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27　医疗机关 

27-1　综合医院 

（1）富士見市 
名称 住所 科目 电话号码

イムス富士身総合医院 鹤馬1967-1

外・整・内・小・耳・皮・
循内・泌・心・透・脳神・
血・放・婦・小外・腎内・
麻・消内・消外・糖・リ
ハ・肛外・乳・神内・循
外

049-251-3060

恵愛病院 針ケ谷526-1
産・婦・小・麻

049-252-2121

さくら記念病院 水谷東1-28-1
外・内・整・泌・腎内・
形・リハ・透・循内・消
内

049-253-3811

三浦病院 下南畑3166 外・内・消内・呼内・循
内

049-254-7111

みずほ台病院 西みずほ台2-9-5
外・内・歯・脳神・消外・
呼外・整・肛外・循内・
消内・呼内・糖・心内

049-252-5121

内 内科 小 小児科 整 整形外科

循 循環器科 外 外科 心 心臓血管外科

形 形成外科 小外 小児外科 歯口 歯科口腔外科

神内 神経内科 婦 婦人科 脳外 脳外科

眼 眼科 美 美容外科 気 気管食道科

産 産科 皮 皮膚科 耳 耳鼻咽喉科

泌 泌尿器科 産婦 産婦人科 リハ リハビリテーション科

放 放射線科 歯 歯科 ア アレルギー科

心内 心療内科 肛 肛門科 リウ リウマチ科

麻 麻酔科 消 消化器科 精 精神科

胃 胃腸科 呼 呼吸器科 矯 矯正歯科

神 神経科 小歯 小児歯科 性 性病科

循内 循環器内科 消内 消化器内科 消外 消化器外科

腎内 腎臓内科 呼内 呼吸器内科 呼外 呼吸器外科

透 人工透析内科 内分 内分泌科 脳神 脳神経外科

肝内 肝臓内科 ペ ペインクリニック科 肛外 肛門外科

糖 糖尿病内科 乳 乳腺外科 理 理学療法

血 血管外科 小神 小児神経内科 循外 循環器外科

内視内 内視鏡内科 内視外 内視鏡外科 甲状外 甲状腺外科

人ド 人間ドック 脳ド 脳ドック 内分内 内分泌内科

脂代内 脂質代謝内科 甲 甲状腺内科 ペ外 ペインクリニック外科

頭外 頭頸部外科 人工 人工透析 通所 通所リハビリテーション

不妊 不妊治療 高生殖 高度生殖医療 救急 救急科

漢 漢方内科

診療科目
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（2）ふじみ野市 
名称 住所 科目 电话号码

上福岡総合病院 福岡931

消内・呼内・循内・糖・
神内・透・内視内・外・
消外・内視外・肛外・
整・泌・乳・甲状外・形・
産婦・眼・耳・麻・ペ外・
歯・脳神・頭外

049-266-0111

三芳野第２病院 大原2-1-16 内・整 049-261-0502

（3）三芳町 
名称 住所 科目 电话号码

イムス三芳総合病院 藤久保974-3

内・呼外・糖・外・消外・
整・脳神・小・皮・泌・内
分・乳・放・眼・耳・内
視・肝内・透・血・麻

049-258-2323

埼玉セントラル病院 上富2177 内・精・心内 049-259-0161

三芳野病院 北永井890-6
内・精・外・整・婦（休
診）・眼・皮・泌・耳・麻・
循内

049-259-3333

ふじみの救急病院 北永井997-5
救急・脳神・循内・消
内・整・放・内・外・神
内・リハ

049-274-7666

三芳の森病院 上富1686 内・精・神・心内 049-274-7911

27-2　医院・診療所 

（1）富士見市 

名称 住所 科目 电话号码

アイルみずほ台内科クリニック
東みずほ台1-3-14高野ビル
ディング103

内・糖・ア・消内・呼内・
循内

049-252-8855

家田整形外科皮膚科クリニック 鶴瀬東1-10-4 整・皮・リハ・リウ 049-253-3022

稲本しげたクリニック 鹤馬2623-6 内・小・精・心内 049-254-9081

いままき内科医院 鹤馬2609-13サンマリー鶴瀬2F 内･糖 049-275-1110

ウイメンズクリニックふじみ野
ふじみ野西1-17-3ハピネスビル
ふじみ野2・3F

婦 049-293-8210

大島皮ふ科・形成外科
ふじみ野西1-21-4斉藤ビル
Ⅱ,4F

形・皮 049-261-8199

オーク内科クリニック
ふじみ野西1-25-1ウインベル
1F

内・小 049-256-0011

おぎそハートクリニック 東みずほ台2-16-10 小・内・循 049-255-2000
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尾谷耳鼻咽喉科医院 鶴瀬東1-1-3 耳 049-253-0180

おばら内科腎クリニック 鶴馬2-17-36 内・小・腎内・糖・透・形 049-265-7676

上沢クリニック整形外科内科 上沢3-14-10 内・整 049-275-6777

北村クリニック 水谷2-4-19カーサヘリオス1F 内・外・消内 049-275-3051

きらり・ヘルスケアクリニック
山室1-1313ららぽーと富士見
1F

内・小・皮・リウ・消内 049-257-5420

草野整形外科
ふじみ野西1-1-1アイムプラザ
2F

整・リハ・リウ 049-266-1866

日鼻医院 鶴瀬西2-4-13 内・小 049-251-0633

栗原医院 羽沢1-33-28
内・外・消外・脳神・循
内

049-255-3700

恵愛こどもクリニック 針ケ谷530-1 小 049-254-5377

こう内科循環器科クリニック
ふじみ野東1-16-4ベラヴィスタ
101

内・呼内・循内・ア・糖 049-262-7732

坂本整形外科 西みずほ台1-22-8 整・リウ・リハ 049-253-3989

篠田中央クリニック 鶴瀬東1-8-19 内・外・小・整・麻・神内 049-251-0200

じゅんファミリークリニック
ふじみ野西1-17-3ハピネスビル
ふじみ野１FB

内・外・小・肛外 049-293-8388

鈴木眼科 鶴瀬東2-6-34 眼 049-251-9722

鈴木内科医院 山室2-10-13 内・小・循内 049-253-6280

関本耳鼻咽喉科医院 関沢2-25-51 耳 049-251-4133

武田耳鼻咽喉科 西みずほ台1-19-5 耳 049-254-8733

田中耳鼻咽喉科医院
ふじみ野西1-1-1アイムプラザ
2F

耳・ア 049-264-4187

たにあい内科医院 上南畑240-1 内・循内 049-265-7811

鶴瀬腎クリニック 鶴馬3523-1 腎内・透・ア 049-293-5771

鶴瀬村山眼科 鹤馬2609-13サンマリー鶴瀬3F 眼・ア 049-293-6688

徳永内科クリニック ふじみ野東3-1-8 内・小・ア・糖・甲 049-265-8202

中川内科小児科医院
西台みずほ1-20-6みずほ台ビ
ル２F

内・小 049-254-1545

中島医院 鶴瀬西2-16-54 内・小・循内 049-251-0793

にしじまクリニック 勝瀬1034-1 産婦 049-262-0600

根本眼科 東みずほ台2-2-20 眼 049-255-6060

根本外科整形外科 鹤馬3477-1
内・外・整・肛外・消外・
リハ・消内・乳

049-251-0011
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はまだ内科クリニック 東みずほ台3-24-6 内・消内 049-268-7100

日比生クリニック
鶴瀬東2-17-29マイフィールド
101

内・小 049-255-5515

ひまわり内科
鹤馬2590-1みんなの住まい館
1F

内・小 049-253-5686

平塚整形外科クリニック 鹤馬3371-1 整・リハ 049-253-8020

藤倉眼科 ふじみ野東1-1-3 アステールふ
じみ野イーステーション2C

眼 049-265-1050

富士見井上眼科
山室1-1313ららぽーと富士見
1F

眼 049-257-5671

富士見クリニック 水谷東2-53-8 内・整 048-472-0120

ふじみ野こころのクリニック
ふじみ野西1-17-3ハピネスビル
ふじみ野5-B

心内・精
049-269-5549

ふじみ野駅前メンタルクリニック ふじみ野西1-18-1徳新ビル３F 心内・精 049-293-9151

ふじみ野内科クリニック
ふじみ野西1-1-1アイムプラザ
2F

内・ア・漢・脂代内 049-263-2678

ふじみ野消化器内視鏡内科クリニック ふじみ野東2-1-1ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽふじ
み野1階A号室

消内・内・内視内
049-278-5200

ますなが医院 勝瀬739-1 内・小・ア・呼内・循内
049-264-1511

まつさき小児科医院 ふじみ野東1-7-4サンライズヒ
ル1F

小・内・ア 049-263-7003

みずほ台サンクリニック 西みずほ台1-1-1キャピタルⅢ
内・外・循内・消内・泌・
透

049-255-3929

みずほ台産婦人科 東みずほ台3-6-6 産婦 049-253-5566

みずほ台泌尿器科 東みずほ台1-7-2 泌 049-293-8174

宮沢クリニック 西みずほ台1-20-4サンライトマ
ンションさつき203

内・小 049-251-9165

やすぎクリニック 水子5053-2テラシマビル1F 内 049-268-3008

わたなべ整形外科 鹤馬2-20-8 整 049-255-6311

わたなべ皮膚科 東みずほ台1-7-2 皮・ア 049-252-2033

（2）ふじみ野市 

名称 住所 科目 电话号码

相原医院 上福岡3-3-4 皮・内・小・循・ア 049-261-0135

新井整形外科 上福岡1-5-28武井ビル1F 整・リハ・リウ 049-264-3911

安藤医院 福岡中央1-7-17 内・小・リウ・ア 049-261-0634

あんどこどもクリニックふじみ野
福岡2-1-6イオンタウンふじみ
野３F 小 049-293-1255

4 / 12 http://www.ficec.jp



Living Guide for Foreiners in 6 Languages  <Chinese>

あんべハートクリニック 大井621-12 循・内・心
049-256-0675

飯田医院 駒林元町2-1-37
内・呼内・循内・消内・
外

049-278-3788

石川医院 西2-1-11 内・小・呼 049-261-0603

板倉医院 亀久保3-12-36 内・小 049-261-0234

大井協同診療所 ふじみ野1-1-15 内・小 049-267-1101

大熊医院 上福岡3-1-17 内・小・外・胃 049-261-0111

金井医院 福岡中央2-10-6 内・整・胃・外・リハ 049-261-5856

叶澤医院 緑ケ丘2-11-1 内・小 049-262-3050

叶澤メディカルクリニック
福岡2-1-6イオンタウンふじみ
野3F

内・循内・腎内・糖・消
内・内分内・呼内・脂代
内・ア

049-293-2252

上福岡医院 霞ケ丘1-2-27ココネ上福岡クリ
ニックモール2F

循内・内 049-278-5001

上福岡駅前アイクリニック
上福岡6-4-5メディカルセンター
上福岡1F

眼
049-267-0088

上福岡くろだ内科クリニック
上福岡1-7-5 内・糖・内分内・脂代内 049-293-7171

上福岡耳鼻咽喉科医院 福岡中央2-1-10 耳 049-264-0501

上福岡腎クリニック 霞ケ丘1-2-27-204 人工 049-261-2300

上福岡皮膚科 上福岡1-14-46中商ビル2F 皮・ア 049-256-0330

岸内科クリニック うれし野1-6-6 内・消内 049-256-2166

清見ファミリークリニック 清見1-2-4 小・ア・内・皮 049-264-2210

クリニック坂本 上福岡1-2-25星野ビル4F 心内・神 049-256-2262

元気クリニック上福岡 上福岡1-14-46中商ビル1F 内・消内・呼内・糖
049-256-8088
※訪問診療の

み

小林胃腸科外科医院 大井1186-1 消外・内・消内・皮 049-267-0580

埼玉記念リズムクリニックセンター
うれし野2-10-37ショッピングセ
ンタートナリエE棟3F

内・耳・皮・循・消・小・
呼・糖・内分内

049-269-3357

さくらクリニック 亀久保1-1-16-106 内・消・外・肛 049-278-6656

さくらペインクリニック
上福岡6-4-5メディカルセンター
上福岡1F

麻・整・内 049-265-1374

佐藤耳鼻咽喉科 大原1-1-14 耳 049-256-8741

設楽耳鼻科クリニック 西1-3-8 耳・気 049-256-5777
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しまだ医院 鶴ケ舞1-3-9 内・小 049-261-4321

しみず整形外科クリニック 亀久保1243-7 整・リハ 049-262-3020

杉下内科 清見3-1-22 内・胃・小 049-264-1145

せきや眼科 旭1-18-25 眼 049-269-0750

高橋眼科 上福岡1-12-12 眼 049-264-6778

竹下内科 新田1-1-27 内・小 049-263-5941

武田クリニック 北野1-5-7
内・小・ア・リウ・リハ・
呼内

049-262-3551

立麻医院 大井中央4-11-14 小・内 049-261-1182

鶴ケ岡医院 鶴ケ岡3-6-11 整 049-262-3851

中島胃腸科医院 上福岡１-12-10 胃・内・外・泌・皮・肛 049-264-1515

なかの小児科クリニック 上福岡6-4-3 小・ア・小神 049-267-8881

なかむら眼科 駒林元町3-1-1 眼 049-237-6365

西野こどもクリニック
ふじみ野1-14-16大井パークサ
イドビル2F

小・ア 049-269-4976

根岸内科代謝クリニック
上福岡6-4-5メディカルセンター
上福岡2F

内・内分内・糖 049-261-2671

はたクリニック 大井2-10-11 小・内・ア 049-278-3770

富家病院 亀久保2197
内・胃・皮・リハ・泌・神
内・人工・通所・循内・
脳神

049-264-8811

ふじみ野眼科 亀久保1-1-16ウエストビル1F 眼 049-278-7775

ふじみ野血管外科・内科クリニック 清見1-2-14 循内・外・内 049-215-7023

ふじみ野耳鼻咽喉科・気管食道科医
院

うれし野2-15-7 耳・気 049-263-3341

ふじみ野消化器・内視鏡内科クリニッ
ク

ふじみ野東2-1-1 グリーンテラ
スふじみ野１階

消 049-278-5200

ふじみ野整形外科内科骨粗鬆症ス
ポーツクリニック

大井武蔵野1437-7 整・内・リハ 049-265-6656

ふじみ野腎クリニック 駒林元町3-5-3 人工 049-278-1110

ふじみ野中央クリニック 鶴ケ岡4-16-15 内・小・ア 049-256-5500

ふじみの皮フ科
ふじみ野1-4-16大井パークサ
イドビル2F

皮 049-256-0877

ふちおか整形外科
ふじみ野1-4-16大井パークサ
イドビル2F

整 049-263-8200
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細川レディスクリニック
ふじみ野1-4-16大井パークサ
イドビル2F

産婦・婦・産・内 049-265-1580

松澤クリニック ふじみ野3-9-20
内・外・肛・放・リハ・
整・リウ・胃・呼・循・泌

049-278-6288

まみ内科クリニック 市沢1-9-1 内・糖・内分内 049-278-1133

ミューズレディスクリニック
霞ケ丘1-2-3ココネ上福岡一番
館2F

産・婦・不妊・高生殖 049-256-8656

めぐみ眼科
福岡2-1-6イオンタウンふじみ
野３F

眼 049-293-3112

山田こどもクリニック 上福岡1-5-28武井ビル2F 小・ア 049-269-2811

山田整形外科 上福岡5-1-23 整・リハ・歯 049-264-1488

よしなが皮膚科
上福岡6-4-5 メディカルセン
ター上福岡１階　A号室

皮 049-293-6308

（3）三芳町 

名称 住所 科目 电话号码

安田醫院 上富402-5 内・小・皮・神内・理・放 049-258-3251

耳鼻咽喉科　橋本医院 藤久保345-46 耳・気 049-258-5258

山田内科クリニック 北永井3-11 内・小・循 049-259-4462

富士内科クリニック 藤久保16-15 内・消・小・ア 049-257-0601

すじの眼科クリニック みよし台11-9 眼 049-274-1655

あさの内科クリニック みよし台6-14 内・循 049-274-6221

あさの内科クリニック みよし台6-14 内・循 049-274-6221

こうの医院 北永井694-5 内・消・外・肛 049-257-8187

27-3　歯科診療所 

（1）富士見市 
名称 住所 科目 电话号码

あおば歯科医院 ふじみ野東1-8-1押田ビル1楼 歯・小歯・矯 049-263-5088

飯島歯科医院
ふじみ野西1-1-1　アイムプラザ
2F

歯・矯・小歯・歯口 049-262-8218

伊勢歯科クリニック
針ケ谷2-19-10センチュリーア
ネックス１F-C

歯・矯・小歯・歯口 049-255-2418

巖歯科クリニック 東みずほ台1-6-22 歯・矯・小歯・歯口 049-253-1153

榎本デンタルクリニック
ふじみ野東1-13アステールふじ
み野イーステーション2B

歯・矯・小歯・歯口 049-264-7775
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大月デンタルケア 鶴馬3530-11 歯・小歯・矯・歯口 049-254-2177

大渡歯科医院 西みずほ台1-20-4 201 歯・矯・小歯・歯口 049-254-1525

おとなこども歯科
山室1-1313 ららぽーと富士見
2F

歯・小歯・矯 049-255-5118

河村歯科医院
東みずほ台2-5-6-マロンスト
リームⅡ1F

歯・小歯・歯口 049-255-8842

黒田歯科医院 針ケ谷1-5-7 歯・小歯 049-254-4180

くろだデンタルクリニック ふじみ野東1-22-7 歯・小歯・歯口・矯 049-256-5156

恵愛デンタルクリニック 西みずほ台3-3-16 恵愛ビル1F 歯・矯・小歯・歯口 049-255-4400

厚生歯科医院 東みずほ台2-2-7 歯 049-254-6700

さえぐさ歯科クリニック 東みずほ台1-9-29 歯・矯・小歯 049-251-8876

志賀歯科クリニック
ふじみ野西1-25-1　ウインベル
2F

歯・小歯・歯口 049-278-5220

歯科タケダクリニック鶴瀬 鶴馬2605-10 えり美ﾋﾞﾙ3F 歯・小歯・歯口・矯
050-5578-

0628

しぶや歯科医院 鶴馬1-25-3 歯・小歯 049-255-8044

シモヤマ歯科医院 水谷東2-55-8 歯 048-472-5404

シモヤマデンタルオフィス 水谷東2-55-8 歯・小歯・歯口・矯 048-470-5000

杉田歯科医院
ふじみ野東1-21-1　ラ・ガール
ふじみ野2F

歯・小歯 049-262-8288

鈴木歯科 鹤馬3531-1 歯・小歯・歯口 049-254-3205

すずき歯科医院 ふじみ野東4-16-7 歯・矯・小歯・歯口 049-262-0181

すずらん歯科クリニック 鶴馬3485-1第5マツモトビル1F 歯・小歯 049-251-8288

すみれ歯科 鶴馬2609-13ｻﾝﾏﾘｰ鶴瀬１楼 歯 049-275-2222

そがべ歯科クリニック
ふじみ野西1-18-1第6松本ビル
202

歯・矯・小歯・歯口 049-262-8215

たかだ歯科・矯正歯科クリニック
西みずほ台3-2-2カーサ松の木
103

歯・矯・小歯・歯口 049-268-5900

たくま歯科
東みずほ台2-6-6関マンション
101

歯・小歯・歯口 049-253-8899

竹内歯科医院 鶴瀬東1-10-43 歯 049-251-0503

堤歯科・小児歯科クリニック
鶴馬2600-6 K8Vビル2F

歯・小歯・矯 049-254-0581

鶴瀬あおぞら歯科クリニック 鶴瀬東2-4-43　やまざきｴｽﾃｰﾄ
ﾋﾞﾙ1F

歯・矯・小歯・歯口 049-275-6480

鶴瀬アドバンスデンタル 鶴馬3530-11　2F 歯・矯・小歯・歯口 049-265-6767
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鶴瀬駅前歯科・矯正歯科 鶴瀬東1-7-38　初音ﾋﾞﾙ1F 歯・矯・小歯・歯口 049-265-6767

鶴瀬さかい歯科クリニック 羽沢1-31-3本邑ビル201 歯・小歯・歯口 049-255-1666

鶴瀬西口歯科
鶴馬2602-2正興鶴瀬駅西口ビ
ル２F

歯 049-254-3911

つるせ三国歯科 鶴瀬東1-7-36　東屋ﾋﾞﾙ2F 歯・小歯・歯口 049-293-8551

トール歯科クリニック 水谷東2-53-4 歯・矯・小歯・歯口 048-424-8241

苗代歯科医院 鶴瀬東2-7-32 歯 049-251-1480

はしもと歯科医院 ふじみ野東2-1-1グリーンテラ
スふじみ野OFFICE　C

歯・矯・小歯・歯口 049-264-8600

はせがわ歯科医院 ふじみ野西1-21-5 ケイアイふじ
み野ビル2F

歯・矯・小歯・歯口 049-256-5556

フィオーレ　オーラルクリニック 東みずほ台1-4-10　ﾌｫﾝﾃｰﾇ･
ﾃﾞ・ｱｲﾗ2-C

歯 049-293-7220

ピノキオ歯科クリニック
西みずほ台1-21-20西みずほ
台マンション107

歯・小歯・歯口 049-265-5914

ひまわり歯科
鶴瀬西2-8-2 鶴瀬市街地住宅
104

歯 049-251-0220

平澤歯科医院 鹤馬2613-10 歯 049-251-5331

冨士原歯科医院 鶴瀬西3-9-27 歯 049-254-8248

ふじみ野アイル歯科クリニック
ふじみ野東1-1-1ふじみ野ナー
レビル4楼

歯・矯・小歯・歯口 049-267-2222

ふじみ野みらい歯科
ふじみ野西1-17-14　ｳｴｽﾄｱﾙ
ﾃﾞｨｰﾙ1F

歯・矯・小歯・歯口 049-278-4500

松本歯科医院 関沢2-15-40 歯・矯・小歯 049-275-2118

マルス歯科クリニック ふじみ野西1-4-１ 2F 歯 049-265-8276

水野歯科医院 鹤馬1-13-25 歯・矯・小歯・歯口 049-251-9527

みずほ台駅ナカ歯科・矯正歯科
東みずほ台2-29-2みずほ台西
口駅ビル2Ｆ

歯・矯・小歯 049-293-7678

みずほ台駅前さくらそう歯科クリニック 東みずほ台1-4-3 歯・小歯・歯口 049-253-2002

みずほ台駅前歯科 西みずほ台1-1-3 102 歯・矯・小歯・歯口 049-253-7333

みずほ台歯科診療所
東みずほ台3-3-11　メディック
ビル1F

歯・小歯・歯口 049-253-1800

みずほ台NICO デンタルクリニック 東みずほ台2-29-4 歯・小歯・歯口 049-275-8020

みずほ台病院（歯科） 西みずほ台2-9-5 歯 049-251-8149
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やまうらデンタルクリニック
鶴瀬東1-9-30セイコーガーデン
Ⅲ　101

歯・小歯・歯口 049-275-2288

ワイス矯正歯科
ふじみ野西1-20-1ふじみ野ビ
ル2Ｆ　B

矯 049-257-6484

渡辺歯科医院 西みずほ台1-20-6 歯・矯・小歯・歯口 049-254-0568

（2）ふじみ野市 
名称 住所 科目 电话号码

青木歯科医院 南台1-5-15 歯 049-261-0412

あおき歯科医院 亀久保1-1-16ウエストビル1F 歯・小歯 049-256-2220

青山歯科医院 福岡中央1-2-8 歯・矯・小歯・歯口 049-262-1068

あけのほしデンタルクリニック
上福岡6-4-5メディカルセンター
上福岡2F

歯・小歯 049-264-7950

アポロ歯科医院 亀久保2-2-5 歯・小歯・歯口 049-263-2727

新井歯科医院 大井1081-11 歯・小歯・矯 049-266-0081

飯田歯科医院 駒林元町2-1-37 歯・小歯・矯・歯口 049-278-3733

池谷歯科 清見3-1-10 歯・小歯・歯口 049-265-0077

いれい歯科クリニック
ふじみ野1-4-16大井パークサ
イドビル203

歯・小歯・矯 049-266-8865

うれし野デンタルクリニック うれし野1-1-12 歯・小歯・矯・歯口 049-256-4618

大井歯科医院 大井706-8 歯 049-261-8141

おおば歯科医院 緑ケ丘2-3-1 歯・小歯・歯口 049-263-8249

岡野歯科医院 鶴ケ舞1-18-18 歯・小歯・矯・歯口 049-265-0111

小川歯科 鶴ケ舞2-6-25 歯・小歯・矯 049-264-9197

おぐま歯科クリニック 大井625-1
歯

049-293-8703

オシダデンタルクリニック 大井1074-4 歯 049-261-6477

掛川歯科医院 上福岡6-3-4 歯・小歯・矯・歯口 049-261-6262

香取歯科医院 上福岡1-8-13 歯・小歯・歯口 049-262-3388

上福岡エスデンタルクリニック
上福岡1-14-46　中商ビル3階 歯・小歯・矯・歯口 049-293-8989

上福岡歯科クリニック 上福岡1-7-26 歯・小歯・矯・歯口 049-278-7770

上福岡総合病院 福岡931 歯・歯口 049-266-0111

きくち歯科クリニック 駒西2-1-6 歯・小歯・矯・歯口 049-262-8254
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きらら歯科ふじみ野院 大原2-1-32 歯・小歯・矯・歯口 049-238-4151

久保田歯科医院 苗間1-9-3ルシーダ１F 歯 049-264-7320

けんと歯科 鶴ケ岡5-1-8 歯・小歯・矯・歯口 049-256-4433

ココネ歯科医院 霞ケ丘1-2-27-204 歯・小歯・矯歯・歯口 049-266-6480

コスモス歯科医院 上福岡3-12-11 歯・小歯・歯口 049-266-1875

小平歯科医院 西1-3-10 歯 049-261-2872

権田歯科医院 上福岡4-1-11 歯 049-261-0579

さいとう歯科医院 富士見台8-1 歯・矯 049-261-0349

すがわら歯科 ふじみ野1-2-1イオン大井店 3F 歯 049-263-4618

すじの歯科クリニックふじみ野 駒林元町4-2-17 歯・小歯・矯・歯口 049-266-1118

鈴木歯科クリニック 鶴ケ岡1-16-16 山崎第6ビル1F 歯・小歯 049-266-6000

スマイル歯科
福岡2-1-6イオンタウンふじみ
野3F

歯・小歯・矯・歯口 049-266-6487

スマイルケア歯科クリニック うれし野2-15-24 歯・小歯・矯・歯口 049-262-8888

成城歯科医院 上福岡4-4-19エルツアイン101 歯・小歯・矯・歯口 049-278-7788

高山歯科医院 鶴ケ岡2-14-15 歯・小歯・矯 049-262-3211

たきの歯科 滝1-1-8 歯 049-269-4618

たなか歯科クリニック
西鶴ケ岡1-3-15 ビバモール埼
玉大井プラザ棟２F

歯・小歯・矯・歯口 049-256-8181

坪井歯科医院 上福岡2-2-4 歯 049-261-3243

ときわ歯科クリニック 北野1-5-8 歯 049-267-4074

苗間歯科医院 苗間447-4 歯・小歯 049-269-6480

にこ歯科クリニック 苗間1-13-19 歯 049-265-6874

にじいろ歯科クリニックふじみ野 清見1-2-2 歯・小歯・矯 049-293-2457

根本歯科クリニック ふじみ野2-25-34 歯・小歯・矯・歯口 049-269-6804

はにわ歯科医院 上福岡6-3-3 Ｋビル2Ｆ 歯・小歯 049-269-1177

日暮歯科医院 亀久保3-10-11 歯・小歯・矯・歯口 049-266-2100

ファミリーデンタルクリニック 市沢2-8-17フォレストパーク101 歯・小歯・矯・歯口 049-278-1182

藤本歯科医院 上福岡2-7-7 歯・小歯・矯・歯口 049-265-0047

前田歯科医院 上福岡1-5-20 歯 049-261-3537
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まつむら歯科 鶴ケ岡1-3-47 歯・小歯・矯 049-264-4861

MANAデンタルクリニック 旭1-16-33 歯・小歯・矯 049-261-8841

みどり歯科医院 大原1-3-1 歯・小歯・歯口 049-262-5255

師岡歯科医院 上福岡1-6-34ＤＭビル４F 歯・矯・歯口 049-262-2404

リズムデンタルクリニック
うれし野 2-10-37 ショッピング
センタートナリエふじみ野E-3F

歯・小歯・矯・歯口 049-264-0896

やまもとデンタルオフィスふじみ野 長宮1-2-1-1F 歯 049-293-1191

（3）三芳町 
名称 住所 科目 电话号码

清水歯科医院 藤久保849-21 歯 049-258-7475

三芳歯科医院 藤久保311-9 歯・小歯 049-258-5200

山田歯科医院 藤久保381-1 歯・小歯 049-259-3911

大進歯科医院 藤久保431-22 歯・小歯 049-259-1138

はばら歯科 藤久保82 歯・小歯・矯 049-258-7615

井上歯科医院 北永井3-6 歯・小歯 049-274-1977

おがた歯科小児歯科医院 みよし台6－7 歯・小歯 049-258-2205

山口歯科クリニック 藤久保5185 歯・矯・小歯 049-259-0400

吉岡歯科医院 藤久保336-1 歯・小歯 049-259-1821

ユナイトみよし歯科 藤久保855-403 歯・矯・小歯・歯口 049-274-5418

うららか歯科医院 藤久保337-9ベルク藤久保１F 歯・矯・小歯・歯口 049-293-4841
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