愛育病院セミオープンシステム登録診療所

一覧

2022.5.10現在

有明ガーデン4階

03-6372-6225

川崎市中原区小杉町3-1501-1 セントア武蔵小杉A棟3F

044-543-9181

http://www.kanda2nd.com/
https://www.akaeda.com/
https://kanamori-clinic.com/
http://minegishi-obgyn.com/
https://azabu-womens.com/
https://www.monteart.jp/
http://www.akasakamitsuke-miyazakiclinic.com/
https://akatora-clinic.com/
https://www.hori3541.or.jp/
http://www.ebine-womens-clinic.com/
http://takanawadai-lc.com/
https://royallc.jp/
https://www.yokokura-clinic.com/
https://matsumi-lc.jp/
https://minato-womens.com/
https://www.marumo-ladies.jp/
http://www.hamadai-ladies.com/
http://www.ori.to
https://www.moricli.jp/
https://sowaka-cl.com/
http://i-ll-clinic.com/
http://www.kayabacho-itoiin.jp/
http://www.kachidoki-women.com/
http://koyama-lc.com/
https://hatchobori-sato.clinic/
https://hm-ladies.com/
https://thirdclinic.jp/
https://ease-clinic.jp/
https://hakusanladies.com/
https://myogadani-ladies.com/
https://nao-ladies.tokyo/
http://www.morita-lc.com
https://www.hi-gyn.jp/
https://www.nakameguro-lc.com/
http://www.andoladys.com/
https://www.tlc.jp/
https://megurohoncho-womens.com/
http://merry-ladies-clinic.com/
http://www.11yoga-lady.com/sp/
https://miyakemiya-ladies.jp/
https://tomokoclinic.jp/
https://www.hiroo-ladies.com/
http://shibuyabashi-ladys.com/
http://www.makiladiesclinic.com/
https://www.keiko-clinic.net/
https://www.fetus-clinic.com/
https://www.hanaoka-ladiesclinic.com/
https://takane-cl.com/
https://www.oimachi-ladies-clinic.com/
http://www.mhlcli.com/
https://avance-clinic.jp/
http://nakayama-ladies-clinic.jp/
https://sugamo-lc.jp/
https://www.nagaishi-iin.com/
https://olive-lc.com/
http://www.shoeikai.com/shinryo/
https://maki-lc.jp/
https://ayumi-ladies.com/
https://shinjuku.jcho.go.jp/
https://yuka-womens.clinic/
https://kinshicho-ladies.com/
https://www.babysmile-clinic.com/
http://kosugi-ladies.jp/

港区南麻布5-6-8

03-3473-8310

http://www.aiiku.net/clinic/international/iu/

神田第二クリニック

港区西麻布3-20-14

赤枝六本木診療所

港区元麻布3-1-30

広尾かなもりクリニック

港区南麻布5-10-24

第二佐野ビル401

03-6408-0652

広尾 峰岸産婦人科

港区南麻布5-15-27

広尾リープレックスビズ8F

03-5791-4875

麻布ウィメンズクリニック

港区麻布十番2-3-12

ベルフォーレ麻布3階

03-6809-3103

麻布モンテアールレディースクリニック

港区麻布十番1-5-18

カートブラン麻布十番3階

03-6804-3208

赤坂見附宮崎産婦人科

港区元赤坂1-1-5

赤坂虎の門クリニック

港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 地下1階

03-3583-8080

堀産婦人科

港区高輪3-7-8

03-3449-3541

白金高輪海老根ウィメンズクリニック

港区高輪1-2-17

高輪台レディースクリニック

港区高輪3-8-17メディカルプライム高輪3F

03-3441-1377

ロイヤルレディスクリニック白金高輪

港区高輪1-4-13

03-3280-3338

横倉クリニック

港区芝5-13-13

まつみレディースクリニック三田

港区芝4-5-8

みなとウィメンズクリニック

港区芝浦4-12-39

ロジックビル3階

03-6435-1311

丸茂レディースクリニック

港区六本木1-6-1

泉ガーデンタワー4F

03-5575-5778

浜松町大門レディースクリニック

港区浜松町2-2-15

折戸クリニック

千代田区有楽町0番地

銀座インズ1 地階

03-6912-8567

丸の内の森レディースクリニック

千代田区丸の内1-5-1

新丸の内ビルディング９階

03-6206-3900

sowaka women's health clinic

千代田区九段南3-7-8

アイル女性クリニック

中央区月島1-8-1

茅場町いとう医院

中央区日本橋茅場町1-13-15

勝どきウィメンズクリニック

中央区勝どき2-10-4

宮野海運ビル4F

03-3536-7727

こやまレディースクリニック

中央区勝どき3-3-6

勝どき田窪ビル2階

03-5859-5975

八丁堀さとうクリニック

中央区新川2-28-2

メディカルプライム新川7階

03-3297-0310

HMレディースクリニック銀座

中央区銀座3-4-16

銀座サニービル東側4階

03-6264-4105

THIRD CLINIC GINZA

中央区銀座2-4-18

アルボーレ銀座4階

03-6263-2231

EASE女性のクリニック

中央区入船1-1-24

ドルフィンKOTO入船5階

03-3206-1112

白山レディースクリニック

文京区白山5-36-9

白山麻の実ビル9F

03-5689-3070

茗荷谷レディースクリニック

文京区小石川5-3-4

なおレディースクリニック

文京区小石川1-1-18

文京ガーデン ザ サウス3階303

03-5615-9708

森田レディスクリニック

目黒区中目黒1-1-18

イーストビル2F

03-3760-0256

平田クリニック

目黒区平町1-26-20

中目黒レディースクリニック

目黒区上目黒1-16-8

あんどうレディスクリニック

目黒区大橋2-23-1

都立大レディースクリニック

目黒区中根2-13-9

03-3725-4132

目黒本町ウィメンズクリニック

目黒区目黒本町2-4-19-1階

03-3792-7877

三軒茶屋メリーレディースクリニック

世田谷区太子堂2-15-1 野村三軒茶屋ビル2F

03-5433-1162

用賀レディースクリニック

世田谷区上用賀3-8-11

03-5491-5137

三宅宮コパレディースクリニック

世田谷区上野毛3−23−22

03-3702-5800

ともこレディースクリニック下北沢

世田谷区北沢2-12-4

新第2マツヤビル3階

03-3795-7878

広尾レディース

渋谷区恵比寿1-12-1

CRD Ebisu 1stビル5F

03-5447-2900

渋谷橋レディースクリニック

渋谷区東3-15-12

広尾 まきレディスクリニック

渋谷区広尾5-19-7

けい子レディースクリニック表参道

渋谷区神宮前5-45－8 ノースアオヤマ2F

03-3486-5180

新宿南口レディースクリニック

澁谷区代々木2-7-5

03-3376-3770

はなおかレディースクリニック

品川区南大井6-17-15

第二タジマビル3階

03-5767-5285

髙根クリニック

品川区南大井6-25-14

OSKビル3F

03-3765-7767

大井町レディースクリニック

品川区大井2-1-1

目黒東口レディースクリニック
アヴァンセレディースクリニック
(妊婦健診新規受付休止中)
中山レディスクリニック

品川区上大崎2-14-9

中野区東中野3-9-14

03-3371-2676

巣鴨レディースクリニック

豊島区巣鴨2-5-12

03-3916-2262

永石医院

大田区南雪谷2-10-2

田園調布オリーブレディースクリニック

大田区田園調布2-40-19

馬込中央診療所

大田区馬込1-5-8

まきレディスクリニック

新宿区高田馬場1-28-18

あゆみレディースクリニック高田馬場

新宿区高田馬場2-17-6

JCHO東京新宿メディカルセンター

新宿区津久戸町5-1

ゆかウィメンズクリニック神楽坂

新宿区天神町7-4

錦糸町駅前レディースクリニック

墨田区江東橋4-27-14

高輪梶ビル5-7F
白金高輪メディカルセンター3階
サダカタビル3F

池藤ビル3階

03-3478-6443

03-5789-2590

03-3456-2705
03-6453-8355

浜松町ゼネラルビル8F

03-6403-4105

03-6910-0753

アイ・マークタワー203
新居ビル3F

ラ・ヴェリエール文京3階

03-3534-0803
03-6667-0198

03-3830-0495

03-3717-7256
クリスタルビル2F
西渋谷ハイウェービル6F

第2アワヤビル2F
協和ビル3階
EX-SIDE南新宿3階

大井2丁目メディカルセンター3階
目黒東誠ビル8階

品川区西五反田2-28-10

こすぎレディースクリニック

03-3402-0654
03-3405-1388

富士陰ビル8F

ベビースマイルレディースクリニック有明 江東区有明2-1-8

愛育病院オープンシステム登録医
Aiiku International Unit

梅田ビル2F

FP五反田ビル地下1階

真野ビル2F

03-3760-4664
03-3469-6770

03-3409-0609
03-6447-7265

03-6421-6680
03-5798-7677
03-6420-0016

03-3728-0345
フォースDC 2階

03-3721-8008
03-3775-5631

和光ビルA棟202
ゆう文ビル8階

03-6457-6123
03-6265-9707
03-3269-8111

神楽坂メディカルセンター3階
錦糸町パルコ7階

03-3235-3210
03-5669-0889

一覧

