
毛呂山町こども医療費（窓口払い廃止）指定医療機関一覧表　　　　　　　【R4 . 11 . 1 現在】

【医科】 【薬局】
医療機関名 郵便番号 電話 医療機関名 郵便番号 電話

ふたばクリニック 350-0434 毛呂山町 市場1042-1 049-227-3266 かわかど薬局 350-0434 毛呂山町 市場982-1 049-276-6510

もろやま眼科 350-0465 毛呂山町 岩井西2-11-8 049-294-4113 アポック毛呂岩井薬局 350-0465 毛呂山町 岩井西5-13-6 049-276-6600

野原医院 350-0432 毛呂山町 大類64 049-294-0800 イオン薬局毛呂山店 350-0436 毛呂山町 川角58 049-276-3706

街かどのクリニック 350-0436 毛呂山町 川角7-1 049-298-5357 ウエルシア薬局毛呂山川角店 350-0436 毛呂山町 川角90-1 049-276-5561

長瀬クリニック 350-0436 毛呂山町 川角94-2 049-295-0708 ファミリー薬局長瀬店 350-0436 毛呂山町 川角130-3 049-276-6639

ハピネス会川角クリニック 350-0435 毛呂山町 下川原171 049-295-3959 わかば薬局川角店 350-0435 毛呂山町 下川原171-5 049-276-7911

毛呂山整形外科内科 350-0461 毛呂山町 中央2-17-12 049-294-8860 城西大学薬局 350-0435 毛呂山町 下川原909-4 049-294-2296

ゆずの木台クリニック 350-0461 毛呂山町 中央2-5-5 049-295-5158 ゆずの木薬局 350-0461 毛呂山町 中央2-2-8 049-295-1711

柴﨑皮膚科医院 350-0461 毛呂山町 中央4-19-12 049-295-6628 アイン薬局毛呂中央店 350-0461 毛呂山町 中央2-3-1 049-294-4193

初野医院 350-0443 毛呂山町 長瀬1850 049-294-7713 わかば薬局長瀬店 350-0461 毛呂山町 中央４-１７-２９ 049-295-4212

埼玉医科大学病院 350-0495 毛呂山町 毛呂本郷38 049-276-1111 アポック日高センター前薬局1号店 350-0445 毛呂山町 葛貫906-5 049-276-7200

光の家　療育センター 350-0495 毛呂山町 毛呂本郷38 049-276-1357 日本調剤　埼玉日高薬局 350-0445 毛呂山町 葛貫1078-1 049-276-5511

丸木記念福祉メディカルセンター 350-0495 毛呂山町 毛呂本郷38 049-276-1496 フィット薬局毛呂山店 350-0443 毛呂山町 長瀬1887-2 049-294-8230

ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ館クリニック 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷1006 049-276-1832 ドラッグセイムス武州長瀬駅前薬局 350-0443 毛呂山町 南台5-16-1 049-299-7411
おっぺ小児科・アレルギー科クリニック 350-0462 毛呂山町 若山1-8-7 049-295-5550 アポック医大前薬局1号店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷18-1 049-295-6800

かあいファミリークリニック 350-0415 越生町 上野1025 049-299-6222 日本調剤　毛呂薬局 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷40-1 049-276-5550

市川医院 350-0416 越生町 越生981 049-292-3011 城西大学薬局毛呂本郷店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷972 049-236-4100

石川眼科 350-0414 越生町 越生東2-7-3 049-277-2077 アイン薬局毛呂本郷店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷981 049-294-5203

くぼた耳鼻咽喉科クリニック 350-0414 越生町 越生東2-7-9 049-277-7834 よこて薬局 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷679-2 049-294-5552

越生メディカルクリニック 350-0411 越生町 黒岩199-1 049-277-1119 アポック毛呂山店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷９９２ 049-276-3535

はなみず木整形外科 350-0413 越生町 如意102-9 049-292-8003 ドラッグセイムス毛呂山薬局 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷1205-1 049-294-8155

ウエルシア薬局毛呂本郷店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷1458 049-295-6375

【歯科】 稲垣薬局もろハピネス館前店 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷1277 049-215-3328

医療機関名 郵便番号 電話 クオール薬局長瀬店 350-0462 毛呂山町 若山1-8-7 049-295-5511

ふたばクリニック 350-0434 毛呂山町 市場1042-1 049-227-3266 平塚薬局越生店 350-0411 越生町 黒岩210-1 049-292-6411

毛呂山歯科クリニック 350-0465 毛呂山町 岩井西2-14-6 049-293-0118 中川薬局越生店 350-0415 越生町 上野1024-3 049-277-1871

うえだ歯科 350-0465 毛呂山町 岩井西２-16-17 049-295-1166 ウエルシア薬局越生店 350-0414 越生町 越生東2-6-2 049-277-2750

毛呂山なんぶ歯科 350-0467 毛呂山町 岩井東2-24-9 049-290-3373 おごせ薬局 350-0414 越生町 越生東2-7-25 049-238-4211

ゆずの木歯科クリニック 350-0436 毛呂山町 川角58 イオンタウン毛呂山Ｂ棟5 049-294-8811 ※この一覧表の指定医療機関の利用にあたっては、毛呂山町の住民でこども医療費
川角歯科医院 350-0436 毛呂山町 川角463-1 049-294-6107 受給資格登録がされている方が、指定医療機関の窓口に健康保険証とこども医療費
川角駅前ファミリー歯科 350-0435 毛呂山町 下川原176-1 049-295-7171 受給資格証（水色）を提示することにより、窓口払いはなくなります。
みやざわ歯科クリニック 350-0461 毛呂山町 中央2-30-1 049-295-8217

つげ歯科医院 350-0461 毛呂山町 中央4-11-21 049-294-9104 　提示のない場合や、保険診療の対象とならない費用などについては、窓口でお支
Kデンタルクリニック 350-0461 毛呂山町 中央4-8-15 049-276-1828 払いをしていただく事になりますのでご注意下さい。
須山歯科クリニック 350-0463 毛呂山町 前久保南4-8-42 049-294-0767

ながせデンタルクリニック 350-0464 毛呂山町 南台1-36-18 049-295-3718

星野歯科医院 350-0464 毛呂山町 南台5-30-2 049-299-7640

田島歯科口腔外科クリニック 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷194 049-294-6480

サンデンタルクリニック 350-0451 毛呂山町 毛呂本郷1003 2F 049-295-8393

愛歯科 350-0462 毛呂山町 若山1-1-10 049-294-1036

市川歯科医院 350-0416 越生町 越生981 049-292-2303

荒井洋充歯科医院 350-0414 越生町 越生東5-6-11 049-292-2519

大河原歯科医院 350-0412 越生町 西和田84-1 049-277-1182

住　　所 住　　所

住　　所

　　 問合せ
　　毛呂山町 子ども課 児童係
　　　TEL   049（295）2112（内線144･145）
　　　FAX   049（295）2661

　毎回、こども医療費受給資格証と
健康保険証を忘れず持ってきてね。
　約束だよ♪♪♪


