
北海道 札幌市北区北32条西5丁目　 札幌愛児歯科医院
北海道 札幌市北区新琴似10条8-3-1　 小児科高橋医院
北海道 札幌市北区あいの里1条4丁目12-1　 札幌ファミリー歯科医院
北海道 札幌市北区あいの里３条３丁目2-6　 あいの里さんさん歯科クリニック
北海道 札幌市白石区南郷通18北　3-28　 おおしま内科胃腸科クリニック
北海道 札幌市厚別区大谷地東4-1-2　 たむら小児科医院
北海道 札幌市厚別区厚別西2条3-7-6　 育愛こども医院
北海道 札幌市清田区清田1条4-5-30　 清田小児科医院
北海道 札幌市手稲区手稲本町1条3丁目3-1　 すぎはら小児科・アレルギー科
北海道 札幌市白石区中央1条7丁目　  大内歯科小児歯科クリニック
秋田県 秋田市南通築地2-15　 大野小児科医院
秋田県 横手市旭川1-5-5　 石橋小児科医院
秋田県 由利本荘市東梵天174-1　 まつだあかちゃんこどもクリニック
秋田県 由利本荘市小人町117-3　 佐藤病院
秋田県 能代市緑町5-22　 秋田病院
秋田県 大館市豊町3-1　 大館市立総合病院
秋田県 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保37　 湖東総合病院
秋田県 鹿角市花輪字向畑18番地　 かづの厚生病院
秋田県 横手市十文字町西原一番町51-2　 岡田小児科医院
秋田県 湯沢市横堀旭町37　 秋野歯科医院
岩手県 盛岡市山岸2-11-36　 菅野小児科医院
岩手県 滝沢市穴口377番地1　 山口クリニック
岩手県 盛岡市中野1-16-10　 みうら小児科
岩手県 盛岡市東安庭1-23-62　 歯の松本
岩手県 大船渡市大船渡町字山馬越10-1　 大船渡病院
岩手県 八幡平市柏台2-8-2　 東八幡平病院
青森県 八戸市売市3-1-31　 高橋こどもクリニック
青森県 八戸市湊高台6-6-20　 とみもと小児科クリニック
青森県 八戸市田向毘沙門平1　 八戸市立市民病院
北海道 函館市桔梗5丁目7-16　 えんどう桔梗こどもクリニック
北海道 苫小牧市旭町4丁目4-15　 沖医院
北海道 登別市若山町3丁目12-34　 いしはら小児科
北海道 恵庭市恵み野西1丁目8恵み野駅前ビル1F　 すぎえ歯科
北海道 札幌市豊平区平岸1条15丁目3-12　 たんぽぽ小児科
北海道 札幌市西区西町北20-3-10　 宮の沢小池こどもクリニック
北海道 札幌市西区発寒6条10丁目10-3　 助産院エ・ク・ボ
北海道 札幌市東区北20条東13-1-2　 藤田医院
北海道 帯広市西１２条北２丁目　 イワタクリニック
北海道 標津郡中標津町東13条北6丁目14番地　 中標津こどもクリニック
北海道 釧路郡釧路町桂木2丁目4番地4　 おひさまクリニック
北海道 厚岸郡厚岸町宮園1丁目171番地　 中村小児歯科クリニック
北海道 名寄市西6条南8丁目１８番地１　 名寄調剤薬局
東京都 大島町元町3-2-9　 大島医療センター
東京都 千代田区外神田4-9-2　 ユアクリニック秋葉原
東京都 千代田区内神田2-7-14　 荻本医院
東京都 千代田区五番町2　　 市ヶ谷番町歯科クリニック
東京都 中央区佃2-1-6　 リバーシティこどもクリニック
東京都 中央区月島3-30-3　 こども元気クリニック
東京都 中央区晴海1-8-16　 晴海トリトン　夢未来クリニック
東京都 中央区勝どき3-3-6　 こやまレディースクリニック
東京都 港区麻布十番2-16-4　 サニーガーデンこどもクリニック
東京都 港区赤坂2-15-15　 赤坂ファミリークリニック
東京都 港区白金台3-16-13　 クリニック ばんびいに
東京都 港区白金１丁目２６－４ 　 カピバラあかちゃんこどもクリニック
東京都 港区高輪3－8－17　 高輪台レディースクリニック
東京都 台東区東上野2-23-16　 永寿総合病院
東京都 台東区松が谷3-16-4　 柴田小児科医院
東京都 台東区蔵前4-21-9　 みどり薬局
東京都 文京区白山5-27-12　 保坂こどもクリニック
東京都 文京区小石川1-24-3　 千晶こどもクリニック
東京都 文京区大塚3-1-6　 茗荷谷キッズクリニック
東京都 文京区白山1-33-16　 澤田こどもクリニック
東京都 文京区本駒込5-41-11　 松本医院
東京都 文京区根津2-14-11　 細部小児科クリニック
東京都 北区田端5-7-9　 かわさき小児 矯正歯科
東京都 北区上中里1-17-8　 中山医院



東京都 北区滝野川６丁目１４－９－３０１　 西巣鴨こどもクリニック
東京都 北区上十条1丁目19-8　 おひさまこどもクリニック
東京都 荒川区西日暮里4-1-20　 ワコー西日暮里整体院
東京都 足立区東和4-7-10　 東和病院
東京都 足立区東綾瀬1-10-8-1F　 じゅんクリニック
東京都 足立区綾瀬3-15-20　 梅津クリニック
東京都 足立区千住柳町5-1　 勝楽堂病院
東京都 足立区千住橋戸町1-13　ポンテポルタ千住403　 えのもとファミリークリニック
東京都 足立区千住橋戸町1-13　 千住町眼科
東京都 足立区東伊興3-2-7　 師田内科小児科
東京都 足立区梅島1-4-3　 佐藤小児・皮膚科クリニック
東京都 足立区伊興3-18-21　 しみず医院
東京都 足立区 西新井栄町 2-3-3　　 へんみ赤ちゃんこどもクリニック
東京都 足立区西新井本町5-7-14　 西新井病院附属成和クリニック
東京都 足立区梅田6-9-16　 コスモ歯科クリニック
東京都 足立区鹿浜8-4-5-102　 サンハイツ歯科
東京都 葛飾区東堀切2-5-15　 大江医院
東京都 葛飾区宝町２丁目３４－１３－１１５　 お花茶屋こどもクリニック
東京都 葛飾区堀切4-57-5　 伊藤メディカルクリニック
東京都 葛飾区水元3-22-21　 水元セツルメント診療所
東京都 葛飾区東金町1-26-2　 高橋歯科医院
東京都 葛飾区金町4-17-3　 斉藤小児科医院
東京都 葛飾区金町6-13-9　 的場医院
東京都 葛飾区亀有3-43-5　 永寿堂医院
東京都 葛飾区亀有5-14-1　 東部地域病院
東京都 墨田区東駒形1-19-8　 増田小児科
東京都 墨田区緑1-14-4　 両国キッズクリニック
東京都 墨田区墨田4-45-1　 鈴木こどもクリニック
東京都 墨田区立花6-1-14　 平野医院
東京都 墨田区京島1-23-16　 にしじま小児科
東京都 江戸川区春江町２丁目３３－１５　 はるえ子どもクリニック
東京都 江戸川区平井2-23-3　 黒田薬局
東京都 江戸川区北葛西5-15-2　 キャップスクリニック北葛西
東京都 江戸川区東葛西6-2-7 　 慶生会クリニック東京　
東京都 江戸川区臨海町1-4-5　 臨海薬局
東京都 江東区東雲1-9-11-102  　 のずえ小児科 
東京都 江東区亀戸5-1-1　 亀戸ステーション歯科クリニック
東京都 江東区大島1-2-2　 エリゼこどもクリニック
東京都 江東区大島6-8-5　 江東病院
東京都 江東区大島7-1-18-1F　 ビーハッピークリニック
東京都 江東区大島8-5-2　 大島小児科医院
東京都 江東区大島6-1-4-102　 こどもみらい大島クリニック
東京都 品川区大井2-2-11　 たつのこどもクリニック
東京都 品川区上大崎3-3-1　 こどもの森クリニック
東京都 品川区戸越5-8-5　 吉原医院
東京都 品川区小山３丁目１－２　 サンタハウスこどもクリニック
東京都 大田区山王3-30-2　 井上小児科医院
東京都 大田区羽田1-5-16　 渡辺病院
東京都 大田区西蒲田5-19-9　 島田歯科医院
東京都 大田区西六郷1-19-15　 森岡小児科医院
東京都 大田区南雪谷2-10-2　 永石医院
東京都 大田区田園調布2-62-5　 田園調布ファミリークリニック
東京都 大田区仲池上1-31-13　 どうどうクリニック
東京都 渋谷区神宮前3-6-13　 神宮前クリニック
東京都 渋谷区神宮前1-19-11　 神宮の杜クリニック
東京都 渋谷区恵比寿4-9-13　 恵比寿こどもクリニック
東京都 渋谷区代々木2－44－12　　 医療法人社団DEN　みいクリニック
東京都 渋谷区富ヶ谷1-8-3　 よよぎ女性診療所
東京都 渋谷区笹塚2-12-15-201　 あきらクリニック
東京都 目黒区目黒本町6-3-6　 髙崎クリニック
東京都 目黒区碑文谷6-4-10　 藤田医院
東京都 目黒区八雲１丁目４－３－３０１　 あおい小児科
東京都 目黒区自由が丘1-29-14　 笠井耳鼻咽喉科クリニック・自由が丘診察室
東京都 目黒区自由が丘2-11-16　 自由が丘メディカルプラザ
東京都 目黒区中町2-50-13 1F　 祐天寺ファミリークリニック
東京都 世田谷区太子堂3-38-18　 うめはらこどもクリニック



東京都 世田谷区弦巻2-39-3　 深沢クリニック
東京都 世田谷区世田谷4-5-8　 つだ小児科クリニック
東京都 世田谷区世田谷4-1-3　 ふじいこどもクリニック
東京都 世田谷区世田谷4-12-10　 ゆずき薬局
東京都 世田谷区代沢５丁目１８－１　 淡島こどもクリニック
東京都 世田谷区桜１丁目６７－８　 さくら小児科・内科クリニック
東京都 世田谷区南烏山6-27-10　 しまだクリニック
東京都 世田谷区成城6－13－20　 成城木下病院
東京都 世田谷区喜多見2-10-3-101　 小林クリニック
東京都 世田谷区砧２丁目１６－１　 きぬた小児科クリニック
東京都 世田谷区等々力4-1-15-2Ｆ　 尾山台かばやま小児科・アレルギー科
東京都 世田谷区玉川1-15-6　 ゆずき薬局二子玉川ライズモール店
東京都 世田谷区玉川台2-22-16　 用賀クリニック
東京都 世田谷区用賀4-12-15　 二宮こどもクリニック
東京都 世田谷区上用賀6-25-1　 関東中央病院
東京都 新宿区四谷1-15　 佐藤内科小児科医院
東京都 新宿区愛住町8-12　 林あいずみ医院
東京都 新宿区新宿5-10-9　 愛生歯科医院
東京都 新宿区新宿7-26-4-3F　 新宿区医師会区民健康センター
東京都 新宿区中落合2-16-26　 星野こどもクリニック
東京都 新宿区余丁町10-8　 若松皮ふ科こどもクリニック
東京都 新宿区西五軒町8-10　 もりのぶ小児科
東京都 中野区中野5-26-8　 おうじ内科・糖尿病クリニック
東京都 中野区上高田1-8-13　 上高田ちば整形外科・小児科
東京都 中野区上高田1-35-9　 宮地内科医院
東京都 中野区江古田4-2-3　 田中歯科クリニック
東京都 中野区江原町3-35-8　 江原町小児科耳鼻科
東京都 中野区新井1-30-6　 とよかわ薬局
東京都 中野区上鷺宮4-19-10　 高木小児科医院
東京都 杉並区和田3-4-12　 ひだまりクリニック
東京都 杉並区堀ノ内2-29-14　 杉並堀ノ内クリニック
東京都 杉並区清水2-22-22　 成瀬医院
東京都 杉並区今川3-1-24　 荻窪病院
東京都 杉並区南荻窪3-25-19　 橋本医院
東京都 杉並区西荻南4丁目4-5 　 西荻こどもクリニック
東京都 杉並区天沼3-17-3　 東京衛生病院教会通りクリニック
東京都 杉並区和泉1-11-20　 森本クリニック
東京都 杉並区和泉4-51-14 　 くめかわ小児科クリニック
東京都 杉並区高井戸西1-27-22　2Ｆ　 高井戸こどもクリニック
東京都 新宿区西早稲田1-21-2-201　 本庄医院
東京都 豊島区南長崎4-5-20　 アルパカ小児科耳鼻科クリニック
東京都 板橋区中板橋21-2　 萩原医院
東京都 板橋区小豆沢2-36-13　 すがやこどもクリニック
東京都 板橋区蓮沼町23-3　 はす花こどもクリニック
東京都 板橋区常盤台1-2-3　 ときわ台はしもと小児科アレルギー科
東京都 板橋区高島平1-28-5　 あべこどもクリニック
東京都 練馬区桜台1-45-15　 牧田小児科内科医院
東京都 練馬区関町北1-22-1　 佐藤皮膚科小児科クリニック
東京都 練馬区東大泉6-46-7　 大泉こどもおとな歯科診療室
東京都 練馬区東大泉6-47-18　 大泉学園こども・思春期クリニック
東京都 練馬区東大泉1-26-16　 わたなべこどもクリニック
東京都 練馬区光が丘3-7-1-101　 いとう小児科クリニック
東京都 練馬区光が丘7-6-17-101　 内科小児科柳澤クリニック
東京都 練馬区平和台4-12-6　 のと小児科クリニック
東京都 練馬区早宮2-22-15　 田村内科小児科医院
東京都 武蔵野市吉祥寺北町２丁目２－１７　 おいかわこどもクリニック
東京都 武蔵野市境南町2-8-17-2F　 武居小児科医院
東京都 武蔵野市境南町4-1-15　 あんずクリニック
東京都 三鷹市上連雀4-3-3　 あきやま子どもクリニック
東京都 調布市仙川町3-9-7-103　 やまぐち小児科
東京都 調布市仙川町3-6-15　 村上こどもクリニック
東京都 調布市飛田給1-41-5　 ささもとこどもクリニック
東京都 府中市住吉町2-15-9　 日野クリニック
東京都 府中市寿町2-4-42　 まつおか小児クリニック
東京都 小金井市梶野町2-7-2　 岡村皮フ科医院
東京都 小金井市梶野町5-9-9　 にじいろ薬局



東京都 小平市学園西町2-11-28　 鈴木小児科内科医院
東京都 東村山市栄町2-8-17　 伊庭小児科
東京都 東村山市野口町１丁目４６ 　 どんぐりキッズクリニック
東京都 東村山市富士見町3-13-14　 わかばこどもクリニック
東京都 立川市錦町2-3-30　 こむかい産婦人科
東京都 立川市柴崎町3-1-1エキュート立川4階　 ナビタスクリニック立川
東京都 八王子市南大沢2-2　 まつもと小児・アレルギークリニック
東京都 八王子市南大沢2-27　 こどもクリニック南大沢
東京都 八王子市西片倉3-1-4　 みなみ野こどもクリニック
東京都 八王子市散田町５丁目４－２０ 　 スマイルこどもクリニック
東京都 町田市つくし野2-18-18　 豊川小児科内科医院
東京都 町田市小川1-2-8　 しのはら小児クリニック
東京都 町田市鶴間4-4-1　 南町田病院
東京都 町田市金森東1-25-19　 風の子こどもクリニック
東京都 町田市旭町1-15-21　 石場こどもクリニック
東京都 町田市本町田920-1　 やすだこどもクリニック
東京都 町田市本町田2084　 ヤマグチ医院小児歯科
東京都 町田市本町田２９４３－１　 はやしクリニック分院小児科
東京都 町田市忠生2-28-7　 はやしクリニック本院
東京都 町田市野津田町1083　 村野小児科・アレルギー科
東京都 西東京市下保谷4-2-21　 斎藤小児科内科クリニック
東京都 東久留米市本町3-1-23　 大塚小児科アレルギー科クリニック
東京都 多摩市桜ケ丘4-35-3　 聖蹟歯科医院
東京都 多摩市永山1-4　 石川小児クリニック
東京都 多摩市落合1-35　 多摩ガーデンクリニック
東京都 多摩市鶴牧2-1-1　 多摩海上ビル診療所 
東京都 東大和市向原2-1-19　 メディカルボックス東大和
東京都 東大和市上北台3-393-1　 さくらこどもクリニック
東京都 武蔵村山市緑が丘1492-50-58　 岩田小児科医院
神奈川県 川崎市川崎区港町5-2　 港町こどもクリニック
神奈川県 川崎市川崎区桜本2-1-5　 川崎協同病院
神奈川県 川崎市中原区新丸子町734-1　 カバヤ調剤薬局新丸子店
神奈川県 川崎市中原区西加瀬17-8 　 わかば子供クリニック
神奈川県 川崎市中原区井田杉山町13-48　 竹本小児科医院
神奈川県 川崎市中原区上小田中５−３−１ ソリッドビル2F　 さちこども歯科
神奈川県 川崎市中原区小杉町3-1501-1　 ひまわり小児科
神奈川県 川崎市幸区下平間359　 たつのこどもクリニック
神奈川県 川崎市高津区久本3-2-1　 おかの小児科・アレルギー科
神奈川県 川崎市多摩区菅1-2-31　 まつもと小児クリニック
神奈川県 川崎市多摩区菅家稲田堤1-17-28-201　 稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック
神奈川県 川崎市多摩区中野島6-22-9　 中野島小児科クリニック
神奈川県 川崎市多摩区登戸新町337　 多摩ファミリークリニック
神奈川県 川崎市多摩区登戸2948-6　 たまこどもクリニック
神奈川県 川崎市麻生区万福寺6-7-2　 ひらやま耳鼻咽喉科クリニック
神奈川県 川崎市宮前区土橋3-2-17　 むとう小児科クリニック
神奈川県 川崎市宮前区平１－１－４　 おおたけファミリークリニック
神奈川県 川崎市宮前区南平台3-17　 みやびクリニック
神奈川県 川崎市宮前区宮崎6-9-5　 宮前つばさクリニック
神奈川県 横浜市西区みなとみらい4-7-1　 ＭＭわんぱくこどもクリニック
神奈川県 横浜市西区藤棚町1-58-6　3F　 富田こどもクリニック
神奈川県 横浜市神奈川区松見町4-541　 池畑矯正小児歯科
神奈川県 横浜市神奈川区新子安1-2-4　 くぼた小児科
神奈川県 横浜市港北区岸根町408-123　 マリアこどもクリニック
神奈川県 横浜市港北区箕輪町2-15-22　 あべこどもクリニック
神奈川県 横浜市港北区綱島西1-13-16　 山下小児科クリニック
神奈川県 横浜市港北区新羽町1690-1　 たかぎ小児クリニック
神奈川県 横浜市港北区日吉6-1-20　 さとう小児科クリニック
神奈川県 横浜市都筑区中川1-19-1　 ほしの小児クリニック
神奈川県 横浜市青葉区黒須田33-5　 カク小児クリニック
神奈川県 横浜市緑区鴨居1-3-13-107　 鴨居小児科内科医院
神奈川県 横浜市緑区鴨居4-52-18　 鴨居病院
神奈川県 横浜市緑区霧が丘3-2-9　 ちはら小児クリニック
神奈川県 横浜市緑区十日市場町801-8　 十日市場こどもクリニック
神奈川県 座間市立野台2-20-24　 座間小児科診療所
神奈川県 相模原市南区上鶴間本町2－10－11　 大山小児科
神奈川県 相模原市南区南台5-15-7　 武井小児科医院



神奈川県 相模原市中央区矢部2-20-3　 永井こども医院
神奈川県 相模原市中央区横山3-16-3　 相模原みらいキッズクリニック
神奈川県 相模原市緑区西橋本5-1-1　 すなおしこどもクリニック
神奈川県 横浜市鶴見区生麦5-21-16　 川端こどもクリニック
神奈川県 横浜市鶴見区駒岡5-5-12　 優美子供クリニック
神奈川県 横浜市中区本牧町1-178　 寺道小児科医院
神奈川県 横浜市中区本牧原12-1　 神奈川本牧こどもクリニック
神奈川県 横浜市中区新山下3-12-1　 横浜市立みなと赤十字病院
神奈川県 横浜市南区六ツ川3-86-5　 みやじ小児科クリニック
神奈川県 横浜市南区永田北3-36-5　 宇南山小児科医院
神奈川県 横浜市港南区大久保2-16-37　 堀越医院
神奈川県 横浜市港南区東永谷2-2-20　 小島小児科医院
神奈川県 横浜市港南区丸山台3-41-1　 原口小児科医院
神奈川県 横浜市港南区港南台4-28-38　 渡辺小児科医院
神奈川県 横浜市磯子区下町8-16　 住田こどもクリニック
神奈川県 横浜市磯子区磯子2-13-13　 矢崎小児科
神奈川県 横浜市磯子区森1-7-3　 北村小児科
神奈川県 横浜市磯子区杉田5-23-3　 クリニックおおた
神奈川県 横浜市磯子区洋光台3-20-25　 洋光台こどもクリニック
神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東2-20-9　 迫田産婦人科
神奈川県 横浜市金沢区富岡東5-18-1　 高橋こどもクリニック
神奈川県 横浜市金沢区富岡西1-48-12　 ふじわら小児科
神奈川県 横須賀市衣笠町3-1　 横須賀マタニティクリニック
神奈川県 三浦市三崎町六合315-1　 にしやま小児科
神奈川県 横須賀市吉井3-10-8　 湘南山手歯科医院
神奈川県 横須賀市久里浜1-6-1　 くどう小児科クリニック
神奈川県 横浜市保土ヶ谷区星川2-4-1　 星川小児クリニック
神奈川県 横須賀市長坂2-9-23　 齋藤医院
神奈川県 横浜市旭区中白根1-10-15　 育愛小児科医院
神奈川県 横浜市旭区鶴ヶ峰2-5-16　 ひろ小児科クリニック
神奈川県 横浜市旭区川井本町100-1　 ちひろ歯科
神奈川県 横浜市旭区二俣川1-45-76　 すずき小児科・アレルギー科
神奈川県 大和市下鶴間1598-8　 むらた小児科
神奈川県 大和市林間1-8-11　 小児科玉井クリニック
神奈川県 大和市南林間2-14-13　 愛育こどもクリニック
神奈川県 大和市大和東1-10-8　 大和こどもクリニック
神奈川県 大和市中央4-1-9　 大和駅前ファミリー歯科
神奈川県 綾瀬市寺尾中1-8-7-1Ｆ　 おかもと小児科
神奈川県 厚木市田村町6-39　 星こどもクリニック
神奈川県 海老名市柏ヶ谷1052-2　 もりた歯科医院
神奈川県 海老名市中新田439-1　 海老名メディカルプラザ
神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町1505-3　 清田小児科医院
神奈川県 横浜市泉区緑園2-1-6-201　 緑園こどもクリニック
神奈川県 横浜市泉区上飯田町938-1　 ふくだ小児クリニック
神奈川県 横浜市戸塚区汲沢8-5-5　 小泉小児クリニック
神奈川県 横浜市瀬谷区相沢2-60-6　 ひかりこどもクリニック
神奈川県 横浜市瀬谷区中央19-5　 いなば小児科クリニック
神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境21-10　 池部小児科・アレルギー科
神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷5-2-1　 武岡クリニック
神奈川県 横浜市栄区本郷台3-1-7　 つちだこどもクリニック
神奈川県 逗子市桜山4-9-21　 さくらやま小児科クリニック
神奈川県 小田原市栄町1-5-17　 Ｕこどもクリニック
神奈川県 小田原市北ノ窪515-3　 横田小児科医院
神奈川県 小田原市高田309-1　 やまざき小児科医院
神奈川県 小田原市堀之内218-3　 加藤小児科医院
神奈川県 藤沢市並木台2-10-16　 たんぽぽこども診療所
神奈川県 藤沢市鵠沼海岸1-3-16　 のなかこどもクリニック
神奈川県 藤沢市辻堂新町１－１１－２３　 明治市民センター地域担当
神奈川県 藤沢市辻堂元町4-7-21　 さいとう内科小児科クリニック
神奈川県 藤沢市鵠沼神明5-13-19　 わかきkids'クリニック
神奈川県 藤沢市大庭5061-9　 石井小児科医院
神奈川県 座間市相模ケ丘6-24-28　 相模台病院医局
神奈川県 座間市入谷東四丁目41番20号　 おぎはらこどもクリニック
神奈川県 相模原市緑区又野531-7　 つくい助産院
神奈川県 相模原市南区相模大野3-3-1　 相模大野こどもクリニック
神奈川県 藤沢市湘南台2-3-1　 湘南台あかちゃんこどもクリニック



神奈川県 綾瀬市深谷3959-1　 さとうこどもクリニック
神奈川県 綾瀬市上土棚南1-8-19　 響歯科医院
神奈川県 茅ヶ崎市浜竹2-6-19　 真下医院
神奈川県 茅ヶ崎市本村4-22-23　 茅ヶ崎こどもの森クリニック
神奈川県 茅ケ崎市幸町2-18　 マリン小児歯科クリニック
神奈川県 高座郡寒川町一之宮1-3-36　 林こどもクリニック
神奈川県 平塚市紅谷町17-25　 菊池小児科
神奈川県 平塚市中原2-21-20　 小西こどもクリニック
神奈川県 平塚市八重咲町25番5号　 牧野クリニック
神奈川県 秦野市寿町2-9　 宮野内科小児科医院
神奈川県 足柄上郡松田町松田庶子1532　 田村小児科医院
神奈川県 足柄下郡湯河原町土肥2-5-6　 草柳小児科医院
神奈川県 伊勢原市伊勢原1-3-34　 松井小児科医院
神奈川県 伊勢原市池端182-1　 おのぼり小児科アレルギー科クリニック
神奈川県 秦野市柳町1-17-11　 石原小児科
千葉県 千葉市中央区都町2-16-6　 つばきこどもクリニック
千葉県 千葉市美浜区高洲3-20-45　 あかねこどもクリニック
千葉県 千葉市美浜区磯辺4-15-25　 とのぎ小児歯科
千葉県 千葉市美浜区磯辺4-15-24　 おおた小児科循環器科
千葉県 千葉市花見川区幕張本郷7-22-27　 正岡クリニック
千葉県 千葉市稲毛区小仲台7-12-1　 千葉健康クリニック　
千葉県 千葉市若葉区西都賀2丁目11-11　 千葉内科クリニック
千葉県 千葉市若葉区桜木8-15-22　 あおい歯科クリニツク
千葉県 千葉市緑区おゆみ野3-22-6　 さとう小児科医院
千葉県 千葉市緑区おゆみ野5-58-8　 ひらた内科・小児科クリニック
千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央7-9-2　 まなこどもクリニック
千葉県 松戸市小金きよしヶ丘1-13-9　 きよしヶ丘歯科診療所
千葉県 八千代市村上南1-5-25　 タカダ薬局村上店
千葉県 流山市おおたかの森南1-4-11　 おおたかの森こどもクリニック
千葉県 流山市鰭ヶ崎1-1　 流山総合病院
千葉県 流山市南流山4-1-15　 徳重小児科医院
千葉県 流山市南流山3-16-1　 かまたクリニック
千葉県 我孫子市布佐834-28　 平和台病院
千葉県 印西市鎌苅2092-1　 タカダ薬局たから薬局北総店
千葉県 松戸市六高台6-93-1　 永田小児科医院
千葉県 松戸市松戸新田94　 まるやまこどもクリニック
千葉県 松戸市金ヶ作107-1　 千葉西総合病院
千葉県 松戸市常盤平2-9-8　 むらやま歯科クリニック
千葉県 松戸市根本7-11　 林こどもクリニック
千葉県 市川市富浜2-14-4　 いわはらキッズクリニック
千葉県 市川市湊新田1-9-5　 岩沢医院
千葉県 市川市行徳駅前2-25-12　 まえだ小児科医院
千葉県 市川市行徳駅前3-16-26　 近藤小児科
千葉県 船橋市東船橋1-38-1-201　 いのまたこどもクリニック
千葉県 船橋市北本町1-13-1　 船橋総合病院
千葉県 船橋市行田3-2-23　 船橋行田クリニック
千葉県 船橋市藤原一丁目3番30号　 スギ薬局・船橋藤原店
千葉県 鎌ヶ谷市東中沢1-15-61　 かまがや診療所
千葉県 鎌ケ谷市初富本町1-1-24　 あいざわキッズクリニック
千葉県 船橋市高根台4-29-1　 東船橋病院
千葉県 船橋市薬円台6-3-8　 たかざわ医院
千葉県 船橋市咲が丘3-25-3　 おぐち小児科
千葉県 習志野市袖ヶ浦1-12-8　 小児科・アレルギー科中山クリニック
千葉県 習志野市谷津4-6-16　 谷津保健病院
千葉県 習志野市谷津1-14-2　 つぐみ薬局
千葉県 八千代市勝田台北1丁目8番7号　 あべこどもクリニック
千葉県 八千代市八千代台東1-20-7　 杉岡小児科
千葉県 八千代市大和田新田458-10　 なないろこどもクリニック
千葉県 柏市中新宿2-6-21　 宮田小児科医院
千葉県 柏市新柏1-13-10　ニチイケアプラザ柏1F　 おおくら医院
千葉県 柏市旭町4-5-9　 森堂＆廣佐藤医院
千葉県 柏市豊四季227番地1　 スギ薬局　柏豊四季店
千葉県 柏市若柴264-1中央180街区1　 柏の葉こどもクリニック
千葉県 柏市若柴226-41　中央144-1　 みやもとファミリークリニック
千葉県 柏市篠籠田617番地　 柏厚生総合病院
千葉県 野田市桜台24-2　 桜台診療所



千葉県 野田市春日町25-30　 川間春日町整形外科小児科クリニック
千葉県 浦安市当代島3-4-32　 東京ベイ・浦安市川医療センター
千葉県 浦安市北栄1-3-34-201　 松丸小児科アレルギー科クリニック
千葉県 成田市花崎町800‐6　 たんぽぽ小児歯科
千葉県 成田市公津の杜3-43-1　 松岸レディスクリニック
千葉県 香取市北3-4-8　 島崎医院
千葉県 香取市北1-10-3　 越川クリニック
千葉県 香取市佐原イ2285　 千葉県立佐原病院
千葉県 銚子市春日町3136-3　 ファミリー歯科
千葉県 八街市東吉田517-57　 八街こどもクリニック
千葉県 匝瑳市横須賀2815-2　 かわて医院
千葉県 旭市イ1326 　 総合病院国保旭中央病院
千葉県 市原市ちはら台西2-11-3　 タカダ薬局ちはら台店
千葉県 市原市ちはら台東1-2-13　 西岡クリニック
千葉県 市原市光風台2-146　 たむら医院病後児保育室・ソレイユ

千葉県
木 更 津 市 ほ
たる野3-23-6 　

やまだこどもクリニック

千葉県 木更津市請西2-4-15　 だんや小児科

千葉県
木 更 津 市 大
和2-22-1 　

山田医院

千葉県 木更津市請西南4-2-9　 竹内基クリニック
千葉県 館山市正木4304-9　 亀田ファミリークリニック館山
千葉県 南房総市本織43-1　 南房総ファミリアクリニック
千葉県 鴨川市貝渚136-1　 前川小児科クリニック
千葉県 茂原市千町1870-1　 タカダ薬局千町店
千葉県 茂原市小林2632-1　 三上小児科医院
千葉県 いすみ市苅谷1261-1　 タカダ薬局いすみ店
千葉県 市原市姉崎3426-3　 帝京大学医学部附属市原病院
千葉県 いすみ市岬町和泉1880-4　 外房こどもクリニック
茨城県 土浦市有明町2-31　 つちうら東口クリニック
茨城県 つくば市高崎1008　 つくば双愛病院
茨城県 取手市下萱場225　 藤代病院
茨城県 つくばみらい市陽光台二丁目19番地2　 ひかり歯科医院
茨城県 つくば市要1187-299　 筑波記念病院
茨城県 竜ヶ崎市南中島町118　 野上小児科医院
茨城県 守谷市立沢239-7　 サンリツ薬局　守谷店
茨城県 守谷市小山316‐4　 パレットデンタルクリニック
茨城県 下妻市下妻丁238-1　 まつだこどもクりニック
茨城県 つくば市梅園2-16-10　 うめぞの眼科クリニック
茨城県 つくば市松野木187-3　 二の宮越智クリニック
茨城県 つくば市高野台2-16-8　 池野医院
茨城県 つくば市筑穂2-11-1　 ほりかわクリニック歯科
茨城県 結城市新福寺6-6-8　 さわやか内科・小児科
茨城県 筑西市木戸1285-4　 山口医院
茨城県 水戸市南町2-3-31　 丸山小児科・皮膚科
茨城県 水戸市上水戸1-7-25　 兼子内科クリニック
茨城県 水戸市酒門町仲田4887　 丹野病院
茨城県 鉾田市鉾田2119-1　 鬼沢ファミリークリニック
茨城県 水戸市双葉台3-3-10　 水戸済生会総合病院
茨城県 ひたちなか市津田東2丁目7-8　 やまき内科クリニック
茨城県 ひたちなか市大字稲田221-5　 海原医院
茨城県 日立市桜川町3-11-15　 石川内科ファミリークリニック
茨城県 日立市城南町2-1-1　 日立総合病院
栃木県 宇都宮市駒生町3358-25　 くろさきこどもクリニック
栃木県 宇都宮市下砥上町1545-20　 福田こどもクリニック
栃木県 宇都宮市鶴田町1-17-23　 つるたfamilyクリニック
栃木県 宇都宮市駒生町3337-1　 栃木県立とちぎリハビリテーションセンター
栃木県 宇都宮市南高砂町11-17　 宇都宮社会保険病院
栃木県 宇都宮市石井町3128-11　 有村小児科医院
栃木県 宇都宮市東峰町3080-68　 さいとう医院
栃木県 宇都宮市関堀町971-6　 てらもと小児科
栃木県 宇都宮市清原台5-17-7　 宇都宮東部クリニック
栃木県 真岡市西田井748-2　 田井の里クリニック
栃木県 鹿沼市下田町1-1033　 上都賀総合病院
栃木県 小山市喜沢667-153　 せき内科胃腸科クリニック
栃木県 小山市駅東通り1丁目32-1　 小山イーストクリニック



栃木県 小山市駅南町3－26－18　 覚本歯科医院
栃木県 大田原市新富町2-1-22　 吉成小児科医院
栃木県 那須塩原市黒磯幸町6-27　 中川医院
栃木県 足利市田中町908-4　 こどもクリニックしまむら
栃木県 足利市田中町907-5　 ライフ薬局
栃木県 足利市五十部町1785　 賀川診療所
栃木県 足利市山下町1267-5　 春日丘歯科
栃木県 栃木市箱森町25-62　 はこのもりクリニック
栃木県 小山市乙女1丁目28-1　 森岡内科小児科医院
栃木県 下野市小金井4-1-1　 にじいろこども診療所
栃木県 河内郡上三川町上三川2863-1　 川嶌内科・小児科クリニック
栃木県 宇都宮市相野沢町98−10　 おざわ小児科医院
栃木県 那須塩原市西幸町7-13　 さいとうクリニック
栃木県 栃木市大平町川連419-9　 しもつが薬局　大平町店
埼玉県 さいたま市北区宮原町1-715-2　 藤田こどもクリニック
埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町3-2　 イーストメディカルクリニック
埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町2-160　 大宮双愛病院
埼玉県 さいたま市見沼区南中野3-25　 押阪こどもクリニック
埼玉県 さいたま市西区三橋6-1043　 澤田こどもクリニック
埼玉県 さいたま市西区中野林字袋262-2　 橋本内科クリニック
埼玉県 さいたま市北区宮原町1-435　 かものみやピッコロクリニック
埼玉県 さいたま市大宮区上小町338　 小児科金子医院
埼玉県 川口市栄町1-12-21　 あかちゃんとこどものクリニック
埼玉県 川口市西川口2-10-8　 本田小児科クリニック
埼玉県 川口市中青木2-15-34　 さくらキッズクリニック
埼玉県 戸田市下前1-9-22　 とだこどもクリニック
埼玉県 さいたま市南区南浦和1-33-15　 たんぽぽ子どもクリニック
埼玉県 さいたま市南区白幡4-21-7　 くでこどもクリニック
埼玉県 さいたま市南区四谷3-5-3　 てづかこどもクリニック
埼玉県 さいたま市緑区芝原３丁目３５－１　 かかず内科クリニック
埼玉県 さいたま市緑区松木3-26-31　 松の木こどもクリニック
埼玉県 さいたま市中央区下落合1067　 川口クリニック
埼玉県 さいたま市中央区本町東1-13-10　 岩崎医院
埼玉県 さいたま市桜区大字白鍬５６７－１８　 小田内科医院
埼玉県 さいたま市桜区上大久保884　 西部総合病院
埼玉県 草加市中央2丁目16-43　 中田医院
埼玉県 草加市吉町3丁目2-47　 たかぎ医院
埼玉県 草加市旭町4丁目9-2　 西倉小児科医院
埼玉県 幸手市大字幸手151-1　 入江こどもクリニック
埼玉県 幸手市千塚字野中64　 さって西クリニック
埼玉県 八潮市緑町3-23-2　 緑町こどもクリニック
埼玉県 三郷市鷹野4-510-1　 みさと健和クリニック
埼玉県 越谷市越ヶ谷２丁目３－２０　 石川医院
埼玉県 越谷市中町10-22　 小泉クリニック
埼玉県 越谷市越ヶ谷本町6-6　 桃木診療所
埼玉県 越谷市越ヶ谷本町1-30　 河野歯科医院
埼玉県 越谷市レイクタウン6-1-10　 レイクタウンたけのこ耳鼻咽喉科
埼玉県 越谷市蒲生東町7-32　 蒲生東診療所
埼玉県 春日部市藤塚1225　 おかだこどもの森クリニック
埼玉県 春日部市藤塚1223　 さくら薬局　春日部藤塚店
埼玉県 春日部市大枝４００－４　 あゆみクリニック
埼玉県 春日部市備後東１丁目２８－２２　 一ノ割クリニック
埼玉県 春日部市内牧3701-1　 春日部在宅診療所ウエルネス
埼玉県 春日部市谷原1-16-20　 ゆりのき医院
埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台西2-6-3　 井上小児科皮フ科
埼玉県 加須市上三俣1132　 つのだ小児科医院
埼玉県 羽生市北3-12-3　 渡辺小児科医院
埼玉県 久喜市小右衛門714-6　 栗橋病院
埼玉県 坂戸市千代田4-14-12　 藤井小児科医院
埼玉県 入間郡毛呂山町若山1-8-7　 おっぺ小児科・アレルギー科クリニック
埼玉県 川越市川鶴1-21-6　 みどりこどもクリニック
埼玉県 狭山市狭山台1-8-1　 森田クリニック
埼玉県 狭山市水野693-1　 すこやかこどもクリニック
埼玉県 鶴ヶ島市藤金332-1　 伊田歯科医院
埼玉県 鶴ヶ島市脚折1864-7　 鶴ヶ島医院
埼玉県 川越市鴨田辻道町1981　 埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター



埼玉県 朝霞市根岸台7-4-10　 ひるま小児科クリニック
埼玉県 朝霞市本町２−４−２５　T-BLD朝霞５F　 ファミリータイズクリニック
埼玉県 新座市北野３丁目１８－１５　 医療法人志木小児科・アレルギー科クリニック
埼玉県 新座市野火止４丁目１－２５　 たきやま小児クリニック
埼玉県 富士見市針ケ谷526番地1　 恵愛病院
埼玉県 富士見市鶴瀬東2-17-29　 日比生クリニック
埼玉県 富士見市ふじみ野東1-7-4　 まつさき小児科医院
埼玉県 東松山市大谷1064　 ハロークリニック
埼玉県 東松山市上野本1226-1　 ほしこどもおとなクリニック
埼玉県 比企郡嵐山町菅谷512-1　 清水小児科アレルギークリニック
埼玉県 比企郡小川町大塚51　 中村産婦人科
埼玉県 ふじみ野市大井2-10-11　 はたクリニック
埼玉県 入間市黒須2-2-1　 いるまこども　ひまわりクリニック
埼玉県 入間市大字上藤沢17-1　 本田小児科内科クリニック
埼玉県 所沢市東所沢1-3-13　 くさかり小児科
埼玉県 所沢市緑町3-29-15　 高橋耳鼻咽喉科医院
埼玉県 所沢市緑町2-14-7　 ひろせクリニック
埼玉県 所沢市小手指町2-1379　 はらこどもクリニック
埼玉県 熊谷市中央3-186　 えのもとクリニック
埼玉県 熊谷市妻沼中央15-1　 こばやし小児科
埼玉県 熊谷市大字拾六間788-34　 さいとう小児科医院
埼玉県 上尾市原市1464　 women’ｓclinicひらしま産婦人科
埼玉県 上尾市藤波３丁目１８８　 かわかみこどもクリニック
埼玉県 上尾市春日2-24-1　 おおば歯科医院
埼玉県 北足立郡伊奈町小室4294-8　 あいの薬局
埼玉県 鴻巣市広田824-1　 ヘリオス会病院
埼玉県 本庄市大字北堀字新田原1780　 本庄総合病院
埼玉県 本庄市大字今井字富田境327-1　 橋口小児科整形外科医院
埼玉県 秩父市阿保町10-8　 大谷津医院
埼玉県 秩父市桜木町8-9　 秩父市立病院
埼玉県 秩父市本町1-18　 あらいクリニック
埼玉県 児玉郡上里町七本木2647‐5　 坂本歯科医院
群馬県 高崎市貝沢町736-3　 松島小児科医院
群馬県 太田市新田木崎町620-1　 飯塚医院
群馬県 高崎市上中居町３１９－３　 小栗小児科医院
群馬県 佐波郡玉村町大字福島501-11　 ゆのきこどもクリニック
群馬県 前橋市川原町２丁目９－１８　 ベル小児科クリニック
群馬県 前橋市嶺町90-3　 みどり小児科
群馬県 太田市東本町40-30　 こばやし小児科内科医院
群馬県 太田市脇屋町526-1　 もてぎこどもクリニック
群馬県 太田市藤阿久町805-2　 たちばな小児科アレルギー科クリニック
群馬県 館林市北成島町2745-1　 たけい小児科アレルギー科
群馬県 藤岡市小林６８３　 藤岡こどもクリニック
群馬県 藤岡市藤岡1678-1　 おおすかこどもクリニック
群馬県 渋川市渋川1770-1　 川島内科クリニック
群馬県 渋川市渋川893-33　 中野医院
群馬県 渋川市渋川1592　 石北医院小児科
群馬県 沼田市久屋原町444-2　 いきいき未来のもり
群馬県 沼田市久屋原町114-1　 つのだ医院
群馬県 太田市大原町４３８－１０　 まゆずみこどもクリニック
長野県 長野市稲葉母袋762　 児玉医院
長野県 長野市栗田976　 竹内こども医院
長野県 長野市南高田2丁目8-1　 みうらハートクリニック
長野県 長野市徳間629-6　 医療法人 とくま歯科医院
長野県 長野市西三才192-8　 藤森小児科医院
長野県 上高井郡小布施町福原216-10　 きたむらファミリークリニック
長野県 長野市松代町松代629　 轟医院
長野県 長野市稲里町中氷鉋436-1　 小林小児科
長野県 長野市川中島町御厨８４９−１　 川中島あすなろ薬局
長野県 長野市上野2-477　 東長野病院
長野県 千曲市野高場1835-9　 稲荷山医療福祉センター
長野県 北佐久郡御代田町御代田4107-40　 御代田中央記念病院
長野県 東御市鞍掛198　 東御市民病院
長野県 松本市県3‐7‐41　 スマイルアート神谷歯科
長野県 岡谷市湖畔3-2-9　 スマイル歯科医院
長野県 飯田市上郷飯沼1902-1　 矢野こどもクリニック



長野県 飯田市大瀬木993-1　 横田医院
山梨県 甲府市塩部3-14-7　 宮澤医院
山梨県 甲府市宮原町２００３　 いいじまこどもクリニック
山梨県 甲斐市大下条1606-1　 竜王みついクリニック
山梨県 南アルプス市桃園340　 巨摩共立病院
山梨県 甲府市住吉1-10-4　 今井循環器呼吸器科
山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6663-1　 山梨赤十字病院
山梨県 富士吉田市上暮地5-8-16　 ことぶき診療所
山梨県 富士吉田市下吉田8丁目18-29　 つゆきこどもクリニック
山梨県 笛吹市石和町河内37-2　 三枝クリニック
山梨県 韮崎市一ツ谷1865-1　 恵信韮崎相互病院
山梨県 中巨摩郡昭和町河東中島748-1　 げんきキッズクリニック
静岡県 沼津市一本松476-1　 すずきファミリークリニック
静岡県 沼津市市場町7-8　 小児歯科よしいけ
静岡県 駿東郡小山町藤曲54-115　 南寿堂医院
静岡県 伊豆の国市中894-4　 伊豆長岡小児クリニック
静岡県 伊豆の国市田京270-1　 伊豆保健医療センター
静岡県 三島市谷田523-7　 桜ヶ丘こどもクリニック
静岡県 駿東郡長泉町下土狩520　 りゅうじん医院
静岡県 御殿場市新橋1784　 富士病院
静岡県 熱海市昭和町21-6　 熱海所記念病院
静岡県 下田市6-4-10 　 下田メディカルアライアンスセンター
静岡県 富士市荒田島町6-1　 勝又医院
静岡県 富士市瓜島町104-3　 こどもクリニック　中山医院
静岡県 静岡市葵区栄町2-5　 静岡駅前トラベルクリニック
静岡県 静岡市駿河区用宗１丁目２０－１７　 佐野小児科
静岡県 富士市南松野2684-6　 松野こどもクリニック
静岡県 静岡市駿河区曲金5丁目4-52　 たんぽぽ薬局小鹿店
静岡県 静岡市駿河区中田2-3-17　 戸田クリニック
静岡県 静岡市駿河区見瀬229-2　 するがこどもクリニック
静岡県 静岡市清水区宮加三1231　 清水病院
静岡県 藤枝市小石川町1-7-20　 みやはら内科クリニック
静岡県 島田市河原1丁目4-34　 リバティこどもクリニック
静岡県 浜松市中区船越町34-3　 みやもと医院
静岡県 浜松市西区雄踏一丁目26番28号　 医療法人 わくわく会 わくだ歯科
静岡県 浜松市東区積志町1630-1　 にしお小児科
静岡県 浜松市東区半田町1471　 いぬづか子供歯科クリニック
静岡県 浜松市中区上浅田1-13-3　 げんきこどもクリニック
静岡県 浜松市北区根洗町548-1　 わんぱくキッズクリニック
静岡県 浜松市北区根洗町547-2　 クリニック ミズ ソフィア
静岡県 浜松市中区高丘東4-5-30　 チルドレンクリニック
静岡県 浜松市中区和合町27-13　 よこたこどもクリニック
静岡県 浜松市浜北区本沢合801-4　 いで内科・呼吸器内科クリニック
静岡県 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1　 中東遠総合医療センター
静岡県 磐田市千手堂９５１　 福永小児科内科クリニック
静岡県 磐田市立野505-1　 ますいこどもクリニック
静岡県 磐田市大久保512-3　 磐田市立総合病院
静岡県 菊川市東横地1632　 共立菊川総合病院
愛知県 豊橋市春日町2-7-1　 村田小児歯科
愛知県 豊橋市つつじが丘2丁目9-10　 小石チルドレンクリニック
愛知県 豊川市小坂井町道地100番の１１　 総合青山病院
愛知県 豊川市一宮町栄201番地　 スギ薬局・豊川一宮店
愛知県 新城市字北畑13-3　 たんぽぽ薬局新城店
愛知県 豊橋市大岩町字境目25-108　 キララ歯科
愛知県 田原市赤石1-34番地　 かわせ小児科
愛知県 豊橋市小池町原下86-1　 西村歯科医院
愛知県 豊橋市大崎町字広沢85-1･85-2　 冨田小児科
愛知県 豊橋市東脇3-2-15　 野村小児科
愛知県 豊橋市東脇四丁目22番地12　 スギ薬局／牟呂店
愛知県 豊川市諏訪3-61　 タチバナ病院
愛知県 蒲郡市平田町餅田2番1　 たんぽぽ薬局蒲郡店
愛知県 蒲郡市水竹町西清水川38-1　 いとう内科小児科
愛知県 蒲郡市水竹町西清水川31-4　 みずたけ薬局
愛知県 蒲郡市三谷北通４丁目９８番地　 スギ薬局　三谷北店



愛知県 蒲郡市宝町12-15　 小田医院小児科
愛知県 蒲郡市竹谷町下日山20番地1　 スギ薬局　竹谷店
愛知県 岡崎市元欠町１丁目12-1　 かけまちコミュニティー歯科
愛知県 岡崎市稲熊町4-120　 田中小児歯科
愛知県 西尾市徳永町大塚32番地1　 スギ薬局・寺津店
愛知県 西尾市吉良町吉田桐杭16番地4　 スギ薬局・吉良店
愛知県 西尾市西幡豆町山副５２番地６　 スギ薬局　幡豆店
愛知県 岡崎市上地一丁目24番地2　 スギ薬局上地一丁目店
愛知県 岡崎市東大友町字堀所44番地1　 スギ薬局　東大友店
愛知県 岡崎市矢作町西林寺114　 にいのみ小児科
愛知県 安城市姫小川町遠見塚133-22　 リョウこどもとアレルギークリニック
愛知県 高浜市神明町1-5-1　 辻こどもクリニック
愛知県 高浜市神明町一丁目6番地8　 スギ薬局・高浜店
愛知県 西尾市熊味町中泡原41-5　 たんぽぽ薬局西尾店
愛知県 西尾市住崎町雁渕８　 スギ薬局／住崎
愛知県 安城市東栄町六丁目18番地12　 スギ薬局　東栄東
愛知県 安城市御幸本町14-15　 もりかわ皮フ科
愛知県 安城市百石町2-26-1　 おおのこどもクリニック
愛知県 安城市三河安城東町1丁目7-3　 つぼいセントラルクリニック
愛知県 安城市篠目町童子73-4　 のもと内科・小児科
愛知県 碧南市城山町一丁目6番地　 スギ薬局・碧南城山店
愛知県 碧南市羽根町三丁目7番地1　 スギ薬局・大浜店
愛知県 碧南市栄町2-69　 永井小児クリニック
愛知県 碧南市沢渡町92　 エンゼルこどもクリニック
愛知県 名古屋市中村区名駅南3-16-15　 桶屋クリニック
愛知県 名古屋市西区野南町41　 かしの木こどもクリニック
愛知県 名古屋市中村区太閤通5丁目25番　 いくたこどもクリニック
愛知県 名古屋市中村区烏森町8-1207　 くるみ調剤薬局かすもり店
愛知県 名古屋市中川区好本町3-15　 まつば公園こどもクリニック
愛知県 名古屋市中川区昭和橋通9-78　 大平病院
愛知県 名古屋市中川区松年町四丁目78番地1、61番地1　 たんぽぽ薬局中川東店
愛知県 名古屋市中川区新家1-1517　 せんのんじ小児歯科
愛知県 名古屋市中川区新家三丁目1304番地　 スギ薬局・千音寺店
愛知県 名古屋市中川区長須賀３丁目７０４光曜圓1F　 松本ファミリークリニック
愛知県 名古屋市港区小賀須三丁目1203番地　 たんぽぽ薬局南陽店
愛知県 名古屋市港区港明1-10-6　 中部労災病院
愛知県 名古屋市南区桜台1-27-6　 まつおかクリニック
愛知県 名古屋市南区白水町8番地4　 たんぽぽ薬局大同店
愛知県 名古屋市南区内田橋2-31-3　 うららクリニック
愛知県 名古屋市緑区桃山一丁目57番地　 たんぽぽ薬局桃山店
愛知県 名古屋市緑区乗鞍1-404　 緑こどもクリニック
愛知県 名古屋市緑区細口3-531　 コスモスこどもクリニック
愛知県 名古屋市緑区相川3-246-2　 相川みんなの診療所
愛知県 名古屋市緑区神沢１丁目２００７　 かみさわクリニック
愛知県 名古屋市緑区相原郷2-803　 吉川こどもクリニック
愛知県 名古屋市緑区水広2-119　 もりかわファミリークリニック
愛知県 名古屋市緑区大高町字平子42-1　 たんぽぽ薬局大高店
愛知県 名古屋市緑区倉坂1519　 神谷歯科医院
愛知県 名古屋市中区新栄町1-3　 セントラル小児科
愛知県 名古屋市東区泉2-2-5　 ＡＯＩ名古屋病院
愛知県 名古屋市北区上飯田北町2-70　 総合上飯田第一病院
愛知県 名古屋市北区黒川本通5-22-1　 たいようこどもクリニック
愛知県 名古屋市千種区今池3‐4‐18　 わんぱく歯科
愛知県 名古屋市千種区今池5-24-20　 松永小児科医院
愛知県 名古屋市名東区若葉台502番地　 若葉台クリニック
愛知県 名古屋市名東区牧の原3-301　 星のまちクリニック
愛知県 名古屋市名東区名東本通3-49　 しょうなん調剤薬局名東本通店
愛知県 名古屋市昭和区紅梅町3-2-1　 はっとり歯科クリニック
愛知県 名古屋市昭和区紅梅町3-2-1　 みちはたこどもクリニック
愛知県 名古屋市昭和区檀渓通5-26　 いつきクリニック石川橋
愛知県 名古屋市昭和区長戸町5-44　 こどもの城クリニック
愛知県 名古屋市瑞穂区豊岡通1-10　 稲熊病院
愛知県 名古屋市瑞穂区玉水町2-72　 横井医院



愛知県 名古屋市天白区福池2-24　 岩山小児科
愛知県 名古屋市天白区相川2-51　 ほりえこども歯科クリニック
愛知県 名古屋市天白区平針4-305　 名古屋記念病院
愛知県 日進市赤池1－2801エクセルヤマキビル1階B　 ドレミこどもデンタルクリニック
愛知県 愛知郡東郷町白鳥1-15-15　 ごとうこどもクリニック
愛知県 みよし市三好丘3-8-4　 三好丘こどもクリニック
愛知県 みよし市三好町八和田山15　 みよし市民病院
愛知県 みよし市三好町三好上ヶ池12-8　 まつおかこどもクリニック
愛知県 知多郡東浦町緒川大門１区３－２　 ひだかこどもクリニック
愛知県 知多郡武豊町鹿ノ子田2-40-2　 なかしまキッズクリニック
愛知県 知多郡美浜町河和字西谷81-6　 知多厚生病院
愛知県 豊田市栄生町5-9-2　 田中小児科医院
愛知県 豊田市東梅坪町2-9-2　 こどもクリニック・パパ
愛知県 知立市南新地三丁目6-17　 かじた子どもクリニック
愛知県 豊田市若林東町宮間15-20　 医療法人キッズクリニックサンタ
愛知県 豊田市西岡町星ヶ丘264-1　 星ヶ丘たなかこどもクリニック
愛知県 半田市亀崎町6-95　 都築医院
愛知県 半田市有楽町七丁目136番地　 スギ薬局・有楽店
愛知県 知多市大草字大瀬117-1　 オーシャンキッズクリニック
愛知県 常滑市鯉江本町5-88　 医療法人 山川歯科
愛知県 常滑市西之口10-73-3　 きほくクリニック
愛知県 丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚332-1　 スマイル薬局　ふそう店
愛知県 長久手市岩作雁又21　 愛知医科大学附属病院
愛知県 北名古屋市鹿田西村前94番地2　 たんぽぽ薬局鹿田店
愛知県 江南市古知野町小金９１　 こうなんクリニック
愛知県 江南市東野町神上29　 みやぐちこどもクリニック
愛知県 犬山市塔野地西1-1-1　 榊原こどもクリニック
愛知県 小牧市大字小牧原新田南原１８２８－１　 しんばらこどもクリニック
愛知県 小牧市新町3‐239　 おちあい小児歯科
愛知県 小牧市郷中1丁目240-4　 スマイル薬局ごうなか店
愛知県 小牧市常普請一丁目34番地　 グリーン薬局小牧東店
愛知県 春日井市割塚町58　 わかばこどもクリニック
愛知県 春日井市柏原町3‐264　 佐久間歯科小児歯科
愛知県 春日井市高蔵寺町5-14-13　 片山内科こどもクリニック
愛知県 瀬戸市菱野台2-29　 野田内科小児科医院
愛知県 一宮市柚木颪490　 おろし歯科医院
愛知県 一宮市今伊勢町馬寄字東瀬古６０－１　 いしだ内科クリニック
愛知県 一宮市萩原町朝宮字嫁振20番地1　 あさみや助産院
愛知県 一宮市浅野字大曲り30-3　 スマイル薬局あさの店
愛知県 一宮市大和町毛受字辻畑４７－１　 いつきクリニック一宮
愛知県 稲沢市下津住吉町２２番　 かじうらファミリークリニック
愛知県 稲沢市祖父江町祖父江高熊408-1　 こどものお医者さんおがわクリニック
愛知県 津島市橘町三丁目55番地　 たんぽぽ薬局津島店
愛知県 海部郡蟹江町学戸一丁目20番地　 スギ薬局　蟹江店
岐阜県 岐阜市野一色四丁目5番14　 たんぽぽ薬局岐阜中央店
岐阜県 岐阜市北一色10丁目23番6号　 たんぽぽ薬局長森店
岐阜県 岐阜市鍵屋東町2-1　 中島小児科
岐阜県 岐阜市加納本町５丁目１　 大庭小児科
岐阜県 岐阜市河渡2丁目23-3　 たなせこどもデンタルクリニック
岐阜県 瑞穂市別府878番地1　 スギ薬局　穂積駅西店
岐阜県 瑞穂市十九条247　 なかしまこどもクリニック
岐阜県 揖斐郡揖斐川町三輪2590番地の3　 たんぽぽ薬局揖斐店
岐阜県 岐阜市安食1228　 福富医院
岐阜県 岐阜市西改田上の町61番1　 たんぽぽ薬局西改田店
岐阜県 岐阜市則松1丁目24番地　 網代診療所
岐阜県 関市下有知148-3　 谷向歯科医院
岐阜県 関市中福野町5-29　 佐野内科クリニック
岐阜県 関市笠屋土地区画整理事業14街区7　 おおすが内科クリニック
岐阜県 郡上市八幡町島谷1265番地1　 たんぽぽ薬局郡上店
岐阜県 羽島郡岐南町野中3丁目34-1　 しみずこどもクリニック
岐阜県 羽島郡笠松町田代279番地の2　 たんぽぽ薬局　新笠松店
岐阜県 羽島市新生町3-246　 羽島市民病院
岐阜県 羽島市竹鼻町狐穴1093-1　 いのうえ小児科クリニック



岐阜県 岐阜市光町1-44　 おおのレディースクリニック
岐阜県 岐阜市北島７丁目３番地８　 スギ薬局　島店
岐阜県 岐阜市岩倉町3-36　 岐阜赤十字病院
岐阜県 養老郡養老町中字川南110-1　 武内歯科医院
岐阜県 養老郡養老町押越986　 西美濃厚生病院
岐阜県 不破郡垂井町2210番45　 たんぽぽ薬局垂井店
岐阜県 各務原市那加北洞町１丁目414-1　 横山クリニック
岐阜県 各務原市那加野畑町2-105-1　 那加こども医院
岐阜県 各務原市蘇原興亜町4丁目6-23　 ＹＵＫＩこどもクリニック
岐阜県 各務原市蘇原東島町3丁目163-3　 しももとクリニック
岐阜県 各務原市蘇原栄町2丁目23　 浅川クリニック
岐阜県 各務原市蘇原栄町二丁目8番　 たんぽぽ薬局蘇原店
岐阜県 多治見市小田町５丁目１０　 いちはらこどもクリニック
岐阜県 多治見市前畑町五丁目108番地　 たんぽぽ薬局多治見中央店
岐阜県 多治見市幸町３丁目６－１　 おかざきまりこクリニック
岐阜県 中津川市手賀野４００－１　 木村内科
岐阜県 中津川市東宮町4‐59　 やまうち小児歯科
三重県 四日市市羽津山町4番30号(甲1118-3）　 たんぽぽ薬局羽津店
三重県 鈴鹿市野村町167-1　 ひがし小児・矯正歯科クリニック
三重県 鈴鹿市白子1丁目1-7　 しばた小児科医院
三重県 四日市市伊倉一丁目69番1　 たんぽぽ薬局四日市中央店
三重県 桑名市東方掛越570-1　 おぎた小児歯科
三重県 桑名市大字大福424番地1　 スギ薬局／桑名大福
三重県 桑名市大字和泉字イノ割219番地　 ヨナハ産婦人科小児科病院
三重県 桑名市星見ヶ丘3-203-1　 近藤小児科医院
三重県 桑名市長島町横満蔵573　 桑名クリニック
三重県 四日市市生桑町108-1　 川村小児科クリニック
三重県 鈴鹿市弓削町1160-1　 おおたキッズクリニック
三重県 津市栄町1丁目857番地1号　 うめもとこどもクリニック
三重県 津市垂水1889-30　 坂口医院
三重県 松阪市川井町1006番地1　 スギ薬局・松阪川井町店
三重県 鳥羽市大明西町3-20　 はね小児科医院
三重県 志摩市阿児町鵜方字金谷3009-23　 志摩こどもの城クリニック
三重県 志摩市阿児町鵜方748-5　 池田ファミリークリニック
三重県 名張市希央台4番町2　 みらいのこどもクリニック
三重県 亀山市東台町1-17　 落合小児科医院
滋賀県 大津市札の辻4-6　 アピス薬局大津店
滋賀県 大津市日吉台4-15-1　 日吉台診療所
滋賀県 大津市今堅田2-23-22　 いけもと小児歯科医院 こども歯科もみの木
滋賀県 大津市石山寺3-22-7　 西角三愛小児科
滋賀県 高島市今津町名小路1丁目1-6　 おかだ小児科医院
滋賀県 高島市マキノ町新保1097番地　 マキノ病院
滋賀県 大津市青山3-13-11　 おの医院
滋賀県 野洲市小篠原1264　 上田歯科クリニック
滋賀県 栗東市野尻440　 パームこどもクリニック
滋賀県 近江八幡市安土町西老蘇58-16　 マナベ歯科医院
滋賀県 彦根市芹川町472-16　 かみやキッズクリニック
滋賀県 彦根市西沼波町269-18　 辰巳医院
滋賀県 彦根市戸賀町36-6　 藤野こどもクリニック
滋賀県 彦根市日夏町3662　 松本医院
滋賀県 近江八幡市土田町1379　 近江八幡市立総合医療センター
滋賀県 近江八幡市鷹飼町1513　 小西医院
滋賀県 近江八幡市出町309　 西川小児科医院
滋賀県 守山市吉身2丁目6-51　 いしべ耳鼻咽頭科
滋賀県 守山市守山4-14-1　 守山市民病院
滋賀県 草津市野村8丁目9-37　 白波瀬小児科
滋賀県 草津市大路2-9-4　 ふじさわ小児クリニック
滋賀県 草津市東矢倉3-34-52　 近江草津徳洲会病院
滋賀県 草津市矢橋町233-3　 産科婦人科ハピネスバースクリニック
滋賀県 草津市矢橋町1203-1　 さとうこどもクリニック
滋賀県 長浜市大戌亥町255番地　 たんぽぽ薬局長浜店
滋賀県 長浜市宮前町14-7　 長浜赤十字病院
滋賀県 東近江市八日市金屋2-6-3　 みなみ歯科



滋賀県 長浜市木之本町黒田1090番1　 たんぽぽ薬局木之本店
大阪府 大阪市北区池田町6-10-201　 天五診療所
大阪府 大阪市北区天神橋6丁目7-14　 マルゼン薬局天六店
大阪府 大阪市北区長柄東3-1-22　 みずのファミリー歯科（小児）
大阪府 大阪市淀川区東三国5‐1‐1　 伊藤小児歯科医院
大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12　 まさもと耳鼻咽喉科アレルギー科
大阪府 大阪市淀川区西三国１-３-１３　 塩野皮フ科
大阪府 大阪市淀川区三津屋北1-5-22　 マルゼン薬局三津屋店
大阪府 大阪市東淀川区井高野2-5-8　 かわせ小児科
大阪府 大阪市都島区善源寺町2-3-25　 武内小児科
大阪府 大阪市都島区友渕町1-5-4-F-2　 豊小児科
大阪府 大阪市都島区都島本通3-1-1　 マルゼン薬局　消防署前店
大阪府 大阪市都島区都島本通3丁目26-22　 マルゼン薬局本通店
大阪府 大阪市都島区東野田町5-9-30　 マルゼン薬局京橋店
大阪府 大阪市旭区大宮3-8-16　 柴医院
大阪府 大阪市旭区今市2-18-4　 阿河医院
大阪府 大阪市旭区新森５丁目4番１０号　 医療法人神吉産婦人科
大阪府 大阪市旭区高殿3-27-17　 山戸医院
大阪府 大阪市城東区今福西1-2-8　 金井産婦人科
大阪府 大阪市城東区中央２丁目１３－１９　 にしじまファミリークリニック
大阪府 大阪市城東区中央2-15-13　 セントラルクリニック岡本
大阪府 大阪市城東区中央1‐9-33　 小児歯科なかよしプラザ
大阪府 大阪市城東区関目1-3-11　 福田クリニック
大阪府 大阪市東成区神路4-5-9　 増田小児科医院
大阪府 大阪市中央区内久宝寺町3-1-9　 たにまちこどもクリニック
大阪府 大阪市中央区内本町1-2-14　 田中歯科医院
大阪府 大阪市中央区備後町4-1-3　 西川婦人科内科クリニック
大阪府 大阪市中央区谷町6-14-23　 田中小児科医院
大阪府 大阪市中央区島之内2-15-4　 産科婦人科飯島病院
大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目3-31-228　 藤谷クリニック
大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-52　 かおる小児科
大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-60　 たんぽぽ薬局上本町店
大阪府 大阪市天王寺区細工谷1-3-18　 聖バルナバ病院
大阪府 大阪市生野区中川東2-13-17　 浦岡小児科
大阪府 大阪市生野区巽東1-2-14　 きららこどもクリニック
大阪府 大阪市生野区勝山南4-2-23　 藤上産婦人科クリニック
大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-10　 西川医院
大阪府 大阪市阿倍野区阪南町4-3-17　 大川医院
大阪府 大阪市阿倍野区松崎町4-5-37　 ゆうゆうクリニック
大阪府 大阪市阿倍野区松崎町2-9-25-104　 愛和こどもクリニック
大阪府 大阪市東住吉区今川3-12-12　 おうぎもと小児科
大阪府 大阪市東住吉区鷹合2-17-4　 武知小児科・内科
大阪府 大阪市東住吉区鷹合1-14-7　 はまだ医院
大阪府 大阪市平野区平野南4-2-3　 柳医院
大阪府 大阪市平野区平野本町2-6-32　 小川産婦人科
大阪府 大阪市西区西本町1-4-1 　 フリージア歯科クリニック
大阪府 大阪市西区境川1-1-31境川メディカルセンター602　 はらだこどもクリニック
大阪府 大阪市大正区南恩加島6-5-2　 船井医院
大阪府 大阪市港区田中1-13-28　 大沢診療所
大阪府 大阪市福島区海老江1-2-17　 さのこどもクリニック
大阪府 大阪市西淀川区野里2-18-8　 相井医院
大阪府 大阪市浪速区日本橋東3-7-7　 川田医院
大阪府 大阪市住吉区長居3-9-3　 畑小児科
大阪府 大阪市住吉区我孫子2-7-33　 小児科南野クリニック
大阪府 大阪市住吉区清水丘1-25-12　 中西クリニック
大阪府 大阪市住之江区東加賀屋4-5-23　 森田医院
大阪府 大阪市住之江区南加賀屋2-8-25-201　 西田歯科医院
大阪府 豊中市緑丘4丁目　 ふじかわ小児科
大阪府 豊中市東豊中町4-13-11　 河野小児科
大阪府 豊中市少路2丁目9番20号　 矢吹産婦人科少路クリニック
大阪府 豊中市宮山町4-1-21　 佐守小児科
大阪府 豊中市新千里南町2-11-1　 直原ウィメンズクリニック
大阪府 豊中市利倉西2-15-2　 松田医院



大阪府 豊中市服部本町2-2-3　 Ｄｒ．しんのこどもクリニック
大阪府 豊中市中桜塚2-25-9　 島越内科
大阪府 箕面市箕面6-4-46　 島こどもクリニック
大阪府 箕面市新稲7-14-17　 ハラノ医院
大阪府 池田市石橋4丁目17-26　 原医院
大阪府 吹田市豊津町4-38　 きむらクリニック
大阪府 吹田市江坂町2-1-26　 蔭山小児科
大阪府 吹田市津雲台1-1-D6　 大阪済生会千里病院
大阪府 茨木市太田3-21-17　 橋本こどもクリニック
大阪府 茨木市春日2-2-9　 ふじもとクリニック
大阪府 茨木市中穂積3-2-12　 隅クリニック
大阪府 茨木市下穂積1-3-101　 しばさき小児科
大阪府 茨木市竹橋町15-8　 奥田産婦人科
大阪府 茨木市真砂1-9-24　 内野小児科
大阪府 茨木市若園町37-29　 ふくながこどもクリニック
大阪府 高槻市寿町3-38-21　 川口内科
大阪府 高槻市日吉台五番町6-10　 あまの小児科
大阪府 高槻市郡家新町11-21　 荘野医院
大阪府 高槻市氷室町1-25-1　 まの・すぎのここどもクリニック
大阪府 高槻市宮田町1-29-18　 すいたこども医院
大阪府 守口市日向町6-13　 ふさおかこどもクリニック
大阪府 守口市菊水通1-2-1　 田中内科小児科医院
大阪府 守口市西郷通1丁目15-18　 白井医院
大阪府 守口市小春町2-15　 ふたむら皮膚科
大阪府 門真市三ツ島1890-106　 たにざわクリニック
大阪府 門真市島頭4-8-18　 いそのクリニック
大阪府 門真市柳町1-10　 摂南総合病院
大阪府 門真市本町25-8　 神谷産婦人科
大阪府 門真市朝日町15-1　 吉岡医院
大阪府 門真市上島町22-11　 萱島生野病院
大阪府 寝屋川市下神田町31-7　 中東医院
大阪府 寝屋川市豊野町10-9　 大山口医院
大阪府 枚方市長尾西町1-20-10　 すこやか小児科
大阪府 枚方市町楠葉1-6-15　 竹安歯科医院
大阪府 枚方市船橋本町2-34　 にしうえファミリークリニック
大阪府 枚方市養父東町63-1　 前川診療所
大阪府 枚方市新町2-3-1　 関西医科大学附属枚方病院
大阪府 枚方市西禁野1-3-19　 渡辺医院
大阪府 大東市赤井1丁目4-1　 いそがい歯科クリニック
大阪府 四條畷市田原台5-17-21　 安部クリニック
大阪府 交野市藤が尾3-5-1　 星田南病院
大阪府 東大阪市菱屋西3-4-17　 竹村小児科
大阪府 東大阪市岩田町4‐17‐12　 中原歯科医院
大阪府 東大阪市岩田町4-3-22-206　 病児保育室ウルル
大阪府 東大阪市菱屋東1-1-26　 竹村こどもクリニック
大阪府 東大阪市鴻池元町10-5　 東野医院
大阪府 東大阪市西鴻池町2-2-1　 小泉内科小児科医院
大阪府 東大阪市島之内2-12-3　 橋村医院
大阪府 東大阪市瓢箪山町4-26　 津田小児科医院
大阪府 松原市上田7-13-11　 しばがき鍼灸整骨院
大阪府 松原市天美我堂4-61-1　 ほづみ小児科クリニック
大阪府 八尾市若草町1-17　 八尾徳洲会総合病院
大阪府 八尾市刑部1-1-2　 ゆきこどもクリニック
大阪府 八尾市沼1-68-64　 医真会総合クリニックス
大阪府 八尾市木の本1-7-1　 やお城田クリニック
大阪府 八尾市北本町3-5-8　 中島産科婦人科
大阪府 八尾市光町1-26　 あかの小児科
大阪府 八尾市高安町北7-23　 八木小児科
大阪府 柏原市国分本町3-9-3　 にしむら小児科
大阪府 柏原市国分本町三丁目７番８号　 キタバ薬局　国分寺本店
大阪府 富田林市久野喜台2-15-26　 ふじおか小児科
大阪府 河内長野市木戸1丁目6番1号　 西村小児科
大阪府 河内長野市三日市町56-16高岸ビル3Ｆ　 矢ケ崎小児科・アレルギー科



大阪府 河内長野市あかしあ台1-24-10　 いいたに小児科
大阪府 堺市美原区北余部491-6　 戸田こどもクリニック
大阪府 堺市堺区向陵中町４丁７番２６号　 ふたぎ歯科医院
大阪府 泉南郡熊取町大久保東2-6-17　 古谷こどもクリニック
大阪府 泉南市信達牧野361-10　 西森医院
大阪府 堺市堺区高砂町4-109-2　 みみはら高砂クリニック
大阪府 堺市堺区神明町西1-1-17　 八木クリニック
大阪府 堺市堺区大浜南町2-8-23　 にしきこどもクリニック
大阪府 堺市北区金岡町1382-1　 まつお小児科
大阪府 堺市北区金岡町3025-12　 あけど小児科
大阪府 堺市北区中百舌鳥町2丁21　大休ビル1階　 ぐんぐんキッズクリニック
大阪府 堺市北区中百舌鳥町2丁目39番地　 レディースクリニックやぎ
大阪府 堺市北区中百舌鳥町6-861　 小林小児科医院
大阪府 堺市北区東三国ヶ丘町5-7-5　 なかの医院
大阪府 高石市羽衣1‐6‐31　 大橋小児歯科医院
大阪府 堺市西区菱木4-1094-2　 楠本小児科内科
大阪府 和泉市上町30 　 平林医院
大阪府 和泉市上町30-14　 花菜薬局
大阪府 和泉市いぶき野5-1-2　 石田こどもクリニック
大阪府 和泉市池上町1-4-15　 水田内科クリニック
大阪府 和泉市唐国町2-7-86　 なかじまクリニック小児科・循環器科
大阪府 岸和田市野田町１丁目３－２４　 なかで耳鼻咽喉科
大阪府 岸和田市大町441-1　 あいばクリニック
大阪府 岸和田市岡山町36-1　 河村小児科皮膚科
大阪府 岸和田市土生町４丁目３番１号　 みなみ耳鼻咽喉科クリニック
大阪府 岸和田市土生町1510-20　 坂本内科小児科医院
大阪府 岸和田市土生町2丁目31番31号　 安田クリニック
大阪府 貝塚市清児665-3　 竹内小児科内科医院
大阪府 貝塚市石才552　 あかねレディースクリニック
大阪府 貝塚市木積656-7　 川崎こどもクリニック
大阪府 泉佐野市市場南2-504-9　 長田医院
大阪府 泉佐野市日根野4327-4　 おつじ歯科医院
大阪府 泉佐野市りんくう往来北2-23　 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院
大阪府 阪南市鳥取617-1　 みなみ小児科
大阪府 阪南市鳥取628-1　 ながまつレディースクリニック
大阪府 阪南市桃の木台6-19-9　 北野歯科医院
大阪府 泉南郡岬町淡輪1144-2　 廣田歯科医院
大阪府 堺市中区土塔町3327　 かなざきこどもクリニック
京都府 京都市北区大宮北林町29-1　 なかたにキッズクリニック
京都府 京都市北区衣笠開キ町190-1　 禹小児科クリニック
京都府 京都市中京区東洞院通御池上る船屋町415　 和田歯科医院
京都府 京都市中京区堀川通錦上ル西側　 山脇小児科
京都府 京都市中京区壬生東高田町45番6　 たんぽぽ薬局五条御前店
京都府 京都市東山区本町12丁目229　 東福寺デンタルクリニック
京都府 京都市左京区岩倉中大鷺町2　 ふくもちこどもクリニック
京都府 京都市左京区下鴨泉川町62　 森産婦人科医院
京都府 京都市左京区下鴨南野々神町1-7　 大久保クリニック
京都府 京都市左京区吉田中阿達町38-8　 柴田クリニック
京都府 城陽市市辺柿木原52-1　 ほりうち医院
京都府 城陽市寺田深谷64-13　 栗山小児科医院
京都府 京田辺市田辺中央6-1-6　 田辺中央病院
京都府 京田辺市河原食田10-5　 三村小児科医院
京都府 宇治市六地蔵奈良町74-1　 いしのこどもクリニック
京都府 宇治市宇治里尻36-26　 宇治武田病院
京都府 宇治市宇治壱番132-4　 やぎ小児科医院
京都府 宇治市寺山台1-9-2　 才田小児科医院
京都府 宇治市伊勢田町名木3丁目1-30　 浅妻医院
京都府 八幡市欽明台西15-6　 やすだこどもクリニック
京都府 八幡市橋本栗谷26-155　 大森医院
京都府 八幡市男山泉19　 男山病院
京都府 京都市右京区西院清水町32 2F　 安穏接骨院
京都府 京都市右京区西京極大門町16-27　 竹内小児科医院
京都府 京都市右京区常盤村ノ内町1-2　 上嶋小児科アレルギー科医院



京都府 木津川市木津殿城66-6　 長井小児科医院
京都府 木津川市兜台7-10-11　 やました小児科医院
京都府 福知山市南栄町86　 古川医院
京都府 福知山市末広町1-38　 京都ルネス病院
京都府 福知山市前田1616－1　 なみかわ歯科クリニック
京都府 亀岡市南つつじケ丘大葉台2-44-1　 飯野小児科内科医院
京都府 舞鶴市溝尻町12-6　 いとう歯科
京都府 宮津市鶴賀2074-21　 中川内科小児科クリニック
奈良県 生駒市山崎町21-28　 たかだこどもクリニック
奈良県 奈良市六条西1-12-59　 のがみこどもクリニック
奈良県 奈良市三条桧町27-18-1階　 みずの歯科
奈良県 奈良市瓦堂町6-1　 坂口医院
奈良県 奈良市鶴舞東町2-26　 おがわ小児科診療所
奈良県 奈良市あやめ池南2-2-9　 安田小児科医院
奈良県 奈良市学園北1-1-11　 学園前整骨院
奈良県 奈良市藤ノ木台3-4-17　 にいのみ小児科
奈良県 奈良市三松四丁目878番1　 富雄産婦人科
奈良県 奈良市富雄川西2‐8‐12　 クローバー小児歯科
奈良県 奈良市菅原町192　 西大寺セントラルクリニック
奈良県 天理市櫟本町2071-8　 ふじ助産院
奈良県 桜井市上之庄710-1　 すずきこどもクリニック
奈良県 桜井市大字阿部550　 医療法人幸仁会木下医院
奈良県 宇陀市榛原萩原８１５　 宇陀市立病院
奈良県 橿原市北八木町3-4-32　 まえだ耳鼻咽喉科クリニック
奈良県 橿原市五条野町2294　 森医院
奈良県 橿原市上品寺町204-1　 かわはらこどもクリニック
奈良県 橿原市北妙法寺町563　 みうらこどもクリニック
奈良県 香芝市旭ケ丘2丁目30-4　 かわしま内科・外科・こどもクリニック
奈良県 大和郡山市外川町75　 なか小児科
奈良県 葛城市八川114-3　 しばたこどもクリニック
奈良県 御所市398番4、5　 たんぽぽ薬局御所店
和歌山県 和歌山市三木町中ノ丁1　 岩橋歯科医院
和歌山県 和歌山市松島347-5　 まつもとクリニック
和歌山県 和歌山市太田2-13-25　 ひらいし小児科
和歌山県 和歌山市吉田436　 生馬医院
和歌山県 和歌山市畑屋敷端ノ丁37　 こばやし小児科
和歌山県 和歌山市中573-19　 与田病院附属ふじと台クリニック
和歌山県 和歌山市木ノ本309-3　 ひまわりこどもクリニック
和歌山県 和歌山市市小路91-6　 山中歯科こども歯科クリニック
和歌山県 和歌山市和歌川町10-39　 みなかたクリニック
和歌山県 有田郡有田川町天満305-4　 平山こどもクリニック
和歌山県 田辺市たきない町32-6　 赤ちゃんこどものクリニックＢｅ
和歌山県 田辺市朝日ヶ丘13-24　 ふくはらこどもクリニック
和歌山県 田辺市北新町23　 医療法人　榎本産婦人科
和歌山県 田辺市たきない町27-1　 南和歌山医療センター
和歌山県 橋本市小峰台2-8-1　 橋本市民病院
和歌山県 橋本市小峰台2-8-1　 橋本市民病院
和歌山県 和歌山市弘西793　 森医院
和歌山県 紀の川市東国分431-1　 上田内科クリニック
和歌山県 紀の川市粉河418-2　 高木医院
兵庫県 神戸市中央区中山手通3-4-7　 楊小児科医院
兵庫県 神戸市中央区中山手通7-24-11　 愛こどもクリニック
兵庫県 神戸市中央区相生町5-14-13　 藤見医院
兵庫県 神戸市北区南五葉1-2-28　 森尾診療所
兵庫県 神戸市北区筑紫が丘2-13-2　 なかの小児科
兵庫県 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3　 真星病院
兵庫県 神戸市北区藤原台北町７丁目２－７　 産科・婦人科みずとりクリニック
兵庫県 西宮市山口町下山口4-1-8山口センター2階　 山口保健福祉センター
兵庫県 神戸市西区学園西町7-2-4　 森川小児科
兵庫県 神戸市西区前開南町1‐2-25　 生協なでしこ歯科
兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬36-12　 にのみや小児科
兵庫県 神戸市西区白水3丁目1-15　 こばやし小児科・脳神経外科クリニック
兵庫県 神戸市西区王塚台6‐65　 わたなべ歯科・小児歯科



兵庫県 神戸市西区玉津町小山3-4-20　 さの小児科クリニック
兵庫県 神戸市兵庫区荒田町3-2-16　 菱川医院
兵庫県 神戸市兵庫区大開通7丁目5-22　 森医院
兵庫県 神戸市長田区神楽町5-3-4　 ひらせアレルギー・こどもクリニック
兵庫県 神戸市須磨区行幸町4丁目2-7　 林産婦人科
兵庫県 神戸市須磨区横尾1-17-201　 わだ小児科クリニック
兵庫県 神戸市垂水区東垂水町菅ノ口650-2　 はら小児科
兵庫県 淡路市志筑新島10-9　 とみもと小児科医院
兵庫県 神戸市灘区徳井町4-3-1　 入江歯科医院
兵庫県 神戸市灘区水道筋6-2-18　 やまだ小児科
兵庫県 神戸市灘区岩屋北町5-1-31　 たかはしクリニック
兵庫県 神戸市東灘区深江北町3-4-22　 中川医院
兵庫県 神戸市東灘区本山南町8丁目5-25１Ｆ　 かみもと眼科
兵庫県 神戸市東灘区御影町郡家１丁目32番18号　 是則医院
兵庫県 神戸市東灘区田中町3-8-15　 赤松クリニック
兵庫県 神戸市東灘区魚崎北町5-9-26　 つじのこどもくりにっく
兵庫県 芦屋市南宮町12-24-2　 青い鳥クリニック
兵庫県 芦屋市竹園町6-22　 かわもり小児科
兵庫県 芦屋市東山町29-19　 芦屋やまもとクリニック
兵庫県 尼崎市長洲本通1-6-18　 にしはまこどもクリニック　小児科・アレルギー科
兵庫県 尼崎市塚口町6-18-11　 明石クリニック
兵庫県 尼崎市南塚口町1-3-20　 杉原小児科内科医院
兵庫県 尼崎市三反田町2-20-5　 垣内小児科クリニック
兵庫県 尼崎市武庫之荘東1-1-12　 岡﨑こどもクリニック
兵庫県 尼崎市武庫之荘３丁目21-24　 大原クリニック
兵庫県 尼崎市南武庫之荘2-22-12　 あいだクリニック
兵庫県 尼崎市武庫元町1-26-12　 藤野小児科
兵庫県 尼崎市東園田町9-37-11　 くまがいこどもクリニック
兵庫県 尼崎市次屋3-6-50　 徳田こどもクリニック
兵庫県 尼崎市潮江1-5-1　 ＪＲ尼崎駅前　やすだ歯科
兵庫県 西宮市甲東園1-1-6　 かみや小児科医院
兵庫県 西宮市西福町5-16　 えがおのこども　しもたけクリニック
兵庫県 西宮市上ヶ原十番町1-85　 上ヶ原病院
兵庫県 西宮市北口町1-1アクタ西宮西館5階　 北口保健福祉センター
兵庫県 西宮市市庭町9-12　 しみずこどもクリニック
兵庫県 西宮市荒木町16-7　 はやしま小児科
兵庫県 西宮市上田西町3-43　 はりま小児科
兵庫県 西宮市甲子園町5-23　 辻医院
兵庫県 伊丹市中野東3-82　 辰己こどもクリニック
兵庫県 伊丹市池尻1丁目202-2　 しまだこどもクリニック
兵庫県 伊丹市荻野西2丁目1-37　 足立こどもクリニック
兵庫県 伊丹市野間3-1-21　 おの小児科
兵庫県 伊丹市千僧6丁目103-7　 山崎こどもクリニック
兵庫県 宝塚市逆瀬川1丁目1-19　 中井医院
兵庫県 宝塚市向月町19-5　 宝塚第一病院
兵庫県 川西市火打1-2-1　 まえかわこどもクリニック
兵庫県 川西市栄根1丁目7-11　 阪本医院
兵庫県 川西市平野3-18-19　 いが小児科アレルギー科
兵庫県 西宮市名塩新町1塩瀬センター1階　 塩瀬健康相談室
兵庫県 三田市すずかけ台1-12　2F　 田場医院
兵庫県 三田市東本庄1188　 さくら療育園
兵庫県 三田市弥生ヶ丘1-11　 エバラこどもクリニック
兵庫県 丹波篠山市東吹404-1　 タマル産婦人科
兵庫県 丹波篠山市北44-1　 病児保育室　にこにこ
兵庫県 姫路市砥堀229-1　 おおたレディースクリニック
兵庫県 姫路市伊伝居馬場先29-11　 金澤小児科医院
兵庫県 姫路市駅前町188-1　 西川レディースクリニック
兵庫県 姫路市本町68 　 姫路医療センター
兵庫県 姫路市御国野町国分寺828　 どいこどもクリニック
兵庫県 姫路市広畑区正門通2-9-9　 岡藤小児科医院
兵庫県 姫路市大津区天満189-2　 野間こどもクリニック
兵庫県 姫路市余部区下余部362-1　 ファミリークリニックあぼし
兵庫県 たつの市揖保川町新在家字下畑15-146　 薬局ファミリーファーマシー揖保川店



兵庫県 姫路市夢前町古知之庄609　 松浦医院 松浦医院 
兵庫県 姫路市白浜町神田2丁目95-2　 はちわかこどもクリニック
兵庫県 三木市末広1-6-33　 小島医院
兵庫県 三木市福井3-15-17　 小児科神沢クリニック
兵庫県 三木市志染町中自由が丘1-560　 かわい子どもクリニック
兵庫県 明石市大久保町駅前1-13-28 　 竹内こども歯科クリニック
兵庫県 明石市大久保町森田39　 山本クリニック
兵庫県 加古川市尾上町池田2355　 いなだ小児科
兵庫県 加古川市加古川町溝之口338-11　 さくらぎ小児科
兵庫県 加古川市加古川町中津549-6　 ちくご・ひらまつ産婦人科医院
兵庫県 加古川市平岡町新在家1371-4　 すみなが小児科 アレルギー科
兵庫県 加古川市平岡町一色726-7　 衣川小児科
兵庫県 加古川市別府町西脇2-48　 多木クリニック
兵庫県 兵庫県加古郡播磨町南大中1-1-25　 くろだ小児科
兵庫県 加古郡播磨町南大中1-1-25　 くろだ小児科
兵庫県 小野市敷地町1500-13　 まつい子どもクリニック
兵庫県 小野市西本町466-7　 つぼた小児科医院
兵庫県 加西市北条町横尾857　 さたけ小児科
兵庫県 西脇市和布町出嶋167-21,31　 藤田小児科医院
兵庫県 相生市陸本町15-21　 みちこクリニック
兵庫県 相生市向陽台2-18　 むらせ赤ちゃんこどもクリニック
兵庫県 相生市川原町14-3　 はぎの内科クリニック
兵庫県 たつの市新宮町新宮80-27　 清水内科医院
鳥取県 鳥取市国府町新通り3-301-1　 おおたに こども・ファミリークリニック
鳥取県 岩美郡岩美町浦富1029-2　 岩美病院
鳥取県 倉吉市新町3-1178　 まつだ小児科医院
鳥取県 米子市新開5丁目1-9　 医療法人　赤ちゃん・こどもクリニックしんざわ
鳥取県 境港市浜ノ町127番地　 岡空小児科医院
鳥取県 鳥取市三津876　 鳥取医療センター
島根県 松江市山代町1001　 やましろクリニック
島根県 出雲市塩冶町852　 芦沢医院
島根県 江津市渡津町1926　 西部島根心身障害医療福祉センター
島根県 益田市横田町429-23　 松本医院
岡山県 岡山市北区伊島北町6-3　 岡山中央病院
岡山県 岡山市北区西崎2‐14‐18　 池田歯科医院
岡山県 岡山市北区大供表町3-12-101　 木本内科医院
岡山県 岡山市北区北長瀬表町1-820-1　 やまもと小児歯科・矯正歯科クリニック
岡山県 岡山市北区今保244-8　 今保ファミリー歯科
岡山県 岡山市北区撫川1470　 撫川クリニック
岡山県 岡山市北区一宮34-3　 浦上ファミリークリニック
岡山県 岡山市北区原346-3　 水川内科小児科医院
岡山県 岡山市中区中井1-4-5　 籔内小児科医院
岡山県 岡山市中区高島新屋敷715-1　 ひらかわ歯科こども歯科クリニック
岡山県 岡山市中区八幡19‐8　 のざき小児歯科
岡山県 岡山市東区西大寺中2-24-36　 栗原医院
岡山県 岡山市東区神崎町105-1　 石井内科クリニック
岡山県 苫田郡鏡野町寺元365　 鏡野町国民健康保険病院
岡山県 津山市志戸部97-1　 むらかみ矯正歯科クリニック
岡山県 岡山市北区御津宇垣1561　 こまごえ医院
岡山県 倉敷市林514 　 庵谷医院
岡山県 倉敷市沖新町92-6　 かねまつ小児科
岡山県 倉敷市水島南亀島町18‐22　 ふなびき開進橋歯科
岡山県 倉敷市連島5丁目1-38　 小川えりファミリー歯科
岡山県 倉敷市水島南春日町1-1　 水島協同病院
岡山県 倉敷市玉島乙島4030　 玉島病院
岡山県 倉敷市玉島柏島920-106　 いなだ医院
岡山県 新見市新見827-1　 新見中央病院
岡山県 浅口市鴨方町鴨方2210-1　 高山医院
岡山県 浅口郡里庄町里見6228‐3　 えだき歯科医院
岡山県 真庭市久世58-1　 原歯科医院
広島県 福山市沼隈町中山南469-3　 本部
広島県 福山市野上町3-4-30　 ちょう外科医院
広島県 福山市駅家町万能倉786-7　 さとうファミリークリニック



広島県 福山市引野町4-22-19　 なかよし小児科
広島県 福山市南蔵王町3-7-42-101　 いけだ小児科
広島県 尾道市栗原町11482　 宮地クリニック
広島県 尾道市西則末町9-16　 堀田レディースクリニック
広島県 尾道市西御所町2-9　 ささき小児科医院
広島県 尾道市御調町市124　 公立みつぎ総合病院
広島県 尾道市因島土生町2561-4　 因島総合病院
広島県 三原市城町1-8-7　 みはらえきまえクリニック
広島県 府中市鵜飼町555-3　 府中市民病院
広島県 尾道市高須町4803-8　 おぐら小児科
広島県 広島市中区大手町5-6-23　 住田小児科医院
広島県 広島市中区舟入南3-13-7　 中村内科小児科医院
広島県 広島市中区東白島町19-16　 広島逓信病院
広島県 広島市安佐南区八木2-13-27　 桑原医院
広島県 広島市安佐南区緑井2-12-25　 高橋内科小児科医院
広島県 広島市安佐南区祇園4-50-24　 児玉医院
広島県 広島市安佐北区可部4-24-27-101　 かまやま歯科
広島県 安芸高田市吉田町吉田3666　 吉田総合病院
広島県 広島市佐伯区五日市5-10-24　 坂井矯正歯科小児クリニック
広島県 広島市西区己斐本町1-25-8　 はまだ小児クリニック
広島県 広島市西区井口3-13-5　 しのはら小児科クリニック
広島県 広島市南区宇品神田2-14-22　 なべしま小児歯科
広島県 広島市南区西霞町7-13　 小島歯科医院
広島県 広島市安芸区船越南3-5-3　 畑川小児科
広島県 呉市朝日町15-24　 呉市医師会休日急患センター・小児夜間センター
広島県 呉市広中町12-24　 神垣小児科
広島県 廿日市市平良山手１１−１１　 たなべ小児科
広島県 廿日市市阿品3-1-6　 おおさき小児クリニック
広島県 東広島市西条中央7-3-45　 かわはらこどもクリニック
広島県 東広島市西条中央8丁目3-3　 本城内科小児科
広島県 東広島市西条町寺家7377　 こまざわ小児科
広島県 東広島市八本松南2-4-15　 こどもクリニック八本松
広島県 安芸高田市甲田町高田原1451　 政永内科まさなが歯科クリニック
広島県 東広島市高屋町大畠499-18　 ファミリークリニック森のくまさん
広島県 東広島市高屋高美が丘4丁目33-1　 高美が丘クリニック
広島県 東広島市高屋町大字中島31-17　 まきだクリニック
山口県 光市浅江1-10-12　 やまて小児科・アレルギー科
山口県 光市大字岩田974　 大和総合病院
山口県 周南市鹿野下1161-1　 鹿野博愛病院
山口県 周南市久米神女3201-1　 ふじむら小児科
山口県 周南市川手1丁目7-13　 たにむら小児科
山口県 防府市八王子2丁目11-19　 ふじわら小児科
山口県 防府市佐波1-3-10　 杉山内科小児科医院
山口県 防府市お茶屋町3-27　 三田尻病院
山口県 防府市新田１丁目1-1　 サンタキッズ＆ファミリークラリック
山口県 防府市植松559-1　 よしいこどもクリニック
山口県 下関市観音崎町11‐8　 おおの小児矯正歯科
山口県 下関市生野町2-28-20　 かねはら小児科
山口県 宇部市野原1丁目5-5　 かわかみ整形外科・小児科クリニック
山口県 宇部市上町1丁目6-16　 金子小児科
山口県 長門市東深川85　 長門総合病院
香川県 高松市栗林町1-4-11　 へいわこどもクリニック
香川県 高松市屋島西町2485-6　 小林内科小児科医院
香川県 高松市元山町577-1　 いのうえファミリー歯科
香川県 高松市十川東町55-1　 ハピネスこどもクリニック
香川県 高松市香西本町89　 はた医院
香川県 高松市中間町49-10　 藤沢こどもクリニック
香川県 高松市松並町559-3　 西春日小児科医院
香川県 高松市太田下町2462-3　 竹広小児科医院
香川県 高松市出作町205-1　 仏生山クリニック
香川県 高松市一宮町97-7　 しらかわ小児科医院
香川県 高松市寺井町1385-10　 西岡医院（にしおか医院地域子育て支援センター）
香川県 坂出市駒止町一丁目4-30　 うちだ小児科医院



香川県 丸亀市飯山町川原972-1　 杢保小児科医院
香川県 丸亀市柞原町682-1　 おかだ小児クリニック
香川県 観音寺市吉岡町10-1　 三野小児科医院
香川県 観音寺市柞田町８８０番地2　 おざきこどもクリニック
香川県 観音寺市大野原町花稲818-1　 香川井下病院
香川県 東かがわ市町田726-3　 みよし歯科医院
徳島県 徳島市北佐古二番町2-15　 北佐古クリニック
徳島県 徳島市佐古五番町10-7　 ひうら小児科
徳島県 徳島市中島田町2-60-4　 高橋小児科
徳島県 徳島市南島田町4丁目54-1　 山田こどもクリニック
徳島県 徳島市寺島本町西1-15　 こかわ病院
徳島県 徳島市住吉1-10-19　 おかがわ内科・小児科
徳島県 徳島市安宅2-1-10　 住友内科病院
徳島県 徳島市金沢2-2-55　 金沢クリニック
徳島県 徳島市北沖洲3-1-24　 えもとこどもクリニック
徳島県 徳島市昭和町8-66　 ふじおか小児クリニック
徳島県 徳島市八万町沖須賀22-1　 板東歯科医院八万オフィス
徳島県 徳島市八万町大坪180　 文化の森内科
徳島県 徳島市川内町平石古田194-5　 フィール歯科クリニック
徳島県 徳島市川内町平石若宮115　 島田内科
徳島県 徳島市川内町加賀須野437-3　 岡部内科クリニック
徳島県 阿波市土成町土成南原231　 大野病院
徳島県 阿南市富岡町あ石14-1　 原田病院
徳島県 徳島市国府町日開973-1　 冨岡医院
徳島県 吉野川市川島町川島246-1　 アップル歯科・小児歯科クリニック
徳島県 美馬市脇町猪尻八幡神社下南130-3　 ホウエツ病院
高知県 高知市前里16番地3　 誠心流手技整体療法前里店
高知県 高知市はりまや町3-21-17　 谷岡内科小児科
高知県 高知市塚ノ原6-1　 もみのき病院
高知県 土佐郡土佐町田井1372　 早明浦病院
高知県 安芸郡田野町1414-1　 田野病院
高知県 高岡郡四万十町北琴平町2-37　 ファミリークリニック四万十
高知県 土佐清水市本町10-3　 かずクリニック
愛媛県 松山市大手町2-6-5　 松山市民病院
愛媛県 松山市大手町2-7-11　 ごとう小児科
愛媛県 松山市喜与町1-7-1　 ＮＴＴ西日本松山病院
愛媛県 松山市中一万町7-2　 吉松小児科医院
愛媛県 松山市福音寺町3-8　 ひまわりこどもクリニック
愛媛県 松山市居相4丁目22-1　 上田小児科医院
愛媛県 松山市古川北1-19-16　 はなみずき歯科・小児歯科
愛媛県 松山市来住町1091-1　 愛媛生協病院
愛媛県 伊予郡砥部町原町325-37　 ちあーず歯科・小児歯科
愛媛県 松山市山越2-1-30　 岡本耳鼻科小児科
愛媛県 松山市三津2-12-20　 福岡小児科アレルギー科
愛媛県 新居浜市徳常町9-19　 山本小児科クリニック
愛媛県 今治市北宝来町2-4-9　 瀬戸内海病院
愛媛県 大洲市平野町平地18-1　 関歯科医院
愛媛県 大洲市東大洲74-2　 ごとう小児科
愛媛県 宇和島市中央町1-10-5　 こおり小児科
愛媛県 宇和島市丸之内2丁目1-5　 たんぽぽ薬局宇和島店
愛媛県 北宇和郡鬼北町大字永野市1607　 旭川荘南愛媛病院
愛媛県 四国中央市中曽根町5074　 ふじえだファミリークリニック
愛媛県 西条市周布486-3　 キッズクリニックＤｒ．パパ
福岡県 北九州市小倉北区足立3-1-27　 あだち古賀クリニック
福岡県 北九州市小倉北区霧ケ丘３丁目１３－２２ 　 とくなが小児科クリニック
福岡県 北九州市小倉北区馬借3-3-36　 よしだ小児科医院
福岡県 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1　 小倉医療センター
福岡県 北九州市小倉北区大手町12-4　 おおてまちキッズクリニック
福岡県 北九州市小倉北区中井3-17-8　 ゆげ小児科クリニック
福岡県 北九州市小倉南区守恒2-1-37　 あみと小児科医院
福岡県 北九州市八幡東区枝光本町1-2　 くみこキッズクリニック
福岡県 北九州市八幡西区陣山2-10-20　 みやけクリニック
福岡県 北九州市八幡西区鷹の巣2-13-9　 倉重こどもクリニック



福岡県 北九州市八幡西区則松4-16-11　 綾部医院
福岡県 北九州市八幡西区八枝3-9-30　 つつみこどもクリニック
福岡県 北九州市若松区本町１丁目７－４４　 つだこどもクリニック
福岡県 中間市中尾1-1-21　 さとうフレンズこどもクリニック
福岡県 福岡市早良区高取1-28-24　 あきもとこどもクリニック
福岡県 福岡市中央区平尾5-3-7　 今井医院
福岡県 福岡市中央区薬院3-11-8　 松尾小児科医院
福岡県 福岡市中央区大濠1-3-5　 大濠こどもクリニック
福岡県 福岡市東区奈多3-6-20　 奈多こどもファミリークリニック
福岡県 福岡市南区西長住2-26-39　 田中産婦人科クリニック
福岡県 糟屋郡粕屋町大字内橋300-1-Ａ　 ふたばこどもクリニック
福岡県 福津市東福間3-4-3　 あいだ医院
福岡県 宗像市日の里5-4-16　 つるた歯科医院
福岡県 宗像市栄町3‐4　 小児歯科つばき
福岡県 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725番地2　 遠賀中間医師会おんが病院
福岡県 福岡市東区箱崎1-5-2　 かりやぞのこどもクリニック
福岡県 福岡市東区東浜1-1-1　 ひろえ歯科医院
福岡県 福岡市博多区浦田1-10-14　 浦口小児クリニック
福岡県 福岡市早良区西新4-8-16　 松本小児科医院
福岡県 福岡市早良区曙1-5-25　 わたなべ小児科
福岡県 福岡市早良区有田5-23-25　 ふじかわまいこ小児科クリニック
福岡県 福岡市城南区別府2-20-46-101号　 だい小児科内科医院
福岡県 福岡市南区大橋4-24-40　 大山小児科医院
福岡県 福岡市南区高宮3-19-5　 山崎内科クリニック
福岡県 福岡市南区大楠3-1-1　 福岡赤十字病院
福岡県 大野城市山田2丁目2-25　 いのうえこどもクリニック
福岡県 福岡市西区拾六町1-2-7　 おながわ小児科アレルギー科クリニック
福岡県 福岡市西区周船寺1-6-14　 ふくい小児科医院
福岡県 糸島市波多江駅南2-20-1　 合屋産婦人科
福岡県 嘉麻市上山田1237　 筑前山田赤十字病院
福岡県 久留米市櫛原町18　 小児科井上医院
福岡県 久留米市天神町127-2　 長井小児科医院
福岡県 久留米市本町15-30　 吉永小児科
福岡県 筑後市大字水田９９１－２　 杉村こどもクリニック
福岡県 八女市岩崎３３－３　 いしもと小児科
福岡県 みやま市瀬高町下庄2303-1　 ほほえみクリニック
福岡県 久留米市野中町139-1　 きむらアレルギー・こどもクリニック
福岡県 久留米市田主丸町中尾1272-1　 ゆうかり医療療育センター
佐賀県 鳥栖市宿町1470-13　 田中こども歯科医院
佐賀県 小城市小城町251番地5　 上坂医院
佐賀県 杵島郡江北町上小田280-1　 古賀小児科内科病院
佐賀県 佐賀市兵庫北5-8-7-2　 統合医療やまのうち小児科・内科
佐賀県 杵島郡白石町戸ヶ里1831-18　 高島病院
佐賀県 鹿島市中村2134-4　 志田病院
佐賀県 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地　 伊万里有田共立市民病院
長崎県 長崎市片淵2丁目-5-1　 済生会長崎病院
長崎県 長崎市江戸町5-14　 ふくだこどもクリニック
長崎県 長崎市出島町１３－１－２Ｆ　 白井小児クリニック
長崎県 長崎市新戸町3-16-18　 愛育小児科医院
長崎県 長崎市かき道3-2-6　 冨永小児科医院
長崎県 長崎市矢上町28-31　 みやぞえ小児科医院
長崎県 長崎市竹の久保町1-1　 ながすえ小児科医院
長崎県 長崎市岩見町5-13　 やない小児科医院
長崎県 長崎市滑石2-9-9　 りゅうキッズクリニック
長崎県 長崎市横尾2-13-5　 葉山歯科キッズデンタルクリニック
長崎県 長崎市坂本1-7-1　 長崎大学病院小児科
長崎県 佐世保市権常寺町1101‐33　 シミズ小児歯科クリニック
長崎県 東彼杵郡波佐見町宿郷615　 いわぬま歯科医院
長崎県 平戸市鏡川町278　 柿添病院
熊本県 熊本市西区野中1-1-16　 池沢小児科医院
熊本県 合志市豊岡2000-33　 ＬＥＥこどもクリニック
熊本県 熊本市東区沼山津2-1-2　 宮竹小児科医院
熊本県 熊本市南区八分字町89-1　 ぺえ小児科内科医院



熊本県 熊本市東区東町4-6-30　 みやざきこどもクリニック
熊本県 熊本市東区水源1-18-2　 藤川医院
熊本県 熊本市東区佐土原1-16-36　 グレースメディカルクリニック
熊本県 熊本市中央区帯山8-1-11　 日赤通り谷﨑ＭＡクリニック
熊本県 熊本市中央区帯山5-25-27　 小島内科小児科医院
熊本県 熊本市南区田井島1-5-1　 熊本中央病院
熊本県 八代市迎町1丁目7-23　 大平小児科医院
熊本県 八代市植柳上町5690-1　 くわはら小児科
熊本県 八代市北の丸町1-12　 みやざき歯科こども歯科
熊本県 人吉市五日町44　 増田クリニック小児科 
熊本県 菊池郡菊陽町原水1156-2　 よしもと小児科
熊本県 八代郡氷川町今151-1　 八代郡医師会立病院
大分県 大分市大字毛井310-1　 たまい小児科
大分県 大分市明野東2-7-1　 あんどう小児科
大分県 大分市明野北1-7-10　 わかやまこどもクリニック
大分県 大分市坂ノ市西1-7-8　 坂ノ市こどもクリニック
大分県 大分市羽屋新町1組　 しぶや皮ふ科形成外科
大分県 大分市大字片島83-7　 大分こども病院
大分県 大分市玉沢704-1　 わだこどもクリニック
大分県 国東市安岐町下原1456　 国東市民病院
大分県 別府市北浜2-5-5　 医療法人　松本小児科
大分県 佐伯市女島7238-1　 塩月内科小児科医院
大分県 日田市大字三和643-7　 大分県済生会日田病院
大分県 宇佐市大字中原347　 佐藤第二病院
大分県 宇佐市四日市10-1　 くまのみどう小児科
大分県 豊後大野市三重町大字市場127　 ふじしま内科
宮崎県 宮崎市島之内7069-2　 末次内科医院
宮崎県 宮崎市永楽町205-1　 ちさか小児科医院
宮崎県 宮崎市永楽町207‐1　 わかば小児歯科
宮崎県 宮崎市本郷南方3988番地　 山内ファミリークリニック
宮崎県 宮崎市大字本郷南方榎田2537-1　 Kids Dental Clinic
宮崎県 宮崎市大塚台東1-32-9　 矯正・小児ひまわり歯科
宮崎県 延岡市緑ケ丘1丁目1-11　 あいこう歯科
宮崎県 延岡市平原町1-990-1　 井上病院
宮崎県 都城市上町12-15　 山内小児科医院
宮崎県 串間市大字西方5337-3　 のだ小児科医院
宮崎県 児湯郡新富町富田西2-2-1　 おおやまこどもクリニック
宮崎県 日南市星倉1丁目5-6　 倉元歯科医院
鹿児島県 鹿児島市伊敷台2-6-22　 ニュータウン小児科
鹿児島県 鹿児島市中央町32-37　2F　 らららこどもクリニック
鹿児島県 鹿児島市宇宿町8丁目8-25　 ゆあさこどもクリニック
鹿児島県 鹿児島市上福元町5879‐8　 たんぽぽこども歯科
鹿児島県 鹿児島市西谷山4丁目15番48号　 おかもと歯科医院
鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘4-1-9　 桜ヶ丘内科胃腸科
鹿児島県 鹿児島市山之口町5-19　 鮫島小児科医院
鹿児島県 鹿児島市城山町8-1　 鹿児島医療センター
鹿児島県 奄美市名瀬長浜町16-5　 奄美中央病院
鹿児島県 薩摩川内市原田町30-26　 川内こどもクリニック
鹿児島県 鹿児島市松陽台町43-1　 渡辺ファミリークリニック
鹿児島県 姶良市宮島町41-4　 イシタニ小児・矯正歯科クリニック
沖縄県 那覇市天久1-6-19　 小児クリニックたまなは
沖縄県 豊見城市字宜保291　 ぐしこどもクリニック
沖縄県 宜野湾市長田1-26-19　 うえはらこどもクリニック
沖縄県 中頭郡西原町小橋川164-1　 太田小児科医院
沖縄県 沖縄市知花1-25-11　 たけしま歯科・小児歯科
福井県 福井市宝永4-2-18　 本多レディースクリニック
福井県 勝山市長山町2-6-21　 福井社会保険病院
福井県 坂井市三国町中央1-2-34　 坂井市立三国病院
福井県 敦賀市櫛林9号9番地の1　 スギ薬局・敦賀櫛林店
福井県 鯖江市水落町1-4-21　 加藤産婦人科
福井県 鯖江市中野町6-6-1　 斉藤病院
福井県 鯖江市三六町1-2-31　 公立丹南病院
福井県 小浜市駅前町6-37　 しんたにクリニック



福井県 小浜市駅前町8番7号　 たんぽぽ薬局小浜店
福井県 福井市水越1-606　 いわほり小児科医院
福井県 福井市円山1丁目106　 うちやま歯科クリニック
福井県 福井市和田中徳万26番地　 福井県済生会乳児院
福井県 三方上中郡若狭町気山315-1-9　 レイクヒルズ美方病院
福井県 三方上中郡若狭町井ノ口36-30-5　 山本こども診療所
石川県 金沢市上安原2-221　 まるやま小児科クリニック
石川県 金沢市京町23-5　 城北診療所小児科
石川県 金沢市菊川1-10-3　 横井小児科内科医院
石川県 金沢市鞍月3-101　 みやうちこどもデンタルクリニック
石川県 金沢市鞍月東2-1　 石川県立中央病院
石川県 金沢市入江1-616-1　 岡本小児科医院
石川県 金沢市平和町3-3-8　 金沢たんぽぽ薬局
石川県 金沢市窪5-630　 つじ小児科医院
石川県 白山市宮永市町65-2　 むとう小児科医院
石川県 白山市山島台1丁目1-1　 川北こどもクリニック
石川県 白山市安田町5　 かわい小児科医院
石川県 七尾市石崎町タ-１３－１　 さはらファミリークリニック
石川県 鳳珠郡穴水町字川島レ38番1　 穴水たんぽぽ薬局
富山県 富山市北代5293　 嶋尾こどもクリニック
富山県 富山市奥田寿町7-14　 八木小児科医院
富山県 富山市経堂2-17　 はやしこどもクリニック
富山県 富山市西長江新町2-2-38　 しんたにこどもクリニック
富山県 富山市四方北窪作2120-2　 四方クリニック
富山県 南砺市井波938　 南砺市民病院
富山県 高岡市伏木古府元町478番2　 たんぽぽ薬局伏木店
富山県 高岡市佐野866-2　 しむら小児科クリニック
富山県 魚津市相木字朝折1番3　 たんぽぽ薬局魚津店
富山県 下新川郡朝日町泊475番地7　 たんぽぽ薬局泊店
富山県 砺波市中央町10番7号　 たんぽぽ薬局砺波店
富山県 富山市上袋56-3　 たかたこども医院
富山県 富山市今泉北部町2-1　 富山市民病院
新潟県 長岡市美沢3-493-1　 キャッツこどもクリニック
新潟県 上越市富岡591-2　 かんど歯科・小児歯科クリニック
新潟県 柏崎市西本町1-4-34　 おぎた小児科医院
新潟県 長岡市飯塚2800-1　 岩塚診療所
新潟県 南魚沼市余川3362-1　 六日町こどもクリニック
新潟県 中魚沼郡津南町下船渡丁2682　 町立津南病院
新潟県 新潟市江南区亀田四ツ興野2-5-14　 ささがわ小児科クリニック
新潟県 新潟市江南区横越中央2-1-11　 さとう小児科医院
新潟県 新潟市東区石山4-4-14　 五味キッズクリニック
新潟県 新潟市東区はなみずき2-4-21　 すくすく小児クリニック
新潟県 新潟市中央区鐙2-14-32　 たけうち小児クリニック
新潟県 新潟市中央区女池4-19-10　 かわさきこどもクリニック
新潟県 新潟市中央区神道寺1-5-47　 よいこの小児科さとう
新潟県 新潟市南区親和町7番20号　 かさはらクリニック
新潟県 新潟市西区五十嵐一の町6393-10　 長谷川こども医院
新潟県 新潟市北区濁川165-1　 やまもと小児科
新潟県 新潟市北区石動1-16-20　 とよさか薬局
新潟県 新潟市中央区上大川前通六番町1183　 竹山病院
新潟県 三条市西本成寺2-4-24　 三条こどもクリニック
新潟県 新発田市諏訪町1-2-11　 皮ふと子ども　ツインスマイルクリニック
新潟県 五泉市太田975-1　 わたべこどもクリニック
福島県 伊達市箱崎字東23-1　 北福島医療センター
福島県 福島市野田町1-14-81　 みかわだい歯科小児歯科
福島県 福島市上町6番1号　 大原綜合病院
福島県 須賀川市丸田町17　 須賀川病院
福島県 須賀川市芦田塚13　 福島病院
福島県 郡山市八山田5-79　 むかわクリニック
福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原3　 いいもり子ども医院
福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原84-3　 Kid's Dental Clinic BREEZE
福島県 郡山市山崎135-5　 トータルヘルスクリニック
福島県 いわき市郷ヶ丘2-10-1　 やまぎわこどもクリニック
福島県 いわき市草木台5-1-5　 いわき草木台総合クリニック
福島県 いわき市常磐関船町1丁目8-20　 むらまつ小児科
福島県 いわき市常磐湯本町三函58-1　 比佐医院



福島県 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57　 常磐病院
福島県 いわき市錦町綾ノ内119　 花田内科クリニック
福島県 相馬市新沼字坪ケ迫142　 公立相馬総合病院
福島県 相馬市中村1-3-27　 やまぐち小児科医院
宮城県 仙台市青葉区中央3-1-13　 高橋歯科小児クリニツク
宮城県 仙台市青葉区八幡4-2-11　 柴崎内科小児科医院
宮城県 仙台市青葉区高松1-16-1　 かわむらこどもクリニック
宮城県 仙台市青葉区柏木3-1-43　 木町小児科医院
宮城県 仙台市青葉区川平3‐41‐1　 ファミリー小児歯科
宮城県 仙台市太白区西中田5-12-12　 西中田中央内科小児科
宮城県 仙台市泉区八乙女2丁目4-25　 こん小児科クリニック
宮城県 仙台市泉区黒松1丁目3-5　 おかだ小児科
宮城県 仙台市太白区郡山3-22-6　 青沼内科医院
宮城県 仙台市太白区長町4-7-23　 松本小児科
宮城県 仙台市宮城野区福室５丁目９－４０　 せきこどもクリニック
宮城県 仙台市宮城野区新田東1-8-1　 のろこどもクリニック
宮城県 仙台市宮城野区宮城野1-25-10　 永井小児科医院
宮城県 仙台市宮城野区岩切字今市東18-2　 宮林こどもクリニック
宮城県 仙台市宮城野区岩切字稲荷21　 岩切病院
宮城県 仙台市宮城野区東仙台6-7-1　 光ヶ丘スペルマン病院
宮城県 仙台市宮城野区幸町2-20-13　 星内科小児科医院
宮城県 仙台市若林区なないろの里1-15-15　 あべ こども・アレルギー クリニック
宮城県 仙台市若林区荒井東一丁目6番地の8　 葵会仙台病院
宮城県 仙台市若林区新寺1-8-1　 しんてらこどもクリニック
宮城県 仙台市若林区中倉1-11-3　 かやば小児科医院
宮城県 塩竈市本町3-20　 本間医院
宮城県 石巻市中里3-4-27　 中山こどもクリニック
宮城県 牡鹿郡女川町鷲神浜堀切山51-6　 女川地域医療センター
宮城県 遠田郡涌谷町追廻町70-3　 東泉堂病院
宮城県 仙台市青葉区南吉成4-13-2　 さくやま小児科クリニック
山形県 山形市錦町11-15　 沼澤歯科医院
山形県 山形市花楯1-16-11　 中井こども医院
山形県 寒河江市大字寒河江字月越5-2　 すまいるレディースクリニック
山形県 天童市南町3-1-24　 ひがしたに小児科
山形県 鶴岡市文園町11-3　 鶴岡協立病院付属クリニック
山形県 西置賜郡小国町あけぼの1-1　 小国町立病院


