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世田谷区 病院 1 公益財団法人日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 03-3700-1151
https://www.tamagawa-hosp.jp/　（日本語）
https://www.tamagawa-hosp.jp/english/　（英語）

世田谷区 病院 1
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

世田谷区大蔵2-10-1
予約センター：03-5494-
7300：英語
連携室：03-5494-

https://www.ncchd.go.jp（日本語）
http://www.ncchd.go.jp/en/（英語）

渋谷区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立広尾病院

渋谷区恵比寿2-34-10 03-3444-1181
https://www.tmhp.jp/hiroo/（日本語）
https://www.tmhp.jp/hiroo/en/（英語）
https://www.tmhp.jp/hiroo/zh/（中国語）

世田谷区 病院 2 公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 03-3429-1171 WWW.kanto-ctr-hsp.com

目黒区 診療所 2 目黒ケイホームクリニック 目黒区中目黒4-5-1-エースビル2階 03-5722-5500 www.megurokhome.com

目黒区 診療所 2
医療法人社団法山会　山下診療所自由
が丘

目黒区自由が丘１－３０－３自由が丘東
急ビル７Ｆ

03-3724-3811 http://www.hozankai.com (日本語, 英語)

目黒区 診療所 2 ロコクリニック中目黒 目黒区東山1-6-5 03-5722-6565
https://loco-clinic.com/（日本語）
http://loco-clinic.com/home-en/（英語）

目黒区 診療所 2 山本ファミリア皮膚科　駒沢公園
目黒区東が丘2-15-2 コリーヌ駒沢公園
１F

03-3795-1112 http://yamamoto-skincl.com

世田谷区 診療所 2 医療法人社団医泉会　唐沢内科医院 世田谷区深沢１－１８－９　１F 03-3701-7552
http://karasawanaika.jp/ （日本語）
http://karasawanaika.sakura.ne.jp (英語)

世田谷区 診療所 2 むさしアイクリニック上野毛駅前
世田谷区上野毛１－１４－１上野毛ス
テーションヒルズ２－１０２号

03-5760-6695 http://www.musashi-eye-clinic.com

世田谷区 診療所 2 直宮医院 世田谷区北沢3-11-14 03-3468-2867

渋谷区 診療所 2 荻原整形外科 渋谷区本町2-7-10　2F 03-5371-3001 http://www.ogiharaseikei.com/

渋谷区 診療所 2 プラザ形成外科 渋谷区広尾５－５－１－４Ｆ 03-5475-2345: 英語 www.plazaclinic.net (英語）

渋谷区 診療所 2 ザキングクリニック
渋谷区神宮前6丁目31-11 iori表参道
B1F

03-3400-7522
03-3409-0764

http://thekingclinic.com/ 　（日本語）
http://thekingclinic.com/en/　(英語）

渋谷区 診療所 2 たか子クリニック 渋谷区桜丘町16-14 ドルチェ渋谷6F 03-5459-7943 http://www.takako-clinic.com (日本語)
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渋谷区 診療所 2 千駄ヶ谷インターナショナルクリニック
渋谷区千駄ヶ谷1-20-3 バルビゾン11
203

03-3478-4747
https://www.sendagaya-ic.com/(日本語)
https://www.sendagaya-ic.com/en/（英語）

渋谷区 診療所 2
医療法人社団こうのとり会 ファティリティク
リニック東京

渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東
１F

03-3406-6868 https://fert-tokyo.jp/english/

目黒区 歯科診療所 2 みかわ矯正歯科クリニック 目黒区南2-1-25 03-6421-8998 www.orthodont.org

目黒区 歯科診療所 2 松尾歯科医院 目黒区東山１－１－２　東山ビル２Ｆ 03-3419-4018

目黒区 歯科診療所 2 山手デンタルクリニック 目黒区中目黒３－５－４ 03-3719-6874
http://www.Yamate-d.com/english/EnglishGuide.html(英語）
http://www.yamate-d.com/(日本語）

目黒区 歯科診療所 2 自由が丘歯科オーラルケア 目黒区自由が丘2-12-13-2F 03-5726-9185
http://jiyugaoka-oralcare.jp (日本語)
http://jiyugaoka-oralcare.jp/en/ (英語)

目黒区 歯科診療所 2 ラエビスクリニークデンタル 目黒区三田1－11－29　T2000ビル２F 03-6451-2314 la-ebs.com

目黒区 歯科診療所 2 目黒の大鳥神社前クリニック
目黒区下目黒2-21-23　マルエツ目黒
店４階

03-3779-7736 https://meguro-ootori.jp/

世田谷区 歯科診療所 2 カリフォルニア矯正歯科三軒茶屋 世田谷区太子堂2-19-5 03-5787-8107
http://california-kyousei.jp/（日本語）
https://www.california-kyousei.jp/english/（英語）

世田谷区 歯科診療所 2
医療法人社団　仁愛会　歯科用賀クリ
ニック

世田谷区用賀2-41-11　平成ビル用賀1
Ｆ

03-6805-6641
http://www.jin-ai-kai.com　（日本語）
http://www.jin-ai-kai.com/english.html　（英語）

世田谷区 歯科診療所 2 関歯科医院 世田谷区上野毛1-34-15-102
03-5752-6480(英語・
中国語）

http://kan-dental.com

世田谷区 歯科診療所 2 高尾歯科医院 世田谷粕谷４－１４－４－１０２ 03-3309-7771 http://www.takao-shika.com/

世田谷区 歯科診療所 2 歯科ワタナベ医院 世田谷区　上祖師谷　1-35-13 03-3309-1188 http://www.hahoo.jp/~watanabe/

渋谷区 歯科診療所 2 代官山歯科医院 渋谷区猿楽町２４－７　代官山プラザ３Ｆ 03-3462-0787 http://www.daikanyamashika.jp

渋谷区 歯科診療所 2 原宿ファースト歯科
渋谷区神宮前1-11-11グリーンファンタ
ジア210

03-5413-6480 http://www.harajuku1st.com

渋谷区 歯科診療所 2 三原デンタルクリニック 渋谷区西原２−３１−３　山本ビル２F 03-6407-1646 miharadentalclinic.com
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渋谷区 歯科診療所 2 代官山デンタルサロン 渋谷区恵比寿西2−20−15 03-6416-5747 https://daikanyama-ds-blanche.com

渋谷区 歯科診療所 2
日本矯正歯科研究所附属デンタルクリ
ニック

渋谷区2-15-1　渋谷クロスタワー21階 03-3499-2222 www.nihonkyouseishika.com

渋谷区 歯科診療所 2 ドイデンタル原宿クリニック
渋谷区千駄ヶ谷3-13-20第7宮廷マン
ション１０３

03-5414-5727 http://www.kyuteikai.or.jp
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