
あ行 あいべ整形外科 東京都北区滝野川6-14-9東京先端医療ﾓ-ﾙﾋﾞﾙ2階

アイリス歯科クリニック 東京都北区浮間1-1-6-2F

赤羽岩淵診療所 東京都北区赤羽1-58-2ﾆｭ-大谷ﾋﾞﾙ1F

赤羽岩渕病院 東京都北区赤羽2-64-13

赤羽矯正歯科 東京都北区赤羽2-49-7山陽ﾋﾞﾙ3F

赤羽在宅クリニック 東京都北区赤羽2-69-6ﾍﾞﾃｨﾛﾛﾏ1階

赤羽耳鼻咽喉科クリニック 東京都北区赤羽西1-15-14ｴﾙﾙ-ｼﾞｭ赤羽西401

赤羽中央総合病院 東京都北区赤羽南2-5-12

赤羽病院 東京都北区赤羽2-2-1

赤羽南クリニック 東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ﾋﾞﾙ202号

赤羽メンタルクリニック 東京都北区赤羽西1-15-17ｹﾞﾉﾑﾊｳｽ1階

赤羽もり内科・腎臓内科 東京都北区赤羽2-4-5

赤羽リハビリテーション病院 東京都北区赤羽西6-37-12

秋山眼科医院 東京都北区滝野川3-4-14

アスカクリニック 東京都北区滝野川1-77-2

あすかホームケアクリニック 東京都北区十条仲原1-25-10高木ビル2階

荒井歯科 東京都北区十条仲原2-6-8ｻﾝﾊｲﾂ十条103

新井歯科医院 東京都北区王子1-21-7

アルファ矯正歯科クリニック 東京都北区上十条2-30-1ﾌﾞﾗｯｸｽﾄﾝﾋﾞﾙ4F

医恵歯科医院東十条 東京都北区東十条3-10-15

いさ内科クリニック 東京都北区王子1-25-10ｱﾙｶﾃﾞｨｱ津多屋1F

石垣医院 東京都北区十条仲原3-21-7

石引歯科医院 東京都北区田端新町2-12-2

石山耳鼻咽喉科医院 東京都北区東十条3-10-15-1F

いずみ整形外科クリニック 東京都北区赤羽西1-4-15ｸﾞﾗﾝﾃﾞ-ｼﾞ赤羽1F

板垣医院 東京都北区十条仲原1-4-14

板橋医院 東京都北区滝野川7-8-12

おおば歯科医院 東京都北区中里3-17-6

浮間アスール歯科 東京都北区浮間4-32-22ﾌﾟﾗｲﾑｱ-ﾊﾞﾝ浮間公園1F

うきま歯科医院 東京都北区浮間3-2-16ｴｽﾎﾟｱ-ﾙ201号

浮間中央病院 東京都北区赤羽北2-21-19

碓井医院 東京都北区志茂2-64-7

王子北口内科クリニック 東京都北区王子本町1-24-8ｴｽﾎﾟﾜ-ﾙ王子1階

王子クリニック 東京都北区赤羽南2-10-20

王子こころのクリニック 東京都北区王子1-5-3ARﾋﾞﾙ5F

王子さくら眼科 東京都北区王子1-10-17ヒューリック王子ビル５F

王子耳鼻咽喉科医院 東京都北区王子1-23-11SRﾋﾞﾙ1階

王子生協病院 東京都北区豊島3-4-15

王子みのうら矯正歯科 東京都北区王子1-16-7石井ﾋﾞﾙ3F

おおつき整形外科リウマチ科 東京都北区西ヶ原1-50-1ﾒﾃﾞｨｳｪﾙﾀｳﾝ駒込1F

大橋歯科クリニック 東京都北区上十条2-28-7

大橋病院 東京都北区桐ヶ丘1-22-1

岡安歯科医院 東京都北区王子1-13-15

北 区
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小川歯科医院 東京都北区東十条1-20-15

おぎはら内科クリニック 東京都北区西ヶ原1-50-1-2F

奥田クリニック 東京都北区滝野川7-8-1

オハナこどもクリニック赤羽 東京都北区赤羽西1-36-11メディカルヒルズ赤羽2階

おはらざわ眼科 東京都北区滝野川6-14-9東京先端医療ﾓ-ﾙﾋﾞﾙ2階

オリーブ歯科・矯正歯科 東京都北区赤羽西1-5-1ｱﾋﾟﾚ赤羽2F

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック 東京都北区赤羽2-13-3-3F

か行 加治クリニック 東京都北区滝野川7-2-7

梶原診療所 東京都北区堀船3-29-9

かとうクリニック 東京都北区神谷1-12-9

金沢歯科医院 東京都北区上十条3-28-7

金髙歯科 東京都北区上十条2-8-11

上十条歯科 東京都北区上十条1-19-8

神谷病院 東京都北区神谷1-27-14

北赤羽整形外科ペインクリニック 東京都北区浮間3-26-13MYﾋﾞ-ｾﾞ2階

木村クリニック 東京都北区神谷1-15-9

恭愛クリニック 東京都北区赤羽西2-19-25

共和堂医院 東京都北区東十条2-5-1

桐ケ丘歯科クリニック 東京都北区桐ヶ丘1-2都営桐ｹ丘団地E35-105

コウノ歯科 東京都北区浮間3-1-52-4F

こばやし歯科クリニック 東京都北区上中里3-18-3

小林歯科クリニック 東京都北区滝野川7-22-6IMAﾋﾞﾙ1F

こまごめ内科・循環器内科クリニック 東京都北区田端4-3-2山稜ﾋﾞﾙ1F

小松歯科医院 東京都北区王子本町1-18-10

近藤歯科 東京都北区滝野川6-44-10-101

さ行 蔡駒込医院 東京都北区田端3-5-1

さくら通り歯科医院 東京都北区滝野川7-16-5ﾊﾟ-ｸﾒｿﾞﾝ板橋2F

佐藤歯科医院 東京都北区赤羽西1-17-6佐藤ﾋﾞﾙ201号

歯科皓歯医院 東京都北区赤羽1-10-2高野ﾋﾞﾙ3F

十条共立歯科医院 東京都北区十条仲原1-25-15

十条皮フ科クリニック 東京都北区上十条2-30-1ﾌﾞﾗｯｸｽﾄﾝﾋﾞﾙ5F

しょうの整形外科クリニック 東京都北区赤羽西1-38-15

城北診療所 東京都北区赤羽北2-19-1

しんぼし訪問診療所 東京都北区王子本町1-4-12レジェンド王子本町ビル305号室

末廣歯科医院 東京都北区中十条1-16-16

杉田眼科クリニック 東京都北区王子1-22-5-201

すずきクリニック 東京都北区赤羽2-69-4ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ21 1階

鈴木歯科医院 東京都北区志茂2-41-13ﾆｭ-岩瀬1階

すまいるプラス居宅介護支援事業所 東京都北区上十条4-17-8ﾌﾗｳ新盛ﾋﾞﾙ201

スワンレディースクリニック 東京都北区王子4-27-7

誠和クリニック 東京都北区赤羽南1-21-9

た行 平歯科医院 東京都北区志茂5-4-72F

高橋クリニック 東京都北区滝野川7-22-6IMAﾋﾞﾙ3F
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高橋歯科医院 東京都北区王子2-22-5高橋ﾋﾞﾙ3F

滝野川病院 東京都北区滝野川2-32-12

滝野川メディカルクリニック 東京都北区滝野川3-39-7

竹内医院 東京都北区赤羽北3-4-6

武田医院 東京都北区上中里3-9-16

たち歯科医院 東京都北区浮間3-27-24

たなか歯科医院 東京都北区堀船3-25-13

田端仁生クリニック 東京都北区田端1-20-31

たむら内科クリニック 東京都北区神谷2-25-4

たんぽぽ眼科クリニック 東京都北区赤羽西1-5-1赤羽ｱﾋﾟﾚ3階

津田歯科医院 東京都北区東田端2-7-16

鶴田板橋クリニック 東京都北区滝野川7-5-7ｱ-ﾊﾞﾝﾌﾚｯｸｽSG･4･5F

東京都立北療育医療センター 東京都北区十条台1-2-3

東京メディカルクリニック 東京都北区滝野川6-14-9

東京療育・障がい訪問看護ステーション 東京都北区上十条2-1-12METEO101号

とみた眼科 東京都北区西ヶ原1-50-1ﾒﾃﾞｨｳｪﾙﾀｳﾝ駒込2F

豊五歯科医院 東京都北区豊島5-5-5-104

鳥居整形外科 東京都北区神谷3-36-7

な行 ながぬま歯科医院 東京都北区赤羽1-13-1ﾐﾄﾞﾘﾔﾋﾞﾙ3F

中村歯科医院 東京都北区上十条5-6-1

なんば歯科クリニック 東京都北区浮間3-26-13MYﾋﾞ-ｾﾞ1A

西ケ原病院 東京都北区西ヶ原2-46-9

西巣鴨こどもクリニック 東京都北区滝野川6-14-9東京先端医療ﾓ-ﾙﾋﾞﾙ301号

西すがも佐藤越内科クリニック 東京都北区滝野川6-8-1ﾗﾒｿﾞﾝ西巣鴨2F

ニュー大谷歯科 東京都北区赤羽1-58-2ﾆｭ-大谷ﾋﾞﾙ2階

野田歯科医院 東京都北区豊島8-23-2

は行 花と森の東京病院 東京都北区西ヶ原2-3-6

林歯科医院 東京都北区上十条1-4-13

原クリニック 東京都北区上十条5-9-3

ハルこころクリニック十条院 東京都北区十条仲原1-8-27  3階

東十条アクア歯科 東京都北区神谷1-30-1ｻﾝﾀｳ-ﾉ1F

東十条クリニック 東京都北区東十条2-14-11-102

ひだまり整骨院 東京都北区十条仲原1-2-14

日吉歯科 東京都北区上十条4-13-5

福原皮膚科医院 東京都北区西ヶ原1-50-2

藤井歯科クリニック 東京都北区十条仲原2-1-8

藤川歯科医院 東京都北区王子本町1-1-10

富士見診療所 東京都北区十条仲原3-1-5

船木眼科医院 東京都北区上十条3-25-5

ふみデンタルクリニック 東京都北区赤羽北1-25-20高山ﾋﾞﾙ1F

古瀬歯科医院 東京都北区中十条2-12-20-2Fﾊﾙｶﾋﾞﾙ

ま行 まえのホームケアクリニック 東京都北区赤羽西1-2-12

牧田歯科医院 東京都北区王子2-16-11
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まさき循環器科内科 東京都北区王子2-30-6末永ﾋﾞﾙ1F

真柴歯科クリニック 東京都北区滝野川1-81-8ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西巣鴨101

松田医院 東京都北区王子本町1-20-10

マモル歯科クリニック 東京都北区中里1-6-8

三原歯科医院 東京都北区赤羽1-65-12

みやけクリニック 東京都北区滝野川4-16-2

三宅歯科医院 東京都北区滝野川1-57-8

みゆき歯科 東京都北区赤羽西1-29-18-1F

向井医院 東京都北区十条仲原1-4-12

明理会中央総合病院 東京都北区東十条3-2-11

もりや歯科医院 東京都北区豊島1-19-9ｺﾞﾀﾞｲﾋﾞﾙ201

や行 八木病院 東京都北区東十条4-14-8

ゆきこ歯科医院 東京都北区志茂2-36-6岩井ﾊｲﾂ1F

ユニ歯科医院 東京都北区赤羽南2-11-11

吉本医院 東京都北区王子本町1-11-3

よつばクリニック 東京都北区王子本町1-24-6-202

ら行 LANAレディースクリニック赤羽 東京都北区赤羽西1-36-11

わ行 渡辺医院 東京都北区西ヶ原4-48-4

渡辺医院 東京都北区豊島2-12-16

渡辺歯科医院 東京都北区東十条5-6-5渡辺歯科ﾋﾞﾙ1F
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