８-４６８-０００１
０４８-４６８-０００１

おりい歯科医院 和光市白子１-１１-７
０４８-２０１-１６８７
０４８-２０１-１６８７

小山デンタルクリニック 和光市新倉２-２５-３１
０４８-４６４-６４８０
０４８-４６４-６４８０

うのき歯科クリニック
和光市白子２-６-２０
メゾンアンクレ１階

０４８-４６９-０１８０
０４８-４６９-０１８０

メリー歯科 和光市白子３-２８-６
０４８-４６６-８１４３
０４８-４６６-８１４４

医療法人社団清稜会 南大和歯科医院 和光市南１-１１-５０
０４８-４６１-８７３２

医療法人社団洋仁会
和光ファミリー歯科

和光市丸山台１-９-３
イトーヨーカドー和光店３階

０４８-４５８-６４８０
０４８-４５８-６４８１

ながほ歯科クリニック
和光市丸山台１-１１-４
カリプソ１階

０４８-４２３-０２６７
０４８-４２３-０２６７

中野歯科医院 和光市新倉２-２６-７
０４８-４６１-７８６６

志木市
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あかり訪問歯科クリニック 和光市新倉３-８-７-２階
０４８-４６９-２７０７
０４８-４６９-２７０７

akari_hira@yahoo.co.jp

医療法人玄清会
第一デンタルクリニック

和光市下新倉１-１-５０
０４８-４９４-７１８２
０４８-４９４-７１８２

オダカ歯科医院 和光市本町５-１５　山ビル２階
０４８-４６４-８２４１
０４８-４６４-８２４１

まほろば歯科 和光市本町１５-３５ 大野ビル１階
０４８-４６３-５５２１
０４８-４６３-５５２１

和光おとなこども歯科
和光市下新倉２-１０-３
ヒラソール１階

０４８-４６０-４６００

あいゆう歯科和光診療所
和光市白子３-１０-５０
ベルク和光白子店２階

０４８-４２３-３１６３
０４８-４２３-３１６６

wako_clinic@aiyu.or.jp

和光市デンタルオフィス
和光市本町４-７
エキアプレミエ和光３階

０４８-４２３-９６３７
０４８-４２３-９６３８

和光市歯科
和光市丸山台１-１０-１
MTCビル６階

０４８-４５０-７４２０
０４８-４５０-７４２１

医療法人社団グリーンパーク
和光市駅前キュア歯科・矯正歯科

和光市本町１-１３
鈴森駅前ビル１階

０４８-４８５-１６０５
０４８-４８５-１６０６

西大和歯科クリニック 和光市本町２３-３１
０４８-４６６-５５５３
０４８-４８３-５３０８

あたご歯科医院 新座市あたご３-１１-６
０４８-４８１-１１８２
０４８-４８１-１１４８

医療法人社団欅木会 けやき歯科医院
新座市東北２-３７-１２
磯川ビル３階

０４８-４７０-４６１８
０４８-４７０-４６１９

医療法人社団聚楽会
とりづか歯科医院

新座市東北２-３０-１６
細田ビル３階・７階

０４８-４７０-０１１８
０４８-４７０-０１０１

医療法人社団聖白会 桜歯科 新座市東北２-３１-２-１階
０４８-４７１-４６２６

医療法人社団明光会
朝岡デンタルクリニック

新座市野火止５-３-１１
０４８-４７７-４１８２

医療法人社団ユニオルソ
荻島歯科医院

新座市大和田４-２-２７
０４８-４７７-２１０３
０４８-４８１-１８２９

えむ歯科クリニック
新座市野火止６-１９-６
平塚ビル２階

０４８-４７９-００５２
０４８-４７９-００５７

狩谷歯科矯正クリニック 新座市栄５-９-２
０４８-４７７-６４８７
０４８-４７７-６４８７

川端歯科医院 新座市栗原６-５-１６
０４２-４２２-８４００
０４２-４２２-８４００

グリーンランド歯科医院 新座市野火止５-８-１６
０４８-４８２-００９９
０４８-４８２-００９９

斉藤歯科医院 新座市石神３-５-３
０４２４-７５-７５３５

さえぐさ歯科 新座市片山２-８-１２
０４８-４７９-８４１８
０４８-４７９-８４１８

さこだ歯科医院
新座市北野２-１５-３５
梅田ビル１階

０４８-４７９-４１８２
０４８-４７９-４１８２

志木駅前歯科・矯正歯科
新座市東北２-３０-２１
ＴＡＩＲＡＹＡ志木店３階

０４８-４２３-８８１４
０４８-４２３-８８１４

医療法人社団ＧoodＴeeth
おぐら歯科医院

新座市東２-４-１８
０４８-４７９-４２８８
０４８-４７９-４２８８

医療法人社団哲友会 市川歯科医院
新座市東北２-３０-２０
キャメルビル４階

０４８-４７３-４１８４
０４８-４７３-４１８４

すぎやま歯科クリニック
新座市新堀１-１３-６
第一谷野ビル１階

０４２４-９１-４６１８
０４２４-９１-７２７２

スズキデンタルクリニック 新座市東３-２-６
０４８-４８７-００３３
０４８-４８７-０７０１

関歯科医院新座 新座市新座３-３-１４-１０２
０４８-４７７-５０６８
０４８-４８２-２２６１

たけべ歯科 新座市栄４-７-６
０４８-４８６-９１００
０４８-４８６-９１０１

たけや歯科 新座市畑中２-６-２８
０４８-４７９-６４４４
０４８-４７９-６４４４

和光市
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でうら歯科医院 新座市野火止４-１９-１３
０４８-４８１-４４３３

新座駅前歯科クリニック
新座市野火止５-２-１２
コンフォートMVI-４階

０４８-４８６-９９２２

新座きりん歯科クリニック
新座市野火止５－２－５５
ＣＫＢ３　２階

０４８-４８０-２５２５

はせがわファミリー歯科
新座市東北２-３２-１２
イオン新座店４階

０４８-４７４-１１８１

ひのきやまデンタルクリニック 新座市東北２-３５-８
０４８-４７５-８８８８
０４８-４７５-８８８７

ひばり通り歯科
新座市栗原５-１２-２０
メゾンドひばりが丘１-A

０４２-４２３-８６１４

ヒロアキ歯科医院
新座市東北２-１８-２２
ゴールデンハウス１０１号

０４８-４８７-４１８７

ふくデンタルクリニック
新座市東１-１-３６
半田貸店舗２階

０４８-４８０-６８８８
０４８-４８０-６８８９

ぶんデンタルクリニック 新座市堀ノ内３-１-９
０４８-４２３-０６４８
０４８-４２３-０６４８

ほづみ歯科医院
新座市北野１-１-２３
牛山ビル１階

０４８-４７８-０６４８
０４８-４７８-０６４８

ゆーかり歯科クリニック
新座市東北２-１９-１１
若林ビル２階

０４８-４７６-８００４

ライフ歯科
ペリオデンタルクリニック清瀬

新座市新堀２-１３
０４２-４９７-９１７８
０４２-４９７-９１７９

リリィ歯科クリニック 新座市北野２-１２-４０
０４８-４２３-８８４０
０４８-４２３-８８４１

わかば歯科クリニック
新座市東北２-３４-１２
グランディール１階

０４８-４７４-５０８６
０４８-４７４-５０３２

わたなべ歯科医院 新座市栗原１-４-８ 金子ビル１階
０４２-４２０-９６６６
０４２-４２０-９６６６

安本歯科医院 新座市野寺３-９-１９
０４８-４８１-０００５
０４８-４７７-９６５５

医療法人社団秀飛会
とまと・歯科くりにっく

新座市東北２-３１-１５
太田ビル４階

０４８-４７３-６７８２

医療法人社団翠聖会 パール歯科医院
新座市栗原６-３-１０
サンブリリアント・アズマド１階

０４２-４２５-６６８５
０４２-４２５-６６８５

井上歯科医院 新座市野火止１-１４-１７
０４８-４７９-１１８２
０４８-４７９-１２３７

菊池歯科医院 新座市大和田１-１８-３２
０４８-４７８-３１９９
０４８-４７７-３７８３

戸田歯科医院 新座市大和田４-１２-２０
０４８-４７７-２６１１
０４８-４８２-１４７７

志木駅ビル歯科
新座市東北２-３８-１０
志木駅ビル 「エキア志木」３階

０４８-４７３-２０２８

小林歯科医院 新座市栄３-７-３９
０４８-４７９-５７４９
０４８-４７９-５８２５

新座市休日歯科応急診療所 新座市道場２-１４-４
０４８-４８１-２２１１

森山歯科医院 新座市栄４-８-２
０４８-４７８-１８１８

西堀歯科医院 新座市西堀２-３-１８
０４２-４７５-８６０１
０４２-４７５-８６０１

石川歯科クリニック 新座市石神５-５-２６
０４２-４７４-８２７６
０４２-４２５-４０３５

竹中歯科 新座市東北２-１４-６
０４８-４７４-２２３９

中山歯科医院 新座市あたご３-６-１４
０４８-４７７-３５００
０４８-４７７-３５００

中村歯科医院 新座市野火止３-１１-３
０４８-４７７-０２３３

田中歯科医院 新座市東北２-２１-１
０４８-４７５-０４１８

新座市
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東北歯科医院 新座市東北１-５-２
０４８-４７３-６７５２

内藤歯科医院 新座市栗原４-６-３
０４２４-２５-４６４９

野火止歯科医院 新座市野火止１-２-２７
０４８-４８１-７４７８
０４８-４８１-７４７８

脇田歯科医院 新座市片山２-１０-２３
０４８-４８２-６６９９

新座市
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令和３年１月末現在

所所在在市市 機機関関・・事事業業所所名名 所所在在地地
電電話話番番号号
FFAAXX番番号号

メメ--ルルアアドドレレスス

大沢薬局 朝霞南口店 朝霞市本町２-５-１９
０４８-４６４-３３１５
０４８-４６４-９４１５

あおい調剤薬局 二本松店 朝霞市本町１-３７-１３
０４８-４６７-５１３２
０４８-４６７-５１３７

BCB06650＠nifey.com

株式会社武蔵野調剤薬局 朝霞店 朝霞市本町２-１３-６ 朝陽ビル１階
０４８-４５１-０７０８

あおい調剤薬局 青葉台店 朝霞市幸町１-１-５
０４８-４６５-４１５７

あさか台薬局 朝霞市西弁財１-７-３５
０４８-４６０-３３１７

フレンド薬局 朝霞市三原２-１３-３６
０４８-４６５-５８３７

あおい調剤薬局株式会社 朝霞店 朝霞市三原５-１３-５
０４８-４６３-８４６６

フラワー薬局
朝霞市朝志ヶ丘３-５-２
エクシード高野１０５

０４８-４７６-４６５８
０４８-４７６-４６８０

hurawa-asakaten
@ae.wakwak.com

ドラッグセイムス 朝霞駅前薬局 朝霞市仲町２-１-６-１０２
０４８-４５０-２０２６
０４８-４５０-２０２７

cy-asakaekimae
@fujiyakuhin.co.jp

ウェルパーク薬局 北朝霞店 朝霞市西原１-３-３１
０４８-４８６-６４２３
０４８-４８６-６４２４

朝霞大沢薬局 朝霞市本町２-４-５
０４８-４６１-２５８６

ウエルシア薬局朝霞根岸台店 朝霞市根岸台６-８-５７
０４８-４５１-５０６０

朝霞はなぞの薬局 朝霞市溝沼７６０番地
０４８-４６７-７７２５

三原薬局 朝霞市三原３-１-２８
０４８-４８３-５２６２
０４８-４８３-５２６２

mihara@ivy.ocn.ne.jp

エース薬局朝霞調剤センター
朝霞市本町１-３３-４８
グランドフェア１階

０４８-４５０-８９３１
０４８-４５０-８９３２

あおい調剤薬局 朝霞根岸台店 朝霞市根岸台６-３-３３
０４８-４２４-７９６０

リズム薬局朝霞台店 朝霞市北原２-１-３０ Ｂ-１
０４８-４２３-８８１０

メロディー薬局 朝霞台店 朝霞市北原１-４-４
０４８-４２３-７４４０

アイセイ薬局 北朝霞店 朝霞市浜崎１-２-１０ アゴラ２１
０４８-４８６-０１９０

ウイン調剤根岸台薬局
朝霞市根岸台６-８-３５
根岸台クリニックビル１０２

０４８-４６８-７１３１

ウイン調剤けやき薬局
朝霞市仲町２-２-４４
パールウイング１-B号室

０４８-４２４-７０５８
０４８-４６７-０３８８

win.keyaki5@gmail.com

アカネサポート薬局 朝霞市溝沼五反田１３３８-１
０４８-４２３-７４５５

アカネ薬局１号店 朝霞市溝沼下田１２８４-８
０４８-４２３-５５４９

なぎさ薬局 あさか店 朝霞市溝沼１３３３-１
０４８-４２３-７１３０

クオール薬局志木店 朝霞市朝志ヶ丘２-１３-３２
０４８-４７６-７６８０
０４８-４７６-７６８２

kasuga@qol-net.co.jp

ことぶき薬局 朝霞店 朝霞市幸町１-３-５
０４８-４６２-８８２５
０４８-４６２-８９２６

kotobukiasaka020@gmail.com

薬局マツモトキヨシ 朝霞台駅南口店 朝霞市東弁財１-５-１８
０４８-４７２-２８０１
０４８-４７２-２８０２

みなみ薬局 朝霞市朝志ケ丘４-７-１４
０４８-４７４-４８０４

朝霞市

薬薬局局
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アイカ薬局
朝霞市根岸台３-２０-１
くみまちモールあさか２階２３５

０４８-４８７-７８８１
０４８-４８７-７８８３

ファミリープラザ健康薬局 朝霞店 朝霞市根岸台７-４-１１
０４８-４６４-８５６２

冨岡薬局 朝霞市膝折町２-４-３２
０４８-４６１-０１４８

あさか台 わたなべ薬局 朝霞市西弁財１-１０-２５-１０６
０４８-４７０-３４３４

平成薬局 朝霞店
朝霞市西弁財２-６-３４
ヴィラクレールⅡ１階-Ｂ

０４８-４５１-０２５８

有限会社高田屋薬局 朝霞市東弁財２-１４-１
０４８-４７４-４０９０

パル薬局溝沼店 朝霞市溝沼１-５-１１
０４８-４６７-２３９７

有限会社松栄堂薬局
朝霞市西原２-１５-１８
シティ光陽１階

０４８-４７３-７２８９

昭和薬局 朝霞市朝志ヶ丘１-２-６-１０６
０４８-４７３-７８３０

健康研究所大空薬局 朝霞市宮戸４-１４-１０
０４８-４７４-８９０６

ウエルシア薬局朝霞駅東口店 朝霞市根岸台５-６-３７
０４８-４５０-７７２７

パル薬局朝霞駅前店 朝霞市本町２-４-２４
０４８-４８７-９１９９

朝霞メロン薬局
朝霞市東弁財１-５-８
Ｋステージ２階-４

０４８-４８３-４５０２

アイセイ薬局 朝霞台店 朝霞市西原２-４-１７ ジェミニビル
０４８-４７６-９９２２

アカネ薬局２号店 朝霞市溝沼下田１２８４-７
０４８-４２３-６４４５

ミント薬局
朝霞市本町２-３-１２
ロル・フルール１階

０４８-４５１-３５６０

アイン薬局 朝霞青葉台店 朝霞市青葉台１-３-２
０４８-４２４-３４３４

ワカバ薬局 志木市上宗岡５-１８-８
０４８-４７０-１６９０

有限会社三上薬局 志木市本町６-１１-１０
０４８-４７１-０２４５
０４８-４７１-０８９８

ca25342@dg7.so-net.ne.jp

有限会社朝日屋原薬局 志木市本町２-４-４３
０４８-４７１-００３７

ちいさな薬局 志木市本町４-５-４９
０４８-４８６-５６６６

地球堂薬局 志木市本町５-２３-２８
０４８-４８６-５０５０

リズム薬局 志木店 志木市本町５-２４-１８・６階
０４８-４８５-４３０１

あおい薬局 志木北口駅前店 志木市本町５-２５-６
０４８-４７０-５５９３

ファーマシー山賀 志木市館２-７-４ ペアモール１階
０４８-４７６-９５８１
０４８-４７６-９５８０

pharmacy_yamaga@yahoo.co.jp

幸町薬局 志木市幸町３-４-１０
０４８-４５８-３６７７

リズム薬局 志木北店 志木市本町４-１５-１・１階
０４８-４８６-３８６０
０４８-４８６-３８６１

rizsikikita@coast.ocn.ne.jp

ひまわり薬局 志木店 志木市本町６-２１-１１
０４８-４２３-６１７５

ドラッグセイムス 中宗岡１丁目薬局 志木市中宗岡１-９-３７
０４８-４８６-７５１１

さくら薬局 柳瀬川駅前店 志木市館２-６-１１
０４８-４７３-５６２２

サンドラッグ志木薬局 志木市本町６-２２-４５
０４８-４７３-２２３０

朝霞市

志木市
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れもん薬局 志木市柏町６-２９-５４・１階
０４８-４７４-２８３８

アイセイ薬局 志木店 志木市幸町４-４-９
０４８-４７０-０５５７

ひかり薬局 志木市館２-７-１１-１０５
０４８-４２３-８６２５

むねおか薬局 志木市上宗岡５-１８-７
０４８-４２４-７０４４

まごころ薬局 志木ハイデンスサロン
志木市上宗岡４-６-２７
志木ハイデンス１３６号

０４８-４８７-８１１０

ファミリー薬局 志木市中宗岡３-１-５
０４８-４７６-２６７７

ソレイユ薬局 志木市本町６-２３-１３ ＳＡビル１階
０４８-４８３-５５９３

いろは薬局 志木市中宗岡５-１６-１
０４８-４８５-８８３１
０４８-４８５-８８３８

iroha@kha.biglobe.ne.jp

あおい調剤薬局 志木店
志木市本町５-１５-１８
山三ビル１階

０４８-４７６-８７３３

いちご薬局
志木市本町５-１９-１５
アドリアフレスカ１階

０４８-４８５-９２８０

つつじ薬局 志木市幸町４-１-１
０４８-４８５-１２３９

調剤薬局日本メディカルシステム
志木店

志木市本町５-２５-８
ドゥーセットビル２階

０４８-４８７-９０８６

みらい薬局 志木市本町６-１８-５ 地下１階
０４８-４８５-９９５９

薬局トモズ柳瀬川駅前店
志木市館２-５-２
サミット柳瀬川駅前店２階

０４８-４２３-９７２６

すみれ薬局 和光市下新倉１-１-５
０４８-４６９-１３４１
０４８-４６９-１３４１

ファミリープラザ健康薬局
和光市丸山台１-９-３
イトーヨーカドー１階

０４８-４６５-８０２３
０４８-４６５-８０２３

株式会社大和薬局 和光市本町１-１７
０４８-４６１-２０５６
０４８-４６７-１１３６

新倉健康薬局 和光市新倉３-６-４０
０４８-４６８-７３１１
０４８-４６８-５９０９

さと薬局 和光店
和光市丸山台１-１０-１８
アントワープ平岡２階

０４８-４６１-６８２７
０４８-４６１-４７７１

wakoten@naikando.com

有限会社富沢薬局 和光市白子２-１５-６０
０４８-４６１-２０３１
０４８-４６４-９８１８

新倉ニコニコ薬局 和光市新倉１-２-６４
０４８-４５０-１５８５
０４８-４５０-１５８６

株式会社和光薬局 和光市本町１２-１
０４８-４６３-７１４４
０４８-４６５-８９１０

スギ薬局 和光店 和光市白子３-１７-３０
０４８-４５１-３８３３
０４８-４６２-２０１５

ドラッグセイムス 和光本町薬局 和光市本町２０-３１
０４８-４５０-１８７５

日本調剤和光薬局 和光市諏訪４-１０
０４８-４５０-７６０６
０４８-４５０-７６０７

jp-wakou@nicho.co.jp

日生薬局 和光店
和光市新倉２-５-４９
日生オアシス和光１階

０４８-４２３-０７１５

ウエルシア薬局 和光丸山台店 和光市丸山台２-１１-２１
０４８-４５８-４０８９
０４８-４５８-４０８９

パル薬局白子店 和光市白子２-２１-１３
０４８-４２３-７５７７
０４８-４２３-７５７７

あおぞら薬局 和光市諏訪４-１０
０４８-４６８-９８６７
０４８-４６８-１０９０

さつき薬局
和光市丸山台１-１-１０
ベルエポック１階

０４８-４６０-３３２０
０４８-４６０-３３２１

ヒカリ薬局 和光店 和光市諏訪３-１
０４８-４６８-７９００
０４８-４６８-７９０２

志木市

和光市
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アトム薬局 和光市新倉１-２０-３
０４８-４６５-８５２５
０４８-４６５-８５２５

atomyakkyoku@healthnect.com

アイランド薬局 和光本町店
和光市本町２８-７
和光C&Hハイツ１階

０４８-４５１-７５５１
０４８-４６８-１３１０

薬局トモズ 和光店 和光市本町３-２３
０４８-４２３-６３３７
０４８-４６０-１１５０

薬局マツモトキヨシ
EQUiA PREMIE和光店

和光市本町４-７
エキアプレミエ和光１階１０７

０４８-４６８-３７４４
０４８-４６８-３７４４

アイリス薬局 和光市西大和団地４-１
０４８-４５２-６２３７
０４８-４５２-６２３８

エミカ薬局 和光市諏訪４-１１
０４８-４６４-１９３７
０４８-４６４-１６３３

ＡＢＣ薬局 新座市道場１-６-１１
０４８-４７８-２３３６

アイセイ薬局 新座店 新座市野火止５-２-３５　１階
０４８-４８３-６６６９
０４８-４８１-３６６６

アイ調剤薬局 新座市東北２-２０-９
０４８-４８７-９４８７

あおい調剤薬局 新座駅前店 新座市野火止５-１-３９
０４８-４８０-３５６７
０４８-４８０-３５７７

bcf14795@nifty.com

アサヒ堂薬局 新座市あたご３-７-１６
０４８-４７８-７１５１

あすなろ薬局 新座市新座３-３-１８-１０５
０４８-４７８-２６２２
０４８-４７９-０６８８

kokando.0315@spice.ocn.ne.jp

イオン薬局新座店 新座市東北２-３２-１２
０４８-４９９-３７９４

ウエルシア薬局 新座市役所前店 新座市野火止１-１４-１４
０４８-４８３-７５２６

ウエルシア薬局 新座野火止店 新座市野火止６-１６-１３
０４８-４８０-４３０５

ウエルシア薬局 新座野火止２号店 新座市野火止７-８-７
０４８-４８０-７２２６

エール薬局学園通り店 新座市栄４-６-３ 田中屋ビル１階
０４８-４８０-３３３２
０４８-４８０-３３５２

funabashi04@orion.ocn.jp

かくの木 菅沢薬局 新座市菅沢１-１-３７
０４８-４８５-１２７５

かくの木薬局 新座市堀ノ内２-９-３３
０４８-４８２-５２３５

かくの木薬局 新堀店
新座市新堀１-１３-６
第一谷野ビル１階

０４２-４９６-１０６６

クリエイトエス・ディー新座栗原店薬局 新座市栗原３-１０-１０
０４２-４３８-４５５１

コスモファーマシー 新座市東北１-７-２
０４８-４７６-３２６６
０４８-４７６-３２６８

phama@omnibus-group.jp

コスモ薬局 新座店 新座市東北１-６-２
０４８-４８７-５６００

すばる薬局 新座店
新座市野火止６-３-２９
みずほ館１７・１階

０４８-４２４-５６９７
０４８-４２４-５６９７

ドラッグセイムス 西武ひばりヶ丘薬局 新座市栗原５-１２-１７
０４２-４３９-７６６９
０４２-４３９-７６６８

ドリーム薬局
新座市東北２-３０-１５
川島屋ビル１階

０４８-４２４-５９３６

ナツメ薬局 新座市石神１-４-９
０４８-４８０-４１１１
０４８-４８０-４１１２

cosmo-p_natsume@nifty.com

バディーファーマシー 新座市東北２-２７-２１
０４８-４７４-９６１８
０４８-４７４-９６１８

はなまる薬局 新座店 新座市東北１-６-１
０４８-４８７-６８６６

パル薬局新座店 新座市新座１-１３-２
０４８-４８３-２２７５

パル薬局新座北野2号店 新座市北野３-１８-１４
０４８-４８２-１１１１

和光市

新座市
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パル薬局新座北野店 新座市北野３-１８-１７
０４８-４８０-５９６６

ひのき薬局 新座市東１-５-２０
０４８-４７９-２３５１

ひばり薬局
新座市栗原５-６-２５
海老沢ビル１階

０４２-４２１-３７７４

ひまわり薬局
新座市野火止６-５-２３
タイホーマンション１０２

０４８-４８９-５２６６

ぷらむ薬局 新座店 新座市北野２-５-１１
０４８-４７９-１６１３

メロディー薬局 野火止店 新座市野火止７-５-７４
０４８-４２４-５８８０

やままる薬局 新座市片山２-１０-２１
０４８-４８１-５２７８

わかば薬局 新座店 新座市馬場１-４-１７
０４８-４８５-８８７０

花みずき薬局 新座市池田２-５-５
０４８-４７５-７１５１

株式会社須田薬局本店 新座市野火止１-２-１
０４８-４７７-３０８９

株式会社武蔵野調剤薬局 志木店
新座市東北２-３０-１８
さいとうビル１階

０４８-４８６-５５５５

昭和薬局 新座市栄４-５-４３
０４８-４７７-６０８１

新座薬局 新座市東北１-７-３
０４８-４８６-６１７７
０４８-４８６-６１８３

清和堂薬局 新座市野寺２-７-２１
０４８-４７８-２７９０
０４８-４７８-６３７０

info@seiwadou.secret.jp

大宝調剤薬局 新座市栄４-３-１
０４８-４８１-６００９

滝島薬局 石神店 新座市石神２-４-８
０４８-４８２-０７７９

日本調剤 新座薬局 新座市野火止５-１０-２２
０４８-４８０-４８１１
０４８-４８０-４８１２

木の実薬局 新座市本多１-３-９
０４８-４８０-０１７７

薬局タカノ 新座市北野３-２０-４０
０４８-４７８-０１８６

有限会社オダ薬局 新座市野火止６-２４-２１
０４８-４７８-６１０４

有限会社滝島薬局 新座市片山２-１２-１３
０４８-４７９-４３２６
０４８-４７７-８３５３

新座市
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問い合わせ先

＜＜朝朝霞霞市市＞＞

● 朝霞市役所　長寿はつらつ課

● 地域包括ケア推進係

● 電話：０４８－４８３－４５２０（直）

● FAX：０４８－４５１－１４０３

● MAIL：tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp

＜＜志志木木市市＞＞

● 志木市役所　長寿応援課

● いきがい支援グループ

● 電話：０４８－４７３－１１１１（代）

　   　（内線　２４２４）

● FAX：０４８－４７１－７０９２

● MAIL：tyoju-ouen@city.shiki.lg.jp

＜＜和和光光市市＞＞

● 和光市役所　長寿あんしん課

● 介護保険担当／地域支援事業担当

● 電話：０４８－４２４－９１２５（直）

● FAX：０４８－４６６－１４７３

● MAIL：d0300@city.wako.lg.jp

＜＜新新座座市市＞＞

● 新座市役所　介護保険課

● 介護予防係

● 電話：０４８－４２４－５１８６（直）

● FAX：０４８－４８２－５８８２

● MAIL：kaiho@city.niiza.lg.jp

＜＜地地域域包包括括ケケアア支支援援室室＞＞

● 朝霞地区医師会　地域包括ケア支援室

● 電話：０４８－４６５－６５７５（直）

● FAX：０４８－４２３－７５４４

● MAIL：kyoten@asakamed.com


