
あ行 あい・ホームクリニック豊島 東京都豊島区南大塚2-32-2INSﾋﾞﾙ4階

青葉こころのクリニック 東京都豊島区巣鴨1-3-22ｱﾄﾞﾆｽｱﾏﾉ2F

赤羽歯科池袋診療所 東京都豊島区東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝ60-8F

秋野眼科医院 東京都豊島区要町3-25-10

芥川歯科 東京都豊島区目白3-4-12冠城ﾋﾞﾙ

あぜりあ歯科診療所 東京都豊島区東池袋4-42-16

アットイーズ訪問看護リハビリステーション上池袋 東京都豊島区上池袋4-27-20ｺ-ﾎﾟﾗｽ林102

吾妻医院 東京都豊島区長崎6-2-12

阿部医院 東京都豊島区池袋3-70-1

鮎沢歯科医院 東京都豊島区南長崎5-14-2

アルパカ小児科耳鼻科クリニック 東京都豊島区南長崎4-5-20ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3階

アロハデンタルクリニック 東京都豊島区長崎1-18-2福地ﾋﾞﾙ1F

安康レディースクリニック 東京都豊島区池袋2-42-3ｵｽｶ-ﾋﾞﾙ2F

飯田歯科 東京都豊島区千早3-14-18

飯田歯科医院 東京都豊島区目白4-19-10

井口クリニック 東京都豊島区南長崎2-5-12

池袋駅前あおぞらクリニック 東京都豊島区西池袋1-16-1新東第一ビル6F

池袋大久保医院 東京都豊島区西池袋1-43-5

池袋大谷クリニック 東京都豊島区西池袋1-39-4第一大谷ﾋﾞﾙ1階

池袋オリーブメンタルクリニック 東京都豊島区東池袋1-44-15ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾙ2階

池袋久野クリニック 東京都豊島区南池袋2-26-5ｱｲｱﾝﾄﾞｲ-池袋ﾋﾞﾙ9F

池袋クリニック 東京都豊島区西池袋2-35-8

池袋血管外科クリニック 東京都豊島区南池袋1-17-2南池袋I-Nﾋﾞﾙ7階

池袋こころのクリニック 東京都豊島区南池袋2-27-2ﾏﾙｸﾞﾘｯﾄﾋﾞﾙ4F

池袋ささき皮フ科クリニック 東京都豊島区南池袋2-9-9(南)三治ﾋﾞﾙ101

池袋サンシャイン通り眼科診療所 東京都豊島区東池袋1-5-6池袋三和東洋ﾋﾞﾙ5F

池袋セントラルクリニック 東京都豊島区南池袋2-26-7城北ﾋﾞﾙ6F

池袋デンタルクリニック 東京都豊島区西池袋1-16-10第2三笠ﾋﾞﾙ4階

池袋ドルフィンクリニック 東京都豊島区南池袋2-45-3としまｴｺﾐｭ-ｾﾞﾀｳﾝ2階

池袋内科 東京都豊島区西池袋1-6-1ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ地下1階

池袋西口駅前クリニック 東京都豊島区西池袋3-1-13明光ﾋﾞﾙ5F

池袋西口ヒフ科医院 東京都豊島区西池袋2-39-11

池袋２丁目医院 東京都豊島区池袋2-53-8秋島ﾋﾞﾙ3F

池袋病院 東京都豊島区東池袋3-5-4

池袋めぐ内科クリニック 東京都豊島区西池袋1-3-6ｱｳﾙｺ-ﾄ7F

池袋山の手クリニック 東京都豊島区東池袋1-32-2小川ﾋﾞﾙ4F

池袋ヤマヤ歯科医院 東京都豊島区南池袋2-29-10金井ﾋﾞﾙ4F

池袋レディースクリニック 東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ﾋﾞﾙ3F

石山歯科医院 東京都豊島区千早1-20-13新東京材木会館2F

磯辺眼科医院 東京都豊島区南大塚3-1-7野村ﾋﾞﾙ1F

市丸歯科医院 東京都豊島区池袋本町3-22-3

いちご訪問看護ステーション 東京都豊島区池袋2-33-17オリエントハイツ202

一心病院 東京都豊島区北大塚1-18-7
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光本歯科 東京都豊島区南池袋2-47-6ﾊﾟﾚｽ南池袋103

イワサキ歯科医院 東京都豊島区西池袋3-29-12大地屋ﾋﾞﾙ3F

鵜木耳鼻咽喉科医院 東京都豊島区長崎5-33-10

内田眼科 東京都豊島区池袋本町1-37-9

宇美歯科医院 東京都豊島区池袋本町4-12-9ANﾋﾞﾙ1F

梅川歯科医院 東京都豊島区南長崎2-25-1

榎本クリニック 東京都豊島区西池袋1-2-5

及川医院 東京都豊島区巣鴨1-40-5

櫻和メンタルクリニック 東京都豊島区巣鴨1-19-12八木下ﾋﾞﾙ3F

大木医院 東京都豊島区南池袋2-19-4

大木眼科 東京都豊島区池袋2-17-1

大沢眼科・内科 東京都豊島区東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F･8F

おおぞら内科・皮ふ科 東京都豊島区西巣鴨4-6-2-1F

大塚・栄一クリニック 東京都豊島区南大塚3-45-5第14松仲ﾋﾞﾙ1F

大塚クリニック 東京都豊島区南大塚3-34-6南大塚ｴ-ｽﾋﾞﾙ401

大塚台クリニック 東京都豊島区北大塚1-23-3K&Cﾋﾞﾙ1~3F

大塚メディカルクリニック 東京都豊島区北大塚2-27-3

大野歯科クリニック 東京都豊島区東池袋1-35-3池袋ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ3F

大山登歯科 東京都豊島区長崎2-14-15西村ﾋﾞﾙ1F

岡歯科医院 東京都豊島区雑司が谷3-17-6ﾄﾘﾆﾃｨ-雑司が谷1階

尾形医院 東京都豊島区西池袋5-3-2

岡本整形外科 東京都豊島区要町1-8-11要町東洋ﾋﾞﾙ3階

岡本病院 東京都豊島区東池袋2-5-5

小川クリニック 東京都豊島区南長崎6-7-11

小野耳鼻咽喉科 東京都豊島区上池袋1-37-22ﾄﾞﾚｼｱﾀﾜ-1F

おんびっと訪問看護ステーション 東京都豊島区巣鴨2-11-5巣鴨第一ﾋﾞﾙ7F

か行 加塚医院 東京都豊島区駒込2-5-5

要クリニック 東京都豊島区池袋2-38-9IOﾋﾞﾙ2F

要第２クリニック 東京都豊島区要町1-10-3-4F

要町駅前クリニック 東京都豊島区要町1-1-11要町KTビル7階

要町デンタルクリニック 東京都豊島区西池袋5-13-12MKﾋﾞﾙ1F

要町病院 東京都豊島区要町1-11-13

要町ホームケアクリニック 東京都豊島区要町1-11-10ｾﾋﾟｱﾈｸｽﾄ1F

要町やまもと眼科 東京都豊島区要町1-8-11要町東洋ﾋﾞﾙ1F-B

上池袋こどもクリニック 東京都豊島区上池袋4-10-8ｿﾈｯﾄ上池袋1階

川口クリニック 東京都豊島区雑司が谷1-9-7

河住内科循環器科 東京都豊島区南長崎1-5-18

神崎歯科医院 東京都豊島区南長崎3-19-6

ガイアリハビリ訪問看護ステーション池袋 東京都豊島区西池袋3-33-6SHKﾋﾞﾙ2階

眼科松原クリニック 東京都豊島区南池袋2-26-6島倉ﾋﾞﾙ7F

鬼子母神診療所 東京都豊島区雑司が谷3-3-17

株式会社北池調剤薬局 東京都豊島区池袋本町1-45-16藤和ｼﾃｨ-ｺ-ﾌﾟ池袋1階

北池袋よしだ内科クリニック 東京都豊島区上池袋4-29-9北池ﾃﾗｽ4階
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北川医院 東京都豊島区南池袋2-12-9

きたほり内科クリニック 東京都豊島区南長崎4-5-20ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3F

木村整形外科 東京都豊島区南池袋2-29-4

くじら在宅クリニック 東京都豊島区高田1-37-10-201

くにやクリニック 東京都豊島区南大塚2-37-11ﾊｲﾑｾｸｵｲｱ101

熊田歯科医院 東京都豊島区池袋本町3-25-3

倉本歯科医院 東京都豊島区東池袋3-7-4倉本ﾋﾞﾙ2F

クリニック西川 東京都豊島区南大塚2-45-9ﾔﾏﾅｶﾋﾞﾙ1F

クリニックフォア池袋 東京都豊島区南池袋1-27-10油木第一ビル2F・3F

黒田歯科医院 東京都豊島区南長崎3-38-2

グランドメゾンデンタルクリニック 東京都豊島区池袋2-60-6ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ池袋一番館103号

慶愛クリニック 東京都豊島区東池袋1-12-8富士喜ﾋﾞﾙ4階

鯉沼歯科医院 東京都豊島区長崎4-7-16ｿｼｴ長崎第二101

河野歯科クリニック 東京都豊島区巣鴨3-23-7

幸和クリニック 東京都豊島区駒込6-33-17

駒込北口クリニック 東京都豊島区駒込2-3-6

小宮デンタルクリニック 東京都豊島区要町3-24-3

古明地医院 東京都豊島区南長崎1-16-17

ごうけ歯科クリニック 東京都豊島区池袋本町3-25-13ﾌﾗﾝｴﾐ-ﾕ1F

こどもおとな歯科北池袋院 東京都豊島区上池袋4-29-9北池ﾃﾗｽ403

後藤クリニック 東京都豊島区東池袋2-45-4上村第一ﾋﾞﾙ1F

さ行 さいとう歯科医院 東京都豊島区長崎4-7-11ﾏｽﾀ-ｽﾞ東長崎303

耳鼻咽喉科佐久間医院 東京都豊島区巣鴨3-18-26-101

さくら歯科医院 東京都豊島区長崎5-20-19ｻﾐｯﾄ東長崎店1階別棟

佐々木歯科 東京都豊島区要町2-27-1

さゆり歯科医院 東京都豊島区池袋本町1-1-1歯研ﾋﾞﾙ2F

シグマ矯正歯科 東京都豊島区巣鴨1-24-1第2ﾕﾆｵﾝﾋﾞﾙ3F

静谷歯科医院 東京都豊島区西巣鴨3-8-1

柴内科医院 東京都豊島区東池袋1-15-3-3F

しまくら整形外科 東京都豊島区上池袋4-1-1ｶﾌﾞﾄ54上池袋ﾋﾞﾙ2F

清水クリニック 東京都豊島区雑司が谷3-7-3清水ﾋﾞﾙ2F

周愛巣鴨クリニック 東京都豊島区巣鴨1-27-2

しゅっとう医院 東京都豊島区長崎4-7-12相澤ﾋﾞﾙ1F

湘南美容外科クリニック池袋院 東京都豊島区池袋2-6-1池袋261ﾋﾞﾙ3階

城田医院 東京都豊島区南長崎5-5-2

新大塚歯科 東京都豊島区南大塚3-4-2

進士医院 東京都豊島区長崎4-14-14

じゅん歯科 東京都豊島区東池袋2-62-9ｻﾝﾊｲﾂ東池袋2F

すがも眼科クリニック 東京都豊島区巣鴨1-18-11十一屋ﾋﾞﾙ2F

すがも北口内科クリニック 東京都豊島区巣鴨2-3-10森川第一ﾋﾞﾙ5F

巣鴨さくらなみき皮膚科 東京都豊島区巣鴨2-5-12真野ﾋﾞﾙ3階

すがも腎クリニック 東京都豊島区巣鴨1-18-8巣鴨東宝ﾋﾞﾙ8F

巣鴨整形外科リハビリテーションクリニック 東京都豊島区巣鴨4-28-4オーガスト80 1階
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巣鴨ホームクリニック 東京都豊島区巣鴨1-12-1冠城園ﾋﾞﾙ6F

巣鴨山口内科糖尿病内科クリニック 東京都豊島区巣鴨1-20-10宝生第一ﾋﾞﾙ3F

菅谷眼科医院 東京都豊島区南大塚2-45-11

杉崎歯科医院 東京都豊島区池袋本町2-2-4

鈴木歯科クリニック 東京都豊島区池袋4-25-1紘亜ﾋﾞﾙ1F

ステラ耳鼻咽喉科 東京都豊島区東池袋2-45-2ｽﾃﾗﾋﾞﾙ1F

セイントクリニック池袋駅前 東京都豊島区西池袋1-16-10第2三笠ﾋﾞﾙ3F

関内科小児科 東京都豊島区上池袋1-10-5関ﾋﾞﾙ2F

関根歯科医院 東京都豊島区南大塚3-44-11ﾌｻｶﾋﾞﾙ2F

関野病院 東京都豊島区池袋3-28-3

千川形成外科 東京都豊島区要町3-12-2ヴｨﾗﾛｲﾔﾙ202

千川さくら皮フ科クリニック 東京都豊島区要町3-39-5AGILIA千川駅前2F

千川産婦人科医院 東京都豊島区要町3-10-1

千川篠田整形外科 東京都豊島区要町3-13-8

せんかわ耳鼻咽喉科 東京都豊島区要町3-39-5ｱｼﾞﾘｱ千川駅前2階

仙石クリニック 東京都豊島区西巣鴨1-21-4

雑司が谷赤ちゃん・こどもクリニック 東京都豊島区雑司が谷3-1-20S.Zﾋﾞﾙ201

そわクリニック東長崎 東京都豊島区長崎4-7-8第3大同ビル3階

た行 たいら歯科 東京都豊島区南長崎5-13-10ｸﾞﾗﾝﾃﾞ-ﾙ日盛ﾋﾞﾙ102

高田歯科医院 東京都豊島区東池袋4-34-10

高田馬場病院 東京都豊島区高田3-8-9

髙橋診療所 東京都豊島区東池袋5-27-8

高山歯科医院往診部門明法会デンタル 東京都豊島区要町3-26-3ﾒｿﾞﾝMT2F

高山歯科医院千川診療所 東京都豊島区要町3-26-3ﾒｿﾞﾝMT201号

竹山歯科医院 東京都豊島区巣鴨1-18-4

たじま医院 東京都豊島区池袋2-61-5

田島デンタルクリニック 東京都豊島区西巣鴨3-25-11-204

田代歯科医院 東京都豊島区西池袋4-23-19

たつや歯科巣鴨西クリニック 東京都豊島区西巣鴨2-7-8-1F

田中歯科医院 東京都豊島区西池袋4-35-11

田中歯科クリニック 東京都豊島区目白5-4-7たなか耳鼻咽喉科2F

田端歯科医院 東京都豊島区上池袋3-33-21

田村医院 東京都豊島区池袋本町1-45-16

大同病院 東京都豊島区高田3-22-8

ちとせばし皮膚科・形成外科 東京都豊島区目白2-5-27目白邸苑ﾋﾞﾙ2F

千早歯科医院 東京都豊島区千早1-23-20

つばき歯科クリニック 東京都豊島区西池袋5-10-2椿ﾋﾞﾙ4F

赫歯科医院 東京都豊島区要町3-44-5

寺田クリニック 東京都豊島区長崎2-27-19

天心堂医院 東京都豊島区池袋1-7-14天心堂ﾋﾞﾙ1F

Ｄ．ｄｅｎｔａｌｓｔｕｄｉｏ 東京都豊島区池袋2-14-4池袋西口ｽｶｲﾋﾞﾙ6F

東京ジェネラルクリニック 東京都豊島区南長崎24-6CASTIA南長崎B-103

東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック 東京都豊島区池袋2-63-4
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東京透析フロンティア大塚駅前クリニック 東京都豊島区北大塚2-1-1ha05 6-7階

東京ネフロクリニック 東京都豊島区駒込3-3-19千鳥屋ﾋﾞﾙ7F

特別養護老人ホーム千川の杜 東京都豊島区要町3-54-9

特別養護老人ホームアトリエ村 東京都豊島区長崎4-23-1

特別養護老人ホーム池袋ほんちょうの郷 東京都豊島区池袋本町1-29-12

特別養護老人ホーム風かおる里 東京都豊島区南長崎6-15-6

特別養護老人ホーム菊かおる園 東京都豊島区西巣鴨2-30-19

特別養護老人ホームシオンとしま 東京都豊島区池袋1-4-11

特別養護老人ホームゆたか苑 東京都豊島区長崎3-26-4

豊島区在宅医療相談窓口 東京都豊島区西池袋3-22-16豊島区医師会会館6F

としま昭和病院 東京都豊島区南長崎5-17-9

豊島整形外科・内科 東京都豊島区千早4-34-7

豊島中央病院 東京都豊島区上池袋2-42-21

豊島長崎クリニック 東京都豊島区長崎4-25-15

とよかま内科 東京都豊島区巣鴨3-34-10ｲ-ｸﾞﾙ巣鴨101

どひ歯科・小児矯正歯科 東京都豊島区西池袋5-5-21ｻﾞ･ﾀﾜ-･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F

な行 ナースステーション東京　池袋支店 東京都豊島区千早1-22-2ﾗヴｨ-ﾀ要町101

長崎眼科診療所 東京都豊島区長崎4-30-1

長汐病院 東京都豊島区池袋1-5-8

中島歯科医院 東京都豊島区駒込6-33-5

長橋産婦人科 東京都豊島区長崎2-5-7

なかむら矯正歯科 東京都豊島区駒込1-43-13朝美ﾋﾞﾙ2F

中村クリニック 東京都豊島区南大塚2-32-3

なかやクリニック 東京都豊島区上池袋2-44-7

中安眼科クリニック 東京都豊島区東池袋1-1-4ﾀｶｾｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ本館5F

中山歯科医院 東京都豊島区池袋2-23-3

名取歯科医院 東京都豊島区東池袋4-14-6

成田歯科・矯正歯科医院 東京都豊島区池袋本町4-1-2

仁木医院 東京都豊島区池袋1-1-6

西池袋醫院 東京都豊島区西池袋4-32-8

西沢医院 東京都豊島区西池袋5-19-11

西村歯科医院 東京都豊島区上池袋3-38-5内山ﾋﾞﾙ1F

仁村歯科医院 東京都豊島区目白3-16-1

ノガキクリニック 東京都豊島区西池袋3-22-13丸栄ﾋﾞﾙ2F

野口歯科医院 東京都豊島区要町2-7-2

野城歯科西池袋クリニック 東京都豊島区西池袋5-17-11ﾙ-ﾄ西池袋ﾋﾞﾙ2F

は行 はやと歯科医院 東京都豊島区南長崎4-5-20ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎4F

葉山歯科クリニック 東京都豊島区南長崎5-28-7

原整形外科病院 東京都豊島区西池袋3-36-23

原内科クリニック 東京都豊島区高松2-48-7

東池袋くしやま歯科医院 東京都豊島区東池袋4-6-10ﾙﾅ大住ﾋﾞﾙ1F

東長崎駅前内科クリニック 東京都豊島区長崎4-7-11ﾏｽﾀ-ｽﾞ東長崎1階

光メディカルクリニック 東京都豊島区北大塚3-34-1DTﾋﾞﾙ4F
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平井医院 東京都豊島区雑司が谷1-26-10ｺ-ﾄ雑司ヶ谷A棟101

平塚胃腸クリニック 東京都豊島区西池袋3-28-1藤久ﾋﾞﾙ西2号館6F

平間医院 東京都豊島区南長崎3-39-13

ファミリークリニックしいなまち 東京都豊島区南長崎1-25-26-2F

副都心病院 東京都豊島区要町1-18-5

藤田クリニック 東京都豊島区西池袋1-2-2ｳｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ3F

平和眼科 東京都豊島区池袋1-7-7

訪問看護ステーションこころ千川 東京都豊島区千早1-28-13

訪問看護ステーションはな池袋 東京都豊島区東池袋2-21-6

本多歯科東長崎診療所 東京都豊島区南長崎5-26-3

本町訪問看護ステーション 東京都豊島区池袋本町3-22-5

ま行 間下歯科 東京都豊島区千早1-28-5

松浦クリニック 東京都豊島区池袋本町3-22-23

松村循環器科医院 東京都豊島区池袋4-34-8

松本耳鼻咽喉科 東京都豊島区長崎4-8-2

松本レディースクリニック 東京都豊島区東池袋2-60-3ｸﾞﾚｲｽﾛ-ﾀﾘ-ﾋﾞﾙ1F

まどか歯科医院 東京都豊島区長崎4-45-9

まの産婦人科 東京都豊島区南大塚2-25-9

みずほクリニック 東京都豊島区池袋2-2-2ウイックスビル4F

みなと小児科 東京都豊島区要町3-22-10-301

南池袋診療所 東京都豊島区南池袋3-14-11中町ﾋﾞﾙ3F

南池袋介護老人保健施設アバンセ 東京都豊島区南池袋4-6-1

南大塚クリニック 東京都豊島区南大塚2-41-9坂本ﾋﾞﾙ1F

南長崎こみ山医院 東京都豊島区南長崎3-14-17

南長崎整形リハビリクリニック 東京都豊島区南長崎4-5-20ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3F

宮田歯科池袋診療所 東京都豊島区南池袋2-27-8南水ﾋﾞﾙ4F

武藤クリニック 東京都豊島区長崎1-22-11

目白醫院 東京都豊島区目白3-5-13ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ7階

目白駅前たけしクリニック 東京都豊島区目白3-4-12E&Kﾋﾞﾙ2階

目白おかの内科 東京都豊島区目白3-16-15茜ﾋﾞﾙ1F

目白５丁目歯科 東京都豊島区目白5-4-3目白ﾏｲﾋﾞﾚｯｼﾞ1階A区画

目白ジュンクリニック 東京都豊島区目白3-6-4目白ﾋﾞﾙ2F

目白すずきクリニック 東京都豊島区目白3-12-11

目白整形外科内科 東京都豊島区目白2-38-2

めじろ内科クリニック 東京都豊島区目白3-5-11NOBﾋﾞﾙ3F

めじろミサクリニック 東京都豊島区目白3-6-4目白ﾋﾞﾙ1F

目白メディカルロード歯科 東京都豊島区目白2-5-27目白ﾒﾃﾞｨｶﾙﾛ-ﾄﾞ205

目白若林歯科歯周病研究所 東京都豊島区目白3-4-42･3F

メディカルライナーズ訪問看護ステーション 東京都豊島区東池袋5-41-18パーシモン1階

もみの木クリニック 東京都豊島区要町2-4-8大恵ﾋﾞﾙ2F

守尾歯科医院 東京都豊島区南池袋5-29-10島忠

もりかわ医院 東京都豊島区要町3-21-11千優ﾋﾞﾙ3F

守矢クリニック 東京都豊島区要町2-7-14
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諸菱歯科医院 東京都豊島区駒込1-3-6

や行 安田耳鼻咽喉科 東京都豊島区要町1-21-6

谷津歯科 東京都豊島区北大塚2-9-4

柳沢医院 東京都豊島区南長崎6-21-21

矢部クリニック 東京都豊島区池袋2-24-2

山口医院 東京都豊島区西巣鴨1-19-17

山口クリニック 東京都豊島区東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ 7F

山下診療所大塚 東京都豊島区北大塚2-13-1ba07 5階

山下整形外科クリニック 東京都豊島区南長崎1-25-25ﾌｧ-ﾏｼﾃｨ2F

山田眼科医院 東京都豊島区池袋2-38-6

山田循環器科医院 東京都豊島区西池袋1-25-1恩田ﾋﾞﾙ8F

山田皮膚科 東京都豊島区目白3-2-10目白駅前柳屋ﾋﾞﾙ1F

やまもと歯科医院 東京都豊島区長崎4-7-11大惣ﾋﾞﾙ1F

ゆうスキンクリニック池袋院 東京都豊島区東池袋1-7-5池袋ｲ-ｽﾀﾝﾋﾞﾙ2F

ゆうデンタルクリニック 東京都豊島区池袋本町4-39-5-102

祐ホームクリニック豊島 東京都豊島区千早2-40-1 1階

ゆみのハートクリニック 東京都豊島区高田3-14-29KDXﾋﾞﾙ高田馬場1F

洋子クリニック歯科 東京都豊島区巣鴨1-40-5-2F

横山クリニック 東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ﾋﾞﾙ6F

吉田クリニック 東京都豊島区巣鴨4-30-12

ら行 ライフサポートクリニック 東京都豊島区要町3-11-1菊信第一ﾋﾞﾙ2.3.4階

リキタケ歯科医院 東京都豊島区南池袋1-18-17I&Kﾋﾞﾙ4F

立教通り皮フ科形成外科 東京都豊島区西池袋3-29-9池袋C3ビル1階

わ行 わかしま内科・消化器科 東京都豊島区要町3-14-5

和田皮膚科診療所 東京都豊島区長崎5-1-31豊島ﾊｲﾂ2階 ｸﾞﾙ-ﾌﾟｸﾘﾆｯｸ内
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