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中村産婦人科 任意予防接種 小川町
埼玉県比企郡小川町大字大塚

1176-1
0493-72-0373

http://www.nakamur

asanfujinka.jp/

医療法人埼玉愛育会 令和レ

ディースクリニック
任意予防接種 日高市 埼玉県日高市高富46-7 04-2984-0311 https://reiwa-lc.com/

松の木こどもクリニック 各種予防接種（自費）料金 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区松木3-26-

31 東浦和メディカルプラザ3F
048-874-1133

https://www.matsun

oki-kodomo.com/

ほしこどもおとなクリニック ・公費負担のない任意の予防接種 東松山市 埼玉県東松山市上野本1226-1 0493-24-0753
http://www.hoshiclini

c.jp/

こどもクリニック いとう小児科 予防接種（任意） 東松山市 埼玉県東松山市岩殿110-6 049-334-4145
https://www.kodomo

ito.jp/

医療法人 宮里こどもクリニック
・公費以外の予防接種（ロタ、お

たふく風邪、インフルエンザ等）
松伏町

埼玉県北葛飾郡松伏町田中3-21-

11
048-991-5010

あおだ歯科クリニック ・歯科医院でのフッ素塗布 所沢市
埼玉県所沢市緑町4-3-10 STU新

所沢ビル1階
04-2920-0211

https://www.aoda-

dc.com/

医療法人愛和会 愛和病院

インフルエンザ等予防接種

0~2歳 3,000円 3歳以上 3,500円

（税抜き）

川越市 埼玉県川越市大字古谷上983-1 049-235-8811
http://www.aiwahos

pital.or.jp

医療法人新井クリニック 任意予防接種
おもしろ消しゴム（ひ

とつ）
東松山市 埼玉県東松山市西本宿1859-1 0493-35-5550

http://www.araiclinic

.com/

はらだクリニック

インフルエンザワクチン3,500円

（予定） おたふくかぜワクチン

5,900円（税込）

所沢市 埼玉県所沢市東所沢3-9-13 04-2945-8769

http://www.iris.dti.ne

.jp/~th-

3133f/http___www.iri

s.dti.ne.jp_~th-

3133f_/Home.html

りょうキッズクリニック 任意予防接種 所沢市 埼玉県所沢市東住吉2-4 04-2924-2525
https://www.ryou-

kids.com/

みそのこどもクリニック 任意予防接種 さいたま市岩槻区
埼玉県さいたま市岩槻区美園東1-

7-15サンシャインプラザ1階
048-797-4152

https://www.misono-

kids.com/

医療法人陽育会 やまもとキッズ

クリニック
任意予防接種 要予約 所沢市 埼玉県所沢市三ケ島4-2286-11 04-2938-7787

http://www2.tbb.t-

com.ne.jp/yamamoto

kizzu/

あだち内科クリニック 任意予防接種 所沢市 埼玉県所沢市緑町3-16-4 04-2929-0001
https://www.adachi-

clinic.com/
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福元内科クリニック 各種予防接種等 所沢市 埼玉県所沢市南住吉21-16 04-2920-1155
https://www.fukumot

o-naika-clinic.com/

さとうこどもクリニック 任意予防接種 新座市 埼玉県新座市大和田5-15-2 048-480-5255
https://www.satokod

omo.jp/

飯村医院
インフルエンザ予防接種 1回

3,960円（税込）
幸手市 埼玉県幸手市中3-1-11 0480-42-0206

医療法人じんの小児科
インフルエンザ おたふくかぜワ

クチンなど任意の予防接種
さいたま市岩槻区

埼玉県さいたま市岩槻区本町1-8-

11
048-756-8181

http://www.jinno-

shonika.or.jp/

福島内科 任意予防接種 鳩山町 埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘4-17-8 049-298-0600
https://fukushima-

naika.com/

医療法人社団ワイズレディスクリ

ニック
任意予防接種 幸手市 埼玉県幸手市上高野1978 0480-44-0555

荻野医院 任意予防接種 所沢市 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-2993-5 04-2948-1181
https://www.ogino-

hp.or.jp/

石井外科胃腸科医院 任意予防接種 飯能市 埼玉県飯能市本町4-17 042-972-3867

坂入医院 任意予防接種 加須市 埼玉県加須市柳生2094-1 0280-62-5005

医療法人社団弘人会 中田病院 任意予防接種 加須市 埼玉県加須市元町6-8 0480-61-3122
https://www.nakada-

hp.com/

医療法人誠至会 狭山厚生病院 任意予防接種 狭山市 埼玉県狭山市中央1-２４-１０ 04-2957-9111
http://www.skh.or.jp

/

柏原内科医院 任意予防接種 東松山市 埼玉県東松山市市ノ川343 0493-24-0376

あげお本町クリニック ・インフルエンザ等予防接種料金 上尾市 埼玉県上尾市本町6-12-33 048-871-5730
https://www.ageoho

ncho-clinic.com/

上尾キッズクリニック

任意予防接種（インフルエンザワ

クチン、おたふくかぜワクチンな

ど）

上尾市 埼玉県上尾市壱丁目466-4 048-780-7050

医療法人社団美寿々会 あげお東

口内科
任意予防接種 上尾市

埼玉県上尾市宮本町2-1 アリコ

ベール上尾サロン館１階
048-771-3322

医療法人せきクリニック 任意予防接種 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-

260
048-667-7300

https://sekiclinic.co

m/

医療法人心 むらのひがしクリ

ニック
任意予防接種 さいたま市北区

埼玉県さいたま市北区大成町4-

318-3
048-788-1781

http://www.e-

mura.com/
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くらんど整形外科

各種予防接種（インフルエンザ・

肺炎球菌ワクチン・帯状疱疹予

防）

戸田市 埼玉県戸田市笹目南町33-2 048-487-7758

医療法人勇誠会 こうゆうクリ

ニック
任意予防接種 戸田市 埼玉県戸田市新曽1935 048-290-8832

https://koyu-

clinic.com/

湯澤クリニック 任意予防接種 さいたま市西区
埼玉県さいたま市西区宮前町794-

1
048-620-2150

早川医院

任意予防接種(インフルエンザ・

おたふく等）※電話予約必須。そ

の際チケット利用の旨申請。

さいたま市見沼区
埼玉県さいたま市見沼区南中野

90-3
048-685-7757

https://www.hayaka

wa-cl.net/

医療法人至裕会 押阪こどもクリ

ニック
任意予防接種 さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区南中野3-

25
048-680-1937

http://www.oshizaka

kc.com/

山本内科医院 任意予防接種 さいたま市西区
埼玉県さいたま市西区指扇2128-

46
048-623-1016

田中内科小児科医院
インフルエンザ、おたふくかぜワ

クチン等（任意予防接種）
さいたま市北区

埼玉県さいたま市北区土呂町1-

23-4
048-663-3505

医療法人二心会 うだがわクリ

ニック
任意予防接種 所沢市

埼玉県所沢市北原町1415-1 ヤ

オコー所沢北原店専門店1Ｆ
04-2997-4880

いしかわキッズクリニック
任意予防接種(インフルエンザ、

おたふくかぜワクチン等)
さいたま市北区

埼玉県さいたま市北区奈良町113-

7
048-652-8888

http://kids-cl-

2015.byoinnavi.jp/

医療法人勇雄会 岩下悦郎消化器

内科クリニック

予防接種(インフルエンザ、おた

ふく等)要予約
所沢市 埼玉県所沢市北有楽町24-5 04-2928-3636

https://www.iwashit

aclinic.com/

医療法人わかくさ会 わかくさこ

どもクリニック

任意予防接種(インフルエンザ、

おたふくかぜワクチン等)
戸田市

埼玉県戸田市本町5-12-36 エト

ワール戸田公園1F
048-434-0026

http://www.wakakus

akodomoclinic.jp/

みやた内科クリニック 任意予防接種 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区三橋2-

874-1
048-640-7666

https://www.miyata-

clinic.net/

石塚内科クリニック 任意予防接種 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区吉野町1-

377-4
048-661-0888

http://ishizuka-

cl.byoinnavi.jp/pc/

医療法人慈藤会 伊藤内科医院 任意予防接種 上尾市 埼玉県上尾市上1572-1 048-771-1470
http://www.ito-

naika-iin.com/

医療法人社団 ワラビーこどもク

リニック
任意予防接種 蕨市

埼玉県蕨市中央1-17-35 クリエ

イトビル3F
048-431-1800

https://www.wallaby

-kodomo.jp/

小児科 中村医院 任意予防接種（予約制） さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区宮町3-

135
048-780-2771

http://website2.info

mity.net/8220000134

/
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医療法人清水こども医院 予防接種（自費） 鴻巣市 埼玉県鴻巣市滝馬室943-2 048-540-6360
https://shimizu-

kodomo.com/

山崎医院 任意予防接種 加須市 埼玉県加須市根古屋642-10 0480-73-6463
https://www.kisaiya

mazaki.com/

医療法人洪医会 河野内科医院 任意予防接種

歯ブラシプレゼント

（インフルエンザ除

く）

戸田市 埼玉県戸田市新曽2492-1 048-447-7227

医療法人紘生会 かわかみこども

クリニック
任意予防接種 上尾市 埼玉県上尾市藤波3-188 048-789-3110

http://kpc.kids.cooca

n.jp/

医療法人康潤会 センチュリーシ

ティ内科クリニック
任意予防接種 さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区大和田町

1-1275
048-684-8822

渡辺医院 任意予防接種 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区土呂町2-

23-14
048-653-8612 http://wtnbiin.com/

飯田クリニック 任意予防接種 蕨市 埼玉県蕨市南町2-14-8 048-441-2730

医療法人社団敬寿会 わらび北町

病院
任意予防接種 蕨市 埼玉県蕨市北町1-24-5 048-431-6917

医療法人和幸会 おおさきクリ

ニック
任意予防接種 鴻巣市 埼玉県鴻巣市吹上富士見1-7-4 048-580-7720 http://ocl.jp/

かずまこどもクリニック 任意予防接種 戸田市
埼玉県戸田市上戸田84-2 アン

レーヴ戸田1F
048-430-0101

http://kazuma-

clinic.com/

とだこどもクリニック 任意予防接種 戸田市
埼玉県戸田市下前1-9-22 トンボ

プラザ2F
048-432-6511

http://www.todakodo

mo.com/

医療法人立花医院 任意予防接種 さいたま市桜区
埼玉県さいたま市桜区南元宿1-

15-15
048-864-2300

川村医院 内科・消化器内科
インフルエンザワクチン・任意予

防接種
さいたま市桜区 埼玉県さいたま市桜区白鍬325-2 048-855-2279

https://kawamuracl.c

om/

どんぐりクリニック
任意予防接種：インフルエンザ・

おたふくかぜワクチン等
さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区南浦和3-

18-15
048-883-3666

http://blog.livedoor.j

p/donguricl/

天地クリニック 任意予防接種 北本市 埼玉県北本市二ツ家4-47-4 048-593-1762 http://a-clinic.com/

医療法人社団群羊会 南福音診療

所

任意予防接種（インフルエンザワ

クチン、おたふくかぜワクチン

等）

北本市 埼玉県北本市緑4-148 048-591-7191
http://minamifukuin.

org/
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医療法人藤慈会
インフルエンザワクチン、おたふ

くかぜワクチン等接種 予約要
さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町

2-564
048-686-2251

https://mumingroup.j

p/tomita/

医療法人社団高陽会 池田医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜウィルスなど）
さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区文蔵1-20-

17
048-861-6126

ゆうすずこどもクリニック 任意予防接種 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区美園4-14-

17
048-816-3594 https://yusuzu.jp/

シティタワーわらびキッズクリ

ニック
任意予防接種 蕨市 埼玉県蕨市中央1-7-1 1F 048-242-5885

http://ctw-

kidsclinic.jp/

医療法人社団光城会 ひろせクリ

ニック
任意の予防接種 所沢市 埼玉県所沢市緑町2-14-7 04-2920-2111

https://www.hirosecl

inic.com/

テディベアクリニック

インフルエンザ・おたふくかぜ・

三種混合・不活化ポリオなどの任

意予防接種

さいたま市南区
埼玉県さいたま市南区別所7-2-1-

101D
048-865-4190

https://www.musash

iurawa.jp/shonika/

医療法人社団はなぶさ会 伊奈ent

クリニック

任意予防接種（インフルエンザ、

おたふくかぜワクチン等）
伊奈町 埼玉県北足立郡伊奈町大針814-1 048-724-1133

http://ina-ent-

clinic.com/

医療法人社団はなぶさ会 いなぎ

entクリニック

任意予防接種（インフルエンザ、

おたふくかぜワクチン等）
北本市 埼玉県北本市本町4-20-1 048-593-4567

http://www.inagi-

ent-clinic.com/

医療法人社団すまいるらいふ プ

ライムクリニック
任意予防接種 鴻巣市 埼玉県鴻巣市人形4-6-25 048-543-8888

小杉ファミリークリニック 任意予防接種 乳幼児健診の割引 さいたま市北区 埼玉県さいたま市北区今羽町26 048-652-2226

医療法人権田医院
有料ワクチン（インフルエンザ、

おたふく、A型肝炎など）
さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-

11-23
048-831-5427

https://www.gonda.j

p/

石川内科 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-

24-12
048-822-4080

http://isikawa-

4080.byoinnavi.jp/

医療法人てづかこどもクリニック 各種予防接種（自費）料金 さいたま市南区 埼玉県さいたま市南区四谷3-5-3 048-838-9075

とびた眼科 任意予防接種 さいたま市南区
埼玉県さいたま市南区文蔵2-5-19

太田ビル102
048-714-0255

https://www.tobita-

eye.clinic/

北鴻巣クリニック
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふく・ロタウイルス等）
鴻巣市 埼玉県鴻巣市八幡田531 048-596-1423
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ひまわり診療所 任意予防接種 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区東大門2-

22-2
048-878-6509

たんぽぽ子どもクリニック
インフルエンザやおたふくかぜワ

クチン接種時費用
さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区南浦和1-

33-15 グレースビル2F
048-762-8066

https://www.tanpopo

-kodomo.jp/

中田医院 任意予防接種 草加市 埼玉県草加市中央2-16-43 048-922-2111

森田クリニック 任意予防接種 狭山市 埼玉県狭山市狭山台1-8-1 04-2959-3111
http://www.morita-

clinic.or.jp/

さかつめ内科医院 任意予防接種（要予約） 行田市 埼玉県行田市城西1-6-22 048-553-5202
https://sakatsume-

naika.jp/

医療法人社団美草会 菊地医院 予防接種 蕨市 埼玉県蕨市錦町2-２０-12 048-442-5745
https://www.048-

442-5745.jp/

片野耳鼻咽喉科 任意予防接種 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区東浦和3-

13-11
048-874-7110

https://katano-

ent.atat.jp/i/f.php

くでこどもクリニック
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜ）
さいたま市南区 埼玉県さいたま市南区白幡4-21-7 048-865-1133

医療法人社団寿幸会 おかだこど

もクリニック
任意予防接種 草加市 埼玉県草加市清門3-25-3-102 048-941-5214

関根内科外科医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜワクチンなど）
神川町 埼玉県児玉郡神川町新里221-1 0495-77-7667

http://sekineclinic.co

m/

さくらキッズクリニック 任意予防接種 川口市
埼玉県川口市中青木2-15-34 サ

ンライズ中青木医療モール101
048-257-5211

https://www.sakura-

kids-clinic.com/

医療法人ほり小児科

ワクチン接種（インフルエンザ・

流行性耳下腺炎・公費接種の時期

を外れたその他のワクチン）

八潮市 埼玉県八潮市大瀬1-4-3 Yビル4F 048-997-4165
https://www.hori-

shounika.com/

医療法人弘仁会 遠井クリニック 任意予防接種 北本市 埼玉県北本市北本1-143 048-591-2109
https://www.tooi-

clinic.com/

医療法人社団由和会 楢原医院 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区東仲町4-

17
048-882-3779

http://narahara2010.

byoinnavi.jp/sp/

医療法人すがやハートクリニック 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-

11-1 第2北浦和メゾン1階
048-793-5766

http://www5.plala.or.

jp/sugaya-heart/

日進クリニック 任意予防接種 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区日進町2-

772
048-661-9629
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医療法人白秀会 加藤クリニック 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区前地2-3-

11
048-882-0034

https://www.katocl.j

p/

医療法人財団ヘリオス会 ヘリオ

ス会病院
各種任意予防接種 鴻巣市 埼玉県鴻巣市広田824-1 048-569-3111

https://www.helios.o

r.jp/

医療法人財団ヘリオス会 ヘリオ

スクリニック
各種任意予防接種 鴻巣市 埼玉県鴻巣市本町１-1-3 3階 048-540-7320

https://www.helios.o

r.jp/heriosclinic

医療法人愛和会 愛和病院付属西

大宮小児科クリニック

インフルエンザザクチン・おたふ

くワクチン等 任意ワクチン
さいたま市西区

埼玉県さいたま市西区西大宮1-1-

11 キャッスル西大宮1F
048-788-8811

医療法人社団保清会 いまじょう

クリニック

インフルエンザワクチン（小学生

以上）
草加市

埼玉県草加市旭町6-1-17 プラン

タン88 １階
048-941-2140

はとり小児科医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜワクチン）
さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼

1145-7
048-686-1660

https://www.hatori-

shounika.com/

医療法人社団優亜会 さぐち医院
任意の予防接種（インフルエンザ

等）
さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区南中丸

1032-12
048-681-5666

http://saguchi-

clinic.jp/

佐藤医院 任意予防接種 八潮市 埼玉県八潮市伊勢野142 048-996-9108

医療法人仁栄会 所沢緑ヶ丘病院

インフルエンザ予防接種 ６５歳

未満の方は１回3500円 １３歳

未満の方は１回目３５００円 ２

回目２０００円（小学生以上が対

象になります） その他は要問い

合わせ

所沢市
埼玉県所沢市狭山ヶ丘1丁目3009

番地
04-2948-8181

医療法人増田外科医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜワクチン等）

ご家族も一緒に予防接

種を受けられます。
さいたま市北区

埼玉県さいたま市北区宮原町4-

39-5
048-651-1531

https://www.masuda

gekaiin.com/

松原医院 任意予防接種 行田市 埼玉県行田市⾧野1-31-10 048-553-6700
http://www.matsuba

ra-iin.jp/

医療法人社団笑仁会 和田クリ

ニック
任意予防接種 さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区東大宮3-

2-22
048-663-1000

http://www.wada-

clinic.com/

二ツ宮内科クリニック 任意予防接種 さいたま市西区 埼玉県さいたま市西区二ツ宮3-9 048-621-0012

あさと医院 任意予防接種 北本市 埼玉県北本市宮内3-1 048-542-2629

鈴木メディカルクリニック 任意予防接種 戸田市 埼玉県戸田市喜沢1-45-20 048-443-0765
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大宮双愛病院 任意予防接種 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町

2-160
048-643-1200

http://www.omiya-

souai.jp/

あたご山クリニック
インフルエンザワクチンの接種

（予約制）
本庄市 埼玉県本庄市中央1-7-23 0495-22-8733

すこやかファミリークリニック 予防接種（自費） さいたま市桜区
埼玉県さいたま市桜区田島5丁目

25番3号1F
048-872-0022

https://www.sukoyak

a-fc.jp/

医療法人社団かぞ南内科クリニッ

ク
任意予防接種 加須市 埼玉県加須市南町5-18 0480-61-0205

https://www.kazomin

ami.or.jp/

医療法人慈真会 相原医院
インフエンザワクチン、おたふく

かぜワクチン等接種
鴻巣市 埼玉県鴻巣市関新田190-1 048-569-1951

http://www5a.biglob

e.ne.jp/~jshinkai/ind

ex.html

医療法人布施小児科内科医院 公費負担のない任意の予防接種 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区東浦和6丁

目20番地4
048-874-1519

阿部内科クリニック
任意予防接種（インフルエンザ、

おたふくかぜなど）
さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区太田窪2-

10-26
048-885-8731

ハレノテラスすこやか内科クリ

ニック
任意予防接種 さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区島町393

Ｃ-203
048-748-5307

https://www.sukoyak

a-naika.com/

田近医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜ）
川口市 埼玉県川口市芝中田1-26-21 048-265-1974

渡辺医院 任意予防接種 桶川市 埼玉県桶川市若宮1-6-39 048-787-2181

永尾醫院 任意の予防接種 戸田市 埼玉県戸田市本町4-2-1 048-441-3773
http://www.nagaoiin.

com/

川田谷クリニック
インフルエンザ予防接種（公費以

外）
桶川市 埼玉県桶川市川田谷3560-2 048-787-2531

医療法人松山クリニック
任意予防接種（インフルエンザ、

おたふくかぜ等）
東松山市 埼玉県東松山市殿山町30-5 0493-22-6955

桶川中央クリニック 任意予防接種（要予約） 桶川市 埼玉県桶川市若宮2-2-22 048-786-6628
https://www.okegaw

a-clinic.jp/

医療法人刀水会 リボンシティク

リニック

任意予防接種（インフルエンザ

等）
川口市 埼玉県川口市並木元町1-66 048-240-1501

https://saito-

kinen.or.jp/ribbon_cit

y/

朝日内科歯科医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふく等）
桶川市 埼玉県桶川市朝日3-14-10 048-774-9385
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おぐら小児科医院 任意予防接種 八潮市 埼玉県八潮市大曽根244-2 048-998-1811
https://www.ogurash

onika.com/

河野医院
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜなど）
川越市 埼玉県川越市寺尾88 049-243-9464

医療法人社団白報会 総合クリ

ニック ドクターランド大宮

任意予防接種（インフルエンザ・

おたふくかぜウィルスなど）※要

予約

さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-

3 大宮DOMダイエー大宮店３階
048-782-8789

http://dr-land-

omiya.com/

辻保順医院 公費負担のない任意の予防接種 東松山市 埼玉県東松山市新郷29-3 0493-23-9045
https://tsuji-hojun-

clinic.com/

あい小児科
インフルエンザ、その他各種予防

接種等
草加市 埼玉県草加市草加1-18-12 048-951-1830 https://hhp.or.jp/

井上こどもクリニック 任意予防接種 深谷市 埼玉県深谷市上野台2456-7 048-580-6022
https://inoue-

children.dr-clinic.jp/

上里こどもクリニック 任意予防接種 上里町 埼玉県児玉郡上里町七本木5357 0495-35-1070
http://www.kamisato

-c.com/e/

けいあいファミリークリニック 任意予防接種 さいたま市見沼区
埼玉県さいたま市見沼区南中野

422-1
048-685-1231

https://keiai-

homeclinic.com/

わかば医院 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-

11-20
048-831-9204

https://www.wakaba

-iin.com/

医療法人野﨑クリニック 任意予防接種 嵐山町 埼玉県比企郡嵐山町千手堂693-1 0493-61-1810

さくら整形外科 インフルエンザ予防接種 草加市 埼玉県草加市谷塚上町235-1 048-921-7155
https://www.sakura-

seikeigeka.jp/

あい川口こどもクリニック
任意予防接種（インフルエンザ・

おたふく等）※要予約
川口市

埼玉県川口市川口6-2-1 川口駅

西口医療モール2階
048-291-8605

https://kawaguchi-

kodomo.com/

あべ小児科ファミリークリニック 任意予防接種 サンプルプレゼント さいたま市緑区 埼玉県さいたま市緑区原山1-32-8 048-882-5356

https://urawa-

abesyounika.wixsite.c

om/index

パンジー皮膚科クリニック 任意予防接種 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-2-

15 石内ビル3F
048-834-0007

こうけつ内科胃腸内科クリニック 任意予防接種 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区東浦和9-

17-14
048-875-0011

https://koketsu.clinic

/

岩間こどもクリニック 任意予防接種 さいたま市
埼玉県さいたま市緑区原山3-17-

13
048-884-7711

https://www.iwama-

cl.com
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めざわこどもクリニック 任意予防接種 さいたま市
埼玉県さいたま市緑区中尾2659-

13-3F
048-876-5300

https://www.mezawa

codomoclinic.jp/

たけのここどもクリニック
任意予防接種、自費料金（保険診

療の一時実費分を除く）のもの
さいたま市

埼玉県さいたま市北区宮原町3-

173-7
048-668-7766


