
練馬区わたしの便利帳

テレホンガイド
区役所・石神井庁舎・区民センター

練馬区役所 豊玉北6-12-1 ☎3993-1111㈹
練馬区役所（休日・夜間） ☎3993-1101
石神井庁舎 石神井町3-30-26 直通電話（149p参照）
光が丘区民センター 光が丘2-9-6
※センター内各施設は直通電話です。

　光が丘区民事務所 ☎5997-7711
　光が丘保健相談所 ☎5997-7722
　はつらつセンター光が丘 ☎5997-7717
　光が丘デイサービスセンター ☎5997-7706
　光が丘なかよし児童館 ☎5997-7720
　光が丘区民ホール ☎5997-7712
　光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷ ☎5997-7858
　心身障害者福祉集会所 ☎5997-9700
　地域子ども家庭支援センター光が丘 ☎5997-7759
　光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） ☎5997-7763
　光が丘総合福祉事務所 ⇨149p参照
関区民センター 関町北1-7-2
※センター内の各施設は直通電話です。

　関区民事務所 ☎3928-3046
　はつらつセンター関 ☎3928-1987
　関区民ホール ☎3928-1987
中村橋区民センター 貫井1-9-1
※センター内の各施設は直通電話です。

　貫井地区区民館 ☎3926-7217
　中村橋福祉ケアセンター（心身障害者福祉センター） ☎3926-7211

区民事務所
練馬 区役所内 ☎3993-1111㈹
早宮 早宮1-44-19 ☎3994-6705
光が丘 光が丘区民センター2階 ☎5997-7711
石神井 石神井庁舎1階 ☎3995-1103

大泉 東大泉1-28-1
リズモ大泉学園4階 ☎3922-1171

関 関区民センター1階 ☎3928-3046

土木出張所
東部 豊玉中3-28-8 ☎3994-0083
西部 石神井町3-30-26 ☎3995-0083

保健所・保健衛生施設
練馬区保健所 区役所内 ☎3993-1111㈹

FAX5984-1211

生活衛生課石神井分室 石神井町7-3-28
（石神井保健相談所内） ☎3996-0633

豊玉保健相談所 豊玉北5-15-19�
豊玉すこやかセンター内

☎3992-1188
FAX3992-1187

北保健相談所 北町6-35-7 ☎3931-1347
FAX3931-0851

光が丘保健相談所 光が丘区民センター内 ☎5997-7722
FAX5997-7719

石神井保健相談所 石神井町7-3-28 ☎3996-0634
FAX3996-0590

大泉保健相談所 大泉学園町5-8-8 ☎3921-0217
FAX3921-0106

関保健相談所 関町東1-27-4 ☎3929-5381
FAX3929-0787

総合福祉事務所
練馬※ 区役所内
光が丘※ 光が丘区民センター内
石神井※ 石神井庁舎内
大泉※ 東大泉1-29-1�ゆめりあ1内
※各係への直通電話番号�⇨149p参照

地域包括支援センター（医療と介護の相談窓口）
第2育秀苑 羽沢2-8-16 ☎5912-0523
桜台

（街かどケアカフェさくら）桜台1-22-9 ☎5946-2311

豊玉 豊玉南3-9-13 ☎3993-1450
練馬 練馬2-24-3 ☎5984-1706
練馬区役所 区役所内東庁舎5階 ☎5946-2544
中村橋

（街かどケアカフェつつじ）中村橋区民センター内 ☎3577-8815

北町 北町2-26-1 ☎3937-5577
北町はるのひ

（街かどケアカフェはるのひ）北町6-35-7 ☎5399-5347

田柄 田柄4-12-10 ☎3825-2590
練馬高松園 高松2-9-3 ☎3926-7871
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5968-4035
光が丘南 光が丘3-3-1-103 ☎6904-0312
第3育秀苑 土支田1-31-5 ☎6904-0192
練馬ゆめの木 大泉町2-17-1 ☎3923-0269
高野台

（街かどケアカフェこぶし）高野台1-7-29 ☎5372-6300

石神井 石神井庁舎内 ☎5923-1250
フローラ石神井公園 下石神井3-6-13 ☎3996-0330
第二光陽苑 関町北5-7-22 ☎5991-9919
関町 関町南4-9-28 ☎3928-5222
上石神井 上石神井1-6-16 ☎3928-8621
やすらぎミラージュ 大泉町4-24-7 ☎5905-1190
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3924-2006
大泉学園 大泉学園町2-20-21 ☎5933-0156
南大泉

（街かどケアカフェけやき）南大泉5-26-19 ☎3923-5556

大泉 東大泉1-29-1
ゆめりあ1内 ☎5387-2751

原則として令和4年8月1日現在の情報を掲載して
います。
変更になる場合がありますのでご了承ください。

132

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   132２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   132 2022/08/01   15:37:012022/08/01   15:37:01



練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

高齢者施設・介護保険の施設
◆�はつらつセンター
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5997-7717
関 関区民センター内 ☎3928-1987
豊玉 豊玉中3-3-12 ☎5912-6401
大泉 大泉学園町1-34-20 ☎3867-3180

◆�敬老館（室）
栄町 栄町40-7 ☎3994-3286
中村 中村2-25-3
（令和4年度は機能転換工事のため休館）

南田中 南田中5-15-25 ☎3995-5538
高野台 高野台2-25-1 ☎3996-5135
三原台 三原台2-11-29 ☎3924-8834
石神井 石神井町7-28-21 ☎3996-2900
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8270
上石神井 上石神井1-6-16 ☎3928-8623
東大泉 東大泉7-20-1 ☎3921-9129
西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9545
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3925-7105
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080

◆�介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
練馬の丘キングス・ガーデン 練馬2-27-7 ☎6629-4599
育秀苑 桜台2-2-8 ☎3557-7637
第2育秀苑 羽沢2-8-16 ☎3991-0523
あおぞら縁小竹テラス 小竹町1-29-1 ☎6909-3932
豊玉南しあわせの里 豊玉南2-26-6 ☎5946-2323
富士見台 富士見台1-22-4 ☎5241-6010
フローラ石神井公園 下石神井3-6-13 ☎3996-6600
上石神井 上石神井2-17-23 ☎5903-3051
上石神井幸朋苑 上石神井3-2-18 ☎5991-1331
石神井台秋月 石神井台6-1-11 ☎5935-8928
第二光陽苑 関町北5-7-22 ☎5991-9917
関町 関町南4-9-28 ☎3928-8115
こぐれの里 大泉学園町2-26-28 ☎3925-0477
こぐれの杜 大泉学園町5-18-41 ☎5935-9158
さくらヶ丘 大泉学園町5-30-36 ☎3978-1094
やすらぎの里大泉 大泉学園町7-12-32 ☎5387-5577
やすらぎグランデ 大泉学園町8-9-30 ☎5947-5580
おおいずみの里 大泉町4-20-7 ☎6904-6602
やすらぎミラージュ 大泉町4-24-7 ☎5905-1191
大泉 東大泉2-11-21 ☎5387-2201
やすらぎシティ東大泉 東大泉7-27-49 ☎3978-5100
南大泉かがやきの里 南大泉3-19-31 ☎3867-2555
サンライズ大泉 西大泉4-20-17 ☎5935-7401
光陽苑 西大泉5-21-2 ☎3923-5264

田柄 田柄4-12-10 ☎3825-1551
練馬高松園 高松2-9-3 ☎3926-8341
第2練馬高松園 高松2-9-19 ☎5987-2333
第3練馬高松園 高松2-30-8 ☎5848-8000
第3育秀苑 土支田1-31-5 ☎6904-0105
ケアホーム練馬 土支田2-13-17 ☎6311-7000
タムスさくらの杜練馬 土支田2-16-27 ☎5935-6397
タムスさくらの杜練馬アネックス 土支田2-36-16 ☎5935-6705
土支田創生苑 土支田3-4-20 ☎3978-0801
みさよはうす土支田 土支田3-27-27 ☎5947-2555
練馬キングス・ガーデン 早宮2-10-22 ☎5399-2201
練馬いやし園 早宮3-13-35 ☎5912-0245

◆�介護老人保健施設
ミレニアム桜台 桜台2-1-13 ☎5946-5508
リハビリパーク練馬 豊玉北1-20-20 ☎6914-8760
カタクリの花 高野台5-32-12 ☎5393-6201
神石 上石神井3-33-6 ☎3594-0088
エスポワール練馬 関町東1-1-9 ☎5903-5267
ライフサポートねりま 大泉学園町7-3-28 ☎5935-6713
大泉学園ふきのとう 大泉学園町8-24-25 ☎3924-2215
練馬ゆめの木 大泉町2-17-1 ☎3923-0222
みんなの笑顔 東大泉5-29-13 ☎3921-2525
葵の園・練馬 春日町4-37-30 ☎5971-1166
第二橘苑 北町2-32-14 ☎5921-3722
橘苑 北町3-7-22 ☎5921-3722
平和台アバンセ 平和台1-16-12 ☎5922-2300
ライフサポートひなた 氷川台2-14-3 ☎5922-6788

◆�介護療養型医療施設
練馬さくら病院 北町3-7-19 ☎3931-1101

◆�区立デイサービスセンター
豊玉 豊玉南3-9-13 ☎3993-1341
練馬 練馬2-24-3 ☎5984-1701
錦 錦2-6-14 ☎3937-5031
練馬中学校 高松1-24-1 ☎5241-5451
高松 高松6-3-24 ☎3995-5107
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5997-7706
土支田 土支田2-40-18 ☎5387-6760
高野台 高野台5-24-1 ☎5923-0831
東大泉 東大泉5-15-2 ☎5387-1021

障害者関係
中村橋福祉ケアセンター
（心身障害者福祉センター）中村橋区民センター内 ☎3926-7211

こども発達支援センター 光が丘3-1-1 ☎3975-6251
谷原フレンド 谷原5-6-5 ☎5910-8488
心身障害者福祉集会所 光が丘区民センター内 ☎5997-9700
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練馬区わたしの便利帳

◆ 身体障害者相談員
［練馬地区］
馬場　規子 桜台4丁目 肢体 ☎3948-0855
関　　裕子 羽沢2丁目 肢体 ☎3994-9063
三好　俊行 豊玉上2丁目 視覚 ☎090-5789-1082
市川　明臣 上石神井3丁目 聴覚 FAX3928-7033

［光が丘地区］
山岸由香里 旭町2丁目 肢体 ☎5934-2876
河辺　豊子 土支田2丁目 視覚 ☎090-8744-5525
目黒　和子 大泉学園町2丁目 聴覚 FAX6904-5928

［石神井地区］
佐野　朋子 石神井台5丁目 肢体 ☎5934-5256
河相富貴子 下石神井4丁目 視覚 ☎3928-9938
関口　方子 石神井町1丁目 聴覚 FAX3997-1058

［大泉地区］
岩井　聡子 東大泉6丁目 肢体 ☎3921-5556
並木　真純 大泉学園町8丁目 肢体 ☎5387-9884
的野　碩郎 東大泉5丁目 視覚 ☎090-4957-0713
秋本　浩一 豊玉北6丁目 聴覚  ☎/FAX3994-1699

肢体 肢体不自由　　 視覚 視覚障害　　 聴覚 聴覚障害

◆ 精神障害者相談員
［全地区］
松澤　　勝 ☎070-4097-2801
轡田　英夫 ☎070-3975-9372
工藤　邦子 ☎070-3991-4924
渡邉ミツ子 ☎070-3965-8791
吉井　美惠 ☎070-4076-9647
※精神障害者相談員の相談時間は、月曜〜金曜の午前10時〜午後5時

◆ 福祉作業所・福祉工房
大泉（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-6193
北町 北町8-2-12 ☎3559-0361

（令和5年1月から令和5年12月まで光が丘第七小学校跡施設（光
が丘2-6-1）に移転）

白百合 石神井町5-13-10 ☎3995-7796
かたくり 大泉町3-27-10 ☎5387-4610
貫井福祉工房 貫井2-16-12 ☎5987-0401

◆ 福祉園
氷川台 氷川台2-16-2 ☎3931-0167
光が丘 光が丘2-4-10 ☎3976-5100
石神井町 石神井町2-12-5 ☎5393-7438
関町 関町南3-15-35 ☎3594-0217
大泉町 大泉町3-29-20 ☎5387-4681
大泉学園町 大泉学園町3-9-20 ☎3923-8540
貫井 貫井2-16-12 ☎5987-0400
田柄（民設） 田柄3-14-9 ☎3577-2201

◆ 障害者地域生活支援センター
生活支援センター
きらら

豊玉北5-15-19
豊玉すこやかセンター6階

☎3557-9222
FAX3557-2090

生活支援センター
すてっぷ 光が丘区民センター6階 ☎5997-7858

FAX5997-7857
生活支援センター
ういんぐ 石神井保健相談所内 ☎3997-2181

FAX3997-2182

生活支援センター
さくら

東大泉5-35-2
地域子ども家庭支援
センター大泉内

☎3925-7371
FAX3925-7386

◆ 短期入所・日中一時支援
しらゆり荘 練馬3-20-7 ☎3948-0090
大泉つつじ荘
（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-7658

◆ 特定相談支援・障害児相談支援
大泉つつじ荘
（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-7666

◆ 多機能拠点整備型地域生活支援拠点
ゆめの園上宿ホーム
（民設） 北町2-30-5 ☎6912-3218

◆ 知的障害者相談員
［練馬地区］
無津呂　緑 石神井町3丁目 ☎3996-8442
田村　恭子 向山4丁目 ☎3998-0466
萩原　信子 北町8丁目 ☎3559-9901
山森　裕子 南大泉5丁目 ☎5933-1883

［光が丘地区］
青田なつ子 大泉町2丁目 ☎3867-7857
内田美紗子 土支田4丁目 ☎5935-6851
倉園久美子 光が丘3丁目 ☎3976-6994

［石神井地区］
加藤　博子 下石神井1丁目 ☎5393-6936
本橋　広美 谷原5丁目 ☎4361-2828
横井　紀子 石神井町1丁目 ☎3996-5156

［大泉地区］
香川　文衣 大泉町4丁目 ☎6338-7849
河野美津江 西大泉4丁目 ☎3921-3889
三上　久美 南大泉1丁目 ☎6904-6960
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

光が丘プレパひろば 旭町1-16-1 ☎3976-3113
かるがも親子の家 北町2-21-5 ☎090-5777-0104

かるがも親子・氷川台 氷川台3-24-17�
石野ビル1階 ☎3934-5314

ほっぷ・すてっぷ 南田中1-6-14
ヒカリハイム102 ☎3995-1720

千川バンビ 下石神井1-1-3 ☎6807-0977
未来こどもランド
すまいる石神井 石神井町3-27-14 ☎3995-5575

未来こどもランド
すまいる高野台

高野台3-12-9
メゾン・ド・サントロペ1階 ☎5923-7555

あいあいあい石神井台 石神井台5-9-6 ☎6767-2588
あいあいあい南大泉 南大泉1-44-16 ☎6750-7081

あいあいあい東大泉 東大泉3-41-7�
和田ビル201 ☎3924-3508

3丁目いすきあ 東大泉3-11-7 ☎6755-6029
大泉子育てのひろば
わとと 大泉学園町7-13-17 ☎5935-7453

◆�区立保育園��※は一時預かり実施保育園
豊玉 豊玉中4-13-6 ☎3991-4484

豊玉第二※ 豊玉北6-17-9
一時預かり専用電話

☎3992-3322
☎3992-3337

豊玉第三 豊玉南3-32-37 ☎3991-6762
豊玉第四 豊玉中1-9-11 ☎3948-2391
練馬 練馬2-13-3 ☎3991-5133
桜台 桜台5-41-12 ☎3993-6735
桜台第二 桜台3-39-17 ☎3993-5126
栄町 栄町40-7 ☎3994-3285
平和台 平和台2-18-14 ☎3932-1484
氷川台 氷川台4-47-12 ☎3931-2603
氷川台第二 氷川台2-16-14 ☎3932-6227
北町 北町3-3-14 ☎3933-6497
北町第二 北町1-19-17 ☎3931-3318
向山 向山1-5-7 ☎3970-6088
春日町 春日町5-17-10 ☎3990-1843
春日町第二 春日町1-29-8 ☎3990-3325
春日町第三 春日町5-30-5 ☎3926-5461
早宮 早宮3-13-31 ☎3993-3151
貫井 貫井4-24-9 ☎3990-3320
貫井第二 貫井4-13-4 ☎3990-8291
田柄 田柄4-36-4 ☎3939-4519
田柄第二 田柄2-6-22 ☎3938-8100
光が丘 光が丘1-3-104 ☎3975-7139
光が丘第二 光が丘1-6-3-101 ☎3977-1311
光が丘第三 光が丘3-3-2-101 ☎3976-4551
光が丘第四 光が丘7-3-1-102 ☎3976-1562
光が丘第五 光が丘7-3-3-101 ☎3976-6316
光が丘第六 光が丘7-7-2-101 ☎3976-6321
光が丘第七 光が丘2-7-4-105 ☎3976-7291

福祉関係団体・その他の施設
練馬区
シルバー人材センター

豊玉北5-29-8
練馬センタービル5階 ☎3993-7168

練馬区社会福祉協議会 

豊玉北5-14-6
新練馬ビル5階

☎3992-5600
権利擁護センター
ほっとサポートねりま ☎5912-4022

障害者就労支援センター
（レインボーワーク） ☎3948-6501

生活サポートセンター 区役所内西庁舎3階 ☎3993-9963
練馬区社会福祉事業団 光が丘6-4-1 ☎6758-0140
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080
富士見台
聴こえとことばの教室 富士見台2-34-4 ☎3998-4321

子ども関係（保育・あそび・相談）
◆�子ども家庭支援センター
子ども
家庭支援センター

豊玉北5-28-3 ☎3993-8155
石神井庁舎内 ☎3995-1108

地域子ども
家庭支援センター 練馬

練馬1-17-1
ココネリ4階 ☎6758-0141

練馬区ファミリー
サポートセンター 豊玉北5-18-12 ☎3993-4100

地域子ども
家庭支援センター光が丘 光が丘区民センター6階 ☎5997-7759

地域子ども
家庭支援センター貫井

貫井3-25-15
ふじみランドマンション1階 ☎3577-9820

地域子ども
家庭支援センター大泉 東大泉5-35-1 ☎3925-6713

地域子ども
家庭支援センター関 関町北1-21-15 ☎5927-5911

◆�子育てのひろば「ぴよぴよ」
練馬ぴよぴよ（一時預かり室）練馬1-17-1ココネリ4階 ☎6758-0142

練馬ぴよぴよ（ひろば室）豊玉北5-18-12 ☎3993-8200
光が丘ぴよぴよ（一時預かり室）光が丘区民センター6階 ☎5997-7763
光が丘ぴよぴよ（ひろば室）光が丘5-2-5-105 ☎3979-8101

貫井ぴよぴよ 貫井3-25-15
ふじみランドマンション1階 ☎3577-9823

大泉ぴよぴよ 東大泉5-35-1 ☎3925-6716
関ぴよぴよ 関町北1-21-15 ☎5991-4711
西大泉ぴよぴよ 西大泉1-27-10 ☎3978-8881
光が丘児童館ぴよぴよ 光が丘1-3-1 ☎3975-7137
北大泉児童館ぴよぴよ 大泉町4-15-15 ☎3921-4856
田柄地区区民館ぴよぴよ 田柄3-28-13 ☎3926-4934
春日町南地区区民館
ぴよぴよ 春日町5-20-25 ☎3926-4974

立野地区区民館ぴよぴよ 立野町15-42 ☎3928-6217

◆�民設子育てのひろば
さくらひろば 豊玉北1-12-3 ☎5999-0209
小竹プレパひろば 小竹町2-25-3 ☎070-1392-7517

135

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   135２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   135 2022/08/03   14:37:042022/08/03   14:37:04



練馬区わたしの便利帳

光が丘第八 光が丘5-2-3 ☎3979-9215
光が丘第九 光が丘2-4-9 ☎3976-9011
光が丘第十 光が丘3-7-3-101 ☎5997-6011
光が丘第十一 光が丘2-4-11-101 ☎5997-6021
旭町 旭町3-11-6 ☎3938-3680
旭町第二 旭町1-33-22-107 ☎3977-1611
高松 高松3-24-27 ☎3999-7910
土支田 土支田2-32-8 ☎3925-4787
谷原 谷原5-16-41 ☎3996-0020
富士見台こぶし 富士見台3-10-1 ☎3926-1071
南田中 南田中5-25-16 ☎3996-7800
南田中第二 南田中3-31-4 ☎3997-3568
高野台 高野台3-25-17 ☎3996-4615
上石神井 上石神井4-21-3 ☎3920-3567
上石神井第二 上石神井1-5-3 ☎3929-3247
上石神井第三 石神井台4-5-20 ☎3928-1451
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8271
石神井台第二 石神井台6-2-10 ☎3925-8301
石神井町つつじ 石神井町8-1-10 ☎3997-8646
石神井町さくら 石神井町7-25-45 ☎3997-0070
下石神井第三 下石神井6-8-15 ☎3904-3061
関町 関町南3-9-29 ☎3929-2600
関町第二 関町北3-20-30 ☎3928-1487
関町第三 関町北5-4-12 ☎3929-3285
東大泉 東大泉3-59-2 ☎3924-0966
東大泉第二 東大泉7-20-1 ☎3921-9126

東大泉第三※ 東大泉2-42-5
☎3922-0550
☎3922-0577
（一時預かり専用電話）

西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9500
南大泉 南大泉5-26-7 ☎3921-4851
北大泉 大泉町4-15-15 ☎3921-4852
大泉学園 大泉学園町8-9-5 ☎3922-3811

◆�私立保育園��※は一時預かり実施保育園
Nicot練馬 練馬1-11-1 ☎5946-9909
ナーサリールーム
ベリーベアー練馬 練馬1-17-1��4階 ☎5946-6712

練馬和光 練馬1-18-21 ☎3992-8279
アスクねりま三丁目 練馬3-4-5 ☎5912-5011
練馬駅前おひさま 練馬3-18-5 ☎5999-0135
アンミッコ 練馬4-25-14 ☎5946-9335
グローバルキッズ桜台 桜台1-46-4 ☎6915-8827
にじいろ保育園
新桜台※ 桜台2-3-8 ☎6915-8290

アンジェリカ桜台 桜台2-34-9 ☎6914-5368
ぶどうの木保育園分園
新桜台 羽沢1-19-11 ☎6914-5281

ぶどうの木 羽沢2-12-9 ☎3991-3745
太陽の子羽沢 羽沢2-20-20 ☎5946-9121
ぶどうの木保育園分園
羽沢 羽沢2-26-15 ☎5912-0012

にじのいるか保育園
氷川台※ 羽沢3-26-3 ☎6914-5801

まちの保育園
小竹向原 小竹町2-40-5 ☎6909-3201

ベネッセ練馬えこだ 旭丘1-40-9 ☎5983-7855
太陽の子江古田 栄町31-10 ☎5946-9233
マグハウス江古田

（分園） 豊玉上1-8-18 ☎6914-7370

マグハウス江古田 豊玉北1-6-2 ☎6914-6160
ソラスト新江古田 豊玉北2-17-11��1・2階 ☎5912-0880
さくらさくみらい 豊玉北 豊玉北3-3-11 ☎5946-9839
豊玉北えほん 豊玉北4-4-2 ☎6914-8196

チェリーチャイルド 豊玉北4-12-11
桜台1-5-11 ☎3948-4653

ポピンズナーサリー
スクール桜台 豊玉北4-13-15 ☎5912-2101

さくらさくみらい
練馬

豊玉北4-33-17��1階
豊玉中2-11-13 ☎3948-2239

太陽の子豊玉北 豊玉北5-6-14��1・2階 ☎5912-0057
アスク豊玉中※ 豊玉中1-2-7 ☎3557-5755
アスクとよたま一丁目 豊玉中1-5-10 ☎5912-2550
練馬二葉 豊玉南3-31-15 ☎3993-5540
風の子 貫井1-5-7 ☎3990-3920
保育所まぁむ
中村橋駅前園 貫井1-17-4 ☎5933-9243

Nicot富士見台 貫井1-30-5 ☎5987-2185
ソラスト中村橋 向山1-13-2 ☎3577-8571
ナーサリールーム
ベリーベアー練馬（分園）向山3-1-31 ☎5848-3220

さくらさくみらい
中村北 中村北1-11-20 ☎5848-5939

みらいく中村橋園 中村北3-17-10 ☎5848-7107
アートチャイルドケア
中村橋 中村北4-4-13��2階 ☎3825-6667

にじいろ保育園
中村一丁目 中村1-15-29 ☎5848-5681

にじいろ保育園
練馬中村 中村1-19-9 ☎5848-7281

みらいく中村2丁目園 中村2-23-10 ☎5848-5310

ベネッセ中村橋※ 中村3-3-9
一時預かり専用電話

☎3577-9235
☎3577-9234

平和 中村南2-24-3 ☎3990-6358
ピジョンランド
練馬高野台 高野台1-3-7��2階 ☎3996-5231

ベネッセ練馬高野台 高野台1-3-8 ☎5923-6115
ピノキオ幼児舎
練馬高野台 高野台1-8-9��1階 ☎5923‐7022

あい保育園高野台 高野台2-9-9 ☎5923-9874
青い鳥 富士見台2-34-3 ☎3998-1461
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

アスク大泉学園 大泉学園町2-30-44 ☎5935-1555
マーガレット 大泉学園町6-15-34 ☎3924-2003
グローバルキッズ
大泉園※ 大泉学園町7-6-27 ☎3978-6133

マーガレット（分園） 大泉町3-16-23
（大泉第一小学校内） ☎5387-3114

大泉にじのいろ※ 大泉町6-30-3 ☎5933-2788
にじいろ保育園東大泉 東大泉1-12-10 ☎5935-8675
ベネッセ大泉学園 東大泉1-17-3 ☎5947-6066
ゆらりん大泉学園 東大泉1-27-9��1・2階 ☎6904-6441
太陽の子東大泉 東大泉2-9-16 ☎5947-5880
にじいろ保育園
大泉学園 東大泉2-15-15 ☎5935-8576

大泉 東大泉5-38-24 ☎3922-0875
にじいろ保育園
大泉学園南※ 東大泉6-34-18 ☎6904-4530

ラフ・クルー大泉 東大泉6-34-43 ☎6904-6457
わらべうた大泉学園 東大泉6-47-13 ☎6904-4967
さんさん森の保育園
東大泉 東大泉6-51-3 ☎3867-7800

共同保育所ごたごた荘 東大泉7-2-3 ☎3867-2021
くりのみ 東大泉7-14-13 ☎3925‐5435
コビープリスクール
みなみおおいずみ※ 南大泉2-3-42 ☎6904-5744

南大泉にじのいろ※ 南大泉3-17-21 ☎3925-8851
ミルキーホーム
南大泉園 南大泉4-30-12 ☎6904-6691

妙福寺※ 南大泉5-6-47 ☎3922-3368
みらいく第二南大泉園 南大泉5-36-10 ☎6904-5061
みらいく南大泉園 南大泉5-36-12 ☎6904-6735
Cha Cha Children
Oizumi※ 西大泉5-30-13 ☎5947-6640

さくらさくみらい　旭町 旭町2-46-2 ☎6904-3639
あかねの森※ 光が丘6-1-1-101 ☎6904-2171
光が丘わかば※ 光が丘7-6-19-101 ☎3976-6556

アンジェリカ田柄※ 田柄1-6-3
一時預かり専用電話

☎6909-2641
☎6909-2649

エンゼル 田柄2-37-10 ☎3938-6401
さくらさくみらい
田柄 田柄2-50-2 ☎6904-2239

さくらさくみらい　光が丘 田柄5-6-20 ☎5848-2639
木下の保育園春日町 春日町1-13-3 ☎5848-6102
春アンミッコ 春日町3-31-42 ☎5848-3905

どんぐり山※ 春日町4-1-13
一時預かり専用電話

☎3825-3550
☎3825-3561

グローバルキッズ
練馬春日町園 春日町5-31-23��2階 ☎3577-0404

グローバルキッズ
光が丘園※ 春日町6-16-8 ☎3990-8686

にじいろ保育園
練馬高松※ 高松1-4-14 ☎5848-7973

さくらさくみらい
高野台 富士見台3-56-16 ☎6913-1539

わらべうた練馬高野台 富士見台3-59-14 ☎5923-7725
なんこう※ 富士見台4-5-14 ☎3990-1755
にじいろ保育園南田中 南田中1-9-3 ☎6913-1681
石神井 南田中5-20-2 ☎3996-0040
Nicot石神井公園 石神井町1-20-15 ☎5923-1631
さんさん森の保育園
石神井町 石神井町2-13-15��1階 ☎3904-0133

さんさん森の保育園
石神井公園

石神井町2-15-4��1階
石神井町2-17-4��1階 ☎3997-0107

きららっこ石神井公園 石神井町4-4-3��2階
石神井町2-15-12��1階 ☎3995-8585

ベネッセ石神井公園※ 石神井町5-2-23
一時預かり専用電話

☎5923-6077
☎5923-6215

さくらさくみらい
石神井公園 石神井町7-9-5 ☎6913-2639

にじいろ保育園
石神井町 石神井町8-22-14 ☎6913-3417

アスク石神井まち 石神井町8-53-32 ☎5923-0530
こまどりここわ 下石神井5-9-10 ☎6913-1564
にじいろ保育園
上石神井※ 上石神井1-37-18 ☎6904-7873

ピジョンランド
上石神井※ 上石神井2-11-9 ☎3928-1120

ベネッセ上石神井 上石神井3-1-9 ☎5927-5250
エンゼルベア
石神井※

上石神井3-6-35
一時預かり専用電話

☎5393-5395
☎6915-9779

はなさき保育園 
石神井台 石神井台1-15-1 ☎6913-1220

心羽えみの保育園
石神井台 石神井台3-36-10 ☎5923-1155

アスク上石神井 石神井台4-11-3 ☎5991-7797
アスク石神井台 石神井台6-7-17 ☎3924-5810
太陽の子石神井台 石神井台6-8-1 ☎5935-8608
コビープリスクール
しゃくじいだい 石神井台7-18-12 ☎5903-8145

ピノキオ幼児舎関町 関町北1-14-2 ☎5903-5586
にじいろ保育園関町北 関町北2-23-14 ☎6904-8256
愛里武蔵関 関町北4-21-7 ☎3594-0777
アスク関町北※ 関町北4-35-14 ☎5927-4681
にじいろ保育園関町北五丁目 関町北5-12-9 ☎6904-9550
いずみ 関町東1-21-4 ☎3928-6066
Ｃｈａ Cha Children
Musashiseki※ 関町東2-9-11 ☎5903-4870

ソラスト関町 関町東2-14-2 ☎5991-7001
コビープリスクール
せきまち※ 関町南3-15-38 ☎6904-8112

おはよう保育園関町南 関町南4-19-6��1階 ☎5903-9791
ＡＩＡＩ ＮＵＲＳＥＲＹ 大泉学園 大泉学園町1-1-7 ☎6904-5418

そあ季の花※ 大泉学園町2-22-14
一時預かり専用電話

☎3978-8008
☎5935-9558
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練馬区わたしの便利帳

道灌山 高松6-16-30 ☎5910-4671
みらいく高松園 高松6-28-29 ☎5923-9611
みらいく東武練馬園 北町2-22-3 ☎6906-8072
みらいく北町園 北町5-17-7 ☎6906-8215
最勝寺みのり 北町6-16-14 ☎3931-9444
アンジェリカ北町※ 北町8-3-18 ☎6906-4862
にじいろ保育園平和台 平和台1-31-9 ☎6281-0522
みらいく平和台園 平和台2-48-3 ☎6281-0171
まなびの森保育園
平和台 平和台4-11-3 ☎6915-7473

太陽の子平和台 平和台4-22-16 ☎6906-6645
にじいろ保育園
氷川台※ 氷川台4-49-24 ☎6281-0486

にじいろ保育園
氷川台駅前 氷川台4-53-17 ☎6914-8162

ベネッセ氷川台 早宮1-6-13 ☎5912-0415
練馬仲町 早宮2-3-22 ☎3933-0861
さくらさくみらい 早宮 早宮2-10-28 ☎3931-3839
にじいろ保育園早宮※ 早宮2-25-18 ☎6906-9631

◆�認証保育所
太陽保育園 栄町32-10 ☎3557-8077
城西桜台保育園 桜台2-46-11 ☎6915-8980
ピノキオ幼児舎
氷川台園

桜台3-12-2
リベール氷川台2階 ☎5946-3551

さつき保育園
練馬ルーム

桜台4-1-8
第5桜台ファミリー
マンション1階

☎3993-3500

保育ルームフェリーチェ
練馬中村橋園

貫井2-1-19
川島ビル2階 ☎3577-6540

エデュケアセンター・
光が丘 光が丘2-10-2 ☎3938-6961

ベビーステーション北町
（令和4年度末で閉園予定）

北町1-30-1
アーバンハイツノア
弐番館2階

☎5920-8025

ハイブリッドマム
平和台

北町6-27-11
パーチェフォレスタ1階 ☎6906-5343

キッズパオ
石神井あおぞら園

石神井町1-22-4
アリエル石神井公園1・2階 ☎6913-3050

石神井プチ・クレイシュ石神井町3-16-19パークサイドハイム1階 ☎3904-8255

さつき保育園
石神井公園ルーム

石神井町6-2-12
松本ビル2階 ☎5923-9850

ビーフェアこども
愛々保育園武蔵関

関町北2-27-11
トウセン関町ビル2階 ☎5927-5035

ソラスト武蔵関
関町北4-2-13
西武武蔵関
ステーションビル2階

☎5927-0667

太陽キッズ大泉学園 東大泉5-41-26
S&Y大泉学園ビル1階 ☎3923-8155

さんさん森の保育園
大泉学園

東大泉6-34-30�
SKビル2階 ☎5387-3780

ひまわりキッズルーム
大泉

東大泉6-52-1
WICSビル2階 ☎5933-0016

ビーフェアこども
愛々保育園南大泉

南大泉4-54-5
南大泉シティタワー2階 ☎3922-8322

◆�小規模保育事業（A型）
ロビン保育園江古田 旭丘1-58-13��2階 ☎3565-6061
練馬小竹
すずらん保育園 小竹町2-71-3 ☎5926-9762

たんぽぽ保育園 栄町46-1 ☎6914-9198
ロビン保育園桜台 豊玉上2-6-7 ☎3948-6162
ロビンフレンズ豊玉上 豊玉上2-17-1-101 ☎6914-5765
ウィズブック保育園
新江古田 豊玉北1-8-10-101 ☎4531-1080

むさし保育園 豊玉北4-27-16 ☎3992-0498
にじいろ保育ルーム練馬 豊玉北6-13-17-101 ☎5946-6505
にじいろ保育ルーム桜台 桜台3-42-6-107 ☎6914-7252
保育ルームさくらんぼ 桜台4-10-9 ☎3993-4655
ねりま王子保育園 練馬1-10-9 ☎3948-2341
ルーエ保育園 練馬4-19-7 ☎3948-7750
保育所まぁむ
中村橋向山園 向山1-14-5 ☎5848-9300

さつき保育園中村橋 貫井2-1-26 ☎5848-3678
ウィズブック保育園
富士見台Ⅰ 貫井3-3-8��1階 ☎6328-1923

ウィズブック保育園
富士見台Ⅱ 貫井3-3-8��2階 ☎6328-1930

おひさま保育園 貫井3-23-1 ☎3577-5385
錦いちご保育園 錦2-10-16-104 ☎6767-1500
フレンドキッズランド
練馬たがら園 田柄2-32-27 ☎6904-2650

フレンドキッズランド
田柄第二園 田柄2-53-7 ☎5967-1120

アイル平和台
小規模保育園 春日町2-14-45 ☎5848-5318

はなさき保育園
練馬春日町第一 春日町5-33-41 ☎5848-8486

はなさき保育園
練馬春日町第二 春日町5-33-41 ☎5848-8486

フレンドキッズランド
練馬高松園 高松3-3-2 ☎5848-8713

はなさき保育園光が丘 高松4-19-23 ☎5848-4051
ピーターパン
練馬北町園 北町2-13-11 ☎6906-6054

フレンドキッズランド
東武練馬園 北町2-33-1 ☎6912-3420

練馬北町
すずらん保育園 北町5-10-17 ☎6906-4640

ふるーる保育園赤塚駅前 北町8-37-15 ☎5921-5800
ミアヘルサ保育園
ひびき富士見台 富士見台2-2-25 ☎5848-3796

石神井公園こぐま保育園 石神井町3-30-18 ☎3904-4100
小規模保育園
手をつなご石神井台 石神井台3-31-4 ☎6767-1204

ふるーる保育園石神井台 石神井台5-22-41 ☎5927-5533
すまいる・ベリー保育園 上石神井1-11-13-102 ☎5903-4311
正光寺保育園上石神井園 上石神井3-34-12 ☎6904-8031
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

久保田浩美 谷原4丁目 ☎3995-4790
泉澤ひかる 三原台3丁目 ☎6670-7056
永嶋　恭子 石神井町2丁目 ☎6319-3214
山下　和美 石神井町8丁目 ☎3904-5612
細谷恵美子 石神井町8丁目 ☎3904-8323
木村　徳子 石神井台4丁目 ☎3929-8690
廣原　淳子※ 石神井台5丁目 ☎3920-6105
荻野　麻早 石神井台5丁目 ☎5903-9820
春日　郁代 石神井台6丁目 ☎5936-6240
中村　瑞穂 上石神井2丁目 ☎6753-6408
本橋　文子※ 下石神井6丁目 ☎3996-0432
伊藤　幸代 関町南1丁目 ☎6760-0822
髙木みゆき 東大泉1丁目 ☎5935-7067
安東久美子 東大泉2丁目 ☎3924-6360
張籠　由利 東大泉3丁目 ☎6754-5760
山田奈保美 東大泉3丁目 ☎3925-4560
加藤　悦子 東大泉6丁目 ☎3922-0898
池野　庸子 西大泉4丁目 ☎5905-7285
清水　理子 西大泉6丁目 ☎3921-5483
菊地友里恵 南大泉1丁目 ☎3922-5547
栁橋　明美 南大泉3丁目 ☎3925-9781
加賀美美帆 大泉町1丁目 ☎070-3234-9503
永嶋佐知子 大泉町2丁目 ☎5387-5430
加藤　典子 大泉町3丁目 ☎5387-9246
安木多希子※ 大泉町5丁目 ☎3978-2833
河村　孝子 大泉学園町1丁目 ☎3978-0927
吉川　朋子 大泉学園町2丁目 ☎5905-2610
齋藤　知香 大泉学園町4丁目 ☎5935-8449
木野内華恵 大泉学園町6丁目 ☎6753-9644
藤田　美紗 大泉学園町8丁目 ☎6794-2989

◆�児童館（室）
栄町 栄町40-7 ☎3994-3287
中村 中村2-25-3 ☎3998-4890
平和台 平和台2-18-14 ☎3933-0297
北町 北町1-19-17 ☎3931-5481
北町はるのひ 北町6-35-7 ☎3933-5100
光が丘 光が丘1-3-1 ☎3975-7137
光が丘なかよし 光が丘区民センター内 ☎5997-7720
土支田 土支田2-32-8 ☎3925-4784
南田中 南田中5-15-25 ☎3995-5534
三原台 三原台2-11-29 ☎3924-8796
石神井 石神井町7-28-21 ☎3996-3800
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8267
関町 関町南4-15-7-102 ☎3920-1601
上石神井 上石神井1-5-2 ☎3929-0999
東大泉 東大泉7-20-1 ☎3921-9128
西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9537
北大泉 大泉町4-15-15 ☎3921-4856
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080

アイル下石神井
小規模保育園 下石神井4-27-18 ☎6913-3161

コビープリスクール
せきまちアネックス 関町南3-11-16-501 ☎6904-8751

キッズフィールド
練馬関町北園 関町北1-3-11 ☎6904-8798

立野かがやき保育園 立野町10-38 ☎6279-7378
さつき保育園大泉学園 東大泉1-35-14��3階 ☎5935-6722

◆�小規模保育事業（B型）
いなほ保育園 桜台2-36-9 ☎5946-9462
練馬さくらんぼの森保育園 練馬3-22-3 ☎3994-3611
第一豊島園らる
小規模保育園 練馬4-21-20��1階 ☎6914-9201

第二豊島園らる
小規模保育園 練馬4-21-20��1階 ☎6914-9202

南大泉らる
小規模保育園 南大泉3-27-18-104 ☎5935-6410

◆�小規模保育事業（C型）
保育ルームぷてぃぱ 豊玉南3-31-15��1階 ☎3993-5540

◆�事業所内保育事業
順天堂大学練馬病院
保育所ぴのぴの 高野台1-8-15 ☎5923-3111㈹

ヤクルト南田中保育園 南田中2-23-12��2階 ☎3997-8034

◆�居宅訪問型保育事業
障害児訪問保育
アニー ☎6811-0907

ポピンズナニーサービス ☎3447-2292
ル・アンジェ
訪問保育サービス ☎3477-1287

つなぐん ☎5994-3113
eキッズ居宅訪問保育 ☎6384-2440

◆�家庭的保育者（保育ママ）��※は令和4年度末で廃業予定
藤井恵美子 栄町 ☎3993-3608
島田みつる 豊玉上2丁目 ☎3948-5733
阿見恵美子 中村2丁目 ☎6326-6594
福尾　尚子 中村3丁目 ☎3990-1560
杉浦　幸枝 桜台2丁目 ☎3557-5410
細山眞理子 桜台3丁目 ☎3557-5959
伊藤ちあき 練馬1丁目 ☎3992-6270
秋田　厚子 向山2丁目 ☎3970-6705
関口　順子 貫井2丁目 ☎6763-8020
櫻井　玲子 貫井3丁目 ☎6767-5433
吉田　綾子 貫井4丁目 ☎3990-4875
西田美佐子 平和台1丁目 ☎5399-4251
鈴木みどり 早宮1丁目 ☎3994-4652
根本　敏江※ 春日町4丁目 ☎6764-5606
三上　雅子 春日町6丁目 ☎6760-3000
市川　礼子 土支田2丁目 ☎6755-5383
髙島　紀子 土支田4丁目 ☎6319-6186
前川原早紀 富士見台1丁目 ☎6875-6465
遠藤　由恵 富士見台2丁目 ☎6331-4144
伊倉　恵美 高野台3丁目 ☎080-6555-0791
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練馬区わたしの便利帳

◆�学童クラブ��※は「にこにこ」も実施
栄町児童館※ 栄町40-7 ☎3994-3287
豊玉南小※ 豊玉南2-14-1 ☎3993-0044
豊玉※ 豊玉南3-32-11 ☎3991-2580
中村児童館※ 中村2-25-3 ☎3998-4890
中村児童館第二 中村2-25-3 ☎3998-4890
桜台地区区民館※ 桜台3-39-17 ☎3993-5462
厚生文化会館※ 練馬4-2-3 ☎3991-3080
貫井地区区民館※ 貫井1-9-1 ☎3926-7218
氷川台地区区民館※ 氷川台2-16-14 ☎3932-2065
平和台児童館※ 平和台2-18-14 ☎3550-8058
早宮さくら※ 早宮3-13-31 ☎3993-3153
早宮小※ 早宮4-10-17 ☎5999-9531
高松地区区民館※ 高松3-24-27 ☎3999-7911
北町児童館※ 北町1-19-17 ☎3931-5481
北町はるのひ児童館※ 北町6-35-7 ☎3933-5100
光が丘どんぐり※ 光が丘3-8-12 ☎3939-8568
光が丘すみれ※ 光が丘5-2-5-104 ☎3976-8231
光が丘あさがお※ 光が丘5-5-5 ☎3976-6345
土支田児童館※ 土支田2-32-8 ☎3925-4794
南が丘小※ 南田中2-13-1 ☎3995-7138
南田中児童館※ 南田中5-15-25 ☎3995-5534
谷原あおぞら※ 谷原5-6-5 ☎3996-9500
三原台児童館※ 三原台2-11-29 ☎3924-8796
泉新小※ 三原台3-18-30 ☎5387-0775
石神井児童館※ 石神井町7-28-21 ☎3996-3800
石神井町※ 石神井町8-1-10 ☎3995-8424
石神井小 石神井台1-1-25 ☎5393-1909
石神井小第二 石神井台1-1-25 ☎3995-1565
石神井台児童館※ 石神井台2-18-13 ☎3995-8267
石神井台けやき※ 石神井台6-2-10 ☎3924-1882
下石神井地区区民館※ 下石神井6-8-15 ☎3904-5062
関町北地区区民館※ 関町北4-12-21 ☎3594-2604
関町北※ 関町北5-4-12 ☎3929-3290
関町児童館※ 関町南4-15-7-102 ☎3920-1601
上石神井児童館※ 上石神井1-5-2 ☎3929-6943
東大泉児童館※ 東大泉7-20-1 ☎3921-8100
東大泉児童館第二 東大泉7-20-1 ☎3921-8100
大泉西小※ 西大泉4-25-2 ☎3925-8755
西大泉地区区民館※ 西大泉5-3-32 ☎3921-6494
大泉第二小※ 南大泉4-29-11 ☎3924-8771
大泉桜学園※ 大泉学園町9-2-12 ☎3924-8411

◆�ねりっこクラブ��※は「にこにこ」も実施
豊玉小※ 豊玉中4-2-20 ☎3993-6200
豊玉第二小※ 豊玉上2-16-1 ☎3994-6764
豊玉東小 豊玉北1-16-1 ☎6914-9188
中村小※ 中村2-8-1 ☎3577-0530
中村西小※ 中村北4-17-1 ☎3990-2977
開進第一小※ 早宮2-1-31 ☎3931-5482
開進第二小※ 桜台5-10-5 ☎3994-6814
開進第三小 桜台2-18-1 ☎3993-2653
開進第四小※ 羽沢2-33-1 ☎3994-3008
仲町小 氷川台2-18-24 ☎3550-9539
北町小 北町1-14-11 ☎3550-8057
北町西小※ 北町7-3-8 ☎3931-5148
練馬小※ 春日町6-11-36 ☎3970-8654
練馬第二小 貫井2-31-13 ☎3999-1190
練馬東小※ 春日町1-30-11 ☎3970-0820
田柄小※ 田柄2-19-34 ☎3975-5436
田柄第二小※ 田柄1-5-27 ☎5997-0023
向山小※ 向山2-14-11 ☎3926-0958
旭町小※ 旭町2-29-1 ☎3975-5438
高松小※ 高松3-16-1 ☎3998-1020
春日小※ 春日町5-12-1 ☎3926-7414
光が丘春の風小※ 光が丘7-3-3-102 ☎5997-7171
光が丘夏の雲小 光が丘3-6-1 ☎5998-1113
光が丘秋の陽小 光が丘2-1-1 ☎3976-6106
光が丘第八小※ 光が丘1-4-1 ☎3930-1223
石神井東小※ 南田中3-9-1 ☎3995-6561
石神井西小※ 関町北1-1-5 ☎3594-8020
石神井台小※ 石神井台8-6-33 ☎3929-4926
上石神井小※ 上石神井4-10-4 ☎3928-4640
下石神井小 下石神井2-20-18 ☎3997-5101
谷原小※ 谷原2-9-26 ☎3904-2605
北原小※ 谷原4-9-1 ☎3904-5739
立野小※ 立野町17-6 ☎3920-2154
関町小※ 関町北3-23-34 ☎3929-0311
大泉小※ 東大泉4-25-36 ☎3921-3639
大泉第一小 大泉町3-16-23 ☎3925-2366
大泉第三小※ 大泉学園町3-22-2 ☎3921-7937
大泉第六小※ 南大泉5-25-29 ☎3978-0326
大泉東小※ 東大泉1-22-1 ☎3923-9214
大泉南小 東大泉6-28-1 ☎3922-1161
大泉北小※ 大泉町4-28-22 ☎3925-2690
大泉学園小※ 大泉学園町4-7-8 ☎3867-3561
大泉学園緑小※ 大泉学園町5-11-37 ☎3922-8662
富士見台小※ 富士見台4-16-10 ☎3999-5355
八坂小※ 土支田4-47-15 ☎5387-0712
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

◆�放課後児童等の広場（民間学童保育）事業実施施設
りっこう学童クラブ 小竹町2-43-12 ☎5986-0261
学童保育あそびーむ 羽沢3-39-15 ☎070-5021-3297
キッズボイス中村橋
学童クラブ

中村北4-2-6
LIVE�CITY90��1階 ☎5848-6786

colors桜台二丁目
学童クラブ

桜台2-46-12
ビアメゾン三井パート22��1階 ☎6914-5691

石保学童クラブ 南田中5-20-2 ☎3996-0040
明光学童クラブ
石神井公園

石神井町3-17-16
ニューハイツ石神井公園1階 ☎3904-5255

こどもフローラ 下石神井2-35-16 ☎3996-6699
コビーアフター
スクールせきまち 関町南3-11-16-501 ☎6904-8752

関町南アフター
スクール

関町南4-19-6
ブリリアシティ三鷹1階 ☎6904-8090

明光学童クラブ
大泉学園

西大泉1-1-16
リバーサイド本橋2階 ☎3978-0550

こどもくらぶ
じゃんけんぽん 西大泉2-12-5 ☎3925-2150

明光学童クラブ南大泉 南大泉4-55-6
杉本ビル1階 ☎3921-0025

キッズクラブどろちゃん 大泉町4-29-13 ☎5935-8910

◆�児童養護施設
東京都石神井学園 石神井台3-35-23 ☎3996-4191
錦華学院 小竹町1-60-8 ☎3955-0988

幼稚園・学校（教育施設）
◆�区立幼稚園
北大泉 大泉町2-46-6 ☎3925-6092
光が丘むらさき 光が丘3-3-5-101 ☎3976-7221
光が丘さくら 光が丘2-4-8-101 ☎3976-2562

◆�私立幼稚園
☆は認定こども園�
★♥は練馬こども園（★は3～5歳児、♥は3歳未満を受入）
江古田★ 旭丘1-68-2 ☎3951-6312
りっこう☆★ 小竹町2-43-12 ☎3972-1152
浄風 豊玉南1-7-18 ☎3993-6010
ビクター★ 桜台5-11-5 ☎3991-8090
武蔵野音楽大学第一 桜台6-13-3 ☎3991-0741
みのり★♥ 羽沢1-8-10 ☎3991-1058
北町カトリック★ 北町3-16-1 ☎3931-1661
不二★ 北町7-2-8 ☎3931-9234
信愛学舎みどり 平和台1-23-2 ☎3933-2650
寿福寺 春日町3-14-24 ☎3999-8739
寿福寺第二 春日町4-33-2 ☎3990-1987
田柄★ 田柄2-17-27 ☎3930-4406
向南★♥ 向山2-22-30 ☎3999-1939
練馬★ 高松1-10-5 ☎3999-4010

さかえ★ 高松4-8-13 ☎3999-3009
高松★ 高松6-16-28 ☎3996-8101
練馬白菊★ 土支田3-12-23 ☎3922-1835
旭★ 旭町3-31-3 ☎3939-1696
南光☆★ 富士見台4-11-3 ☎3990-5171
愛和★ 南田中2-23-30 ☎3996-8259
練馬ひかり★ 三原台1-11-34 ☎3924-8383
清心 石神井町6-20-12 ☎3996-0374
石神井 石神井町8-45-7 ☎3997-2539
白ふじ★♥ 石神井台4-21-22 ☎3920-4335
上石神井 石神井台8-10-28 ☎3920-5121
石神井南☆★ 下石神井4-21-23 ☎3995-4373
関町カトレヤ★ 関町南4-1-27 ☎3920-0316
関町ちぐさ 関町北2-11-3 ☎3920-9110
関町白百合 関町北4-16-50 ☎3920-1883
大泉文華 大泉学園町2-6-19 ☎3922-1003
大泉小鳩★ 大泉学園町3-17-67 ☎3924-8280
大泉学園★ 大泉学園町4-5-10 ☎3923-0123
大泉 東大泉1-27-30 ☎3922-0072
みずほ 東大泉5-27-8 ☎3922-1208
進 西大泉1-23-1 ☎3924-4423
大泉富士★ 南大泉2-31-20 ☎3925-2525
ほうや 南大泉4-45-5 ☎3922-3323
中里★ 大泉町1-19-6 ☎3922-0095

◆�区立小学校
旭丘 旭丘2-21-1 ☎3957-2151
小竹 小竹町2-6-7 ☎3956-8391
豊玉 豊玉中4-2-20 ☎3993-4286
豊玉第二 豊玉上2-16-1 ☎3993-0421
豊玉東 豊玉北1-16-1 ☎3993-4217
豊玉南 豊玉南2-14-1 ☎3993-6425
中村 中村2-8-1 ☎3990-4241
中村西 中村北4-17-1 ☎3990-4237
早宮 早宮4-10-17 ☎3993-5165
開進第一 早宮2-1-31 ☎3932-3170
開進第二 桜台5-10-5 ☎3993-2425
開進第三 桜台2-18-1 ☎3993-4263
開進第四 羽沢2-33-1 ☎3993-6153
仲町 氷川台2-18-24 ☎3932-5360
南町 練馬2-7-5 ☎3993-2438
北町 北町1-14-11 ☎3932-3296
北町西 北町7-3-8 ☎3932-7234
練馬 春日町6-11-36 ☎3990-4244
練馬第二 貫井2-31-13 ☎3990-4247
練馬第三 貫井1-36-15 ☎3970-5641
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練馬区わたしの便利帳

練馬東 春日町1-30-11 ☎3990-9142
田柄 田柄2-19-19 ☎3939-0351
田柄第二 田柄1-5-27 ☎3938-8826
向山 向山2-14-11 ☎3999-9145
豊溪 土支田2-26-28 ☎3925-2444
旭町 旭町2-29-1 ☎3939-0362
高松 高松3-16-1 ☎3999-3376
春日 春日町5-12-1 ☎3926-7102
光が丘四季の香 高松5-24-1 ☎3977-2711
光が丘春の風 光が丘7-2-1 ☎3976-5861
光が丘夏の雲 光が丘3-6-1 ☎5998-0501
光が丘秋の陽 光が丘2-1-1 ☎3976-6331
光が丘第八 光が丘1-4-1 ☎5997-4828
石神井 石神井台1-1-25 ☎3997-3277
石神井東 南田中3-9-1 ☎3997-3312
石神井西 関町北1-1-5 ☎3920-0382
石神井台 石神井台8-6-33 ☎3928-7124
上石神井 上石神井4-10-9 ☎3920-0805
上石神井北 石神井台5-1-32 ☎3920-1011
下石神井 下石神井2-20-18 ☎3997-5241
光和 石神井町2-16-34 ☎3997-3261
谷原 谷原2-9-26 ☎3997-3271
北原 谷原4-9-1 ☎3904-5172
立野 立野町17-13 ☎3920-9101
関町 関町北3-23-34 ☎3929-1290
関町北 関町北5-13-40 ☎3920-1027
大泉 東大泉4-25-1 ☎3924-0144
大泉第一 大泉町3-16-23 ☎3925-2455
大泉第二 南大泉4-29-11 ☎3924-2127
大泉第三 大泉学園町3-22-1 ☎3925-2466
大泉第四 西大泉1-24-1 ☎3925-2478
大泉第六 南大泉5-25-29 ☎3925-2471
大泉東 東大泉1-22-1 ☎3922-1355
大泉西 西大泉4-25-1 ☎3925-5832
大泉南 東大泉6-28-1 ☎3922-1371
大泉北 大泉町4-28-22 ☎3925-5912
大泉学園 大泉学園町4-7-1 ☎3923-0006
大泉学園緑 大泉学園町5-11-47 ☎3925-7233
大泉学園桜 区立小中一貫教育校の欄を参照
泉新 三原台3-18-30 ☎3925-4343
橋戸 大泉町2-11-25 ☎3925-8620
南田中 南田中5-15-37 ☎3997-1145
南が丘 南田中2-13-1 ☎3904-1282
富士見台 富士見台4-16-10 ☎3998-6351
八坂 土支田4-48-1 ☎3922-7625

◆�国立小学校
東京学芸大学附属大泉 東大泉5-22-1 ☎5905-0200

◆�私立小学校
東京三育 関町南2-8-4 ☎3920-2450

◆�区立中学校
旭丘 旭丘2-40-1 ☎3957-3133
豊玉 豊玉南2-1-20 ☎3994-1451
豊玉第二 豊玉北2-24-5 ☎3993-4212
中村 中村南1-32-21 ☎3990-4436
開進第一 早宮1-16-50 ☎3993-2417
開進第二 練馬2-27-28 ☎3993-1348
開進第三 桜台3-28-1 ☎3993-4265
開進第四 羽沢3-24-1 ☎3993-1481
北町 北町3-1-34 ☎3932-7231
練馬 高松1-24-1 ☎3990-5451
練馬東 春日町2-14-22 ☎3998-0231
貫井 貫井2-14-13 ☎3990-6412
田柄 田柄3-3-1 ☎3990-4403
豊渓 旭町3-5-10 ☎3939-0245
光が丘第一 光が丘6-5-1 ☎3976-5871
光が丘第二 光が丘7-1-1 ☎3976-9202
光が丘第三 光が丘3-2-1 ☎3977-3521
石神井 石神井台1-32-1 ☎3997-3131
石神井東 高野台1-8-34 ☎3996-2157
石神井西 関町南3-10-3 ☎3920-1034
石神井南 下石神井2-7-23 ☎3997-3315
上石神井 上石神井4-15-27 ☎3920-1126
南が丘 南田中4-8-23 ☎3904-5782
谷原 谷原4-10-5 ☎3995-8036
三原台 三原台3-13-41 ☎3925-9564
大泉 東大泉4-27-35 ☎3924-0771
大泉第二 東大泉6-21-1 ☎3922-0165
大泉西 西大泉3-19-27 ☎3921-7101
大泉北 大泉町5-4-32 ☎3925-9230
大泉学園 大泉学園町4-17-32 ☎3925-4492
大泉学園桜 区立小中一貫教育校の欄を参照
関 関町北4-34-23 ☎3929-0048
八坂 土支田4-47-21 ☎3924-0399

◆�区立小中一貫教育校
大泉桜学園 大泉学園町9-2-1 ☎3924-1126

◆�都立中学校
大泉高等学校附属 東大泉5-3-1 ☎3924-0318

◆�私立中学校
東京女子学院 関町北4-16-11 ☎3920-5151
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

富士見 中村北4-8-26 ☎3999-2136
武蔵 豊玉上1-26-1 ☎5984-3741
早稲田大学
高等学院中学部 上石神井3-31-1 ☎5991-4156

◆�国立中等教育学校
東京学芸大学附属
国際中等教育学校 東大泉5-22-1 ☎5905-1326

◆�都立高等学校
井草 上石神井2-2-43 ☎3920-0319
大泉 東大泉5-3-1 ☎3924-0318
石神井 関町北4-32-48 ☎3929-0831
練馬 春日町4-28-25 ☎3990-8643
光丘 旭町2-1-35 ☎3977-1501
大泉桜 大泉町3-5-7 ☎3978-1180
田柄 光が丘2-3-1 ☎3977-2555
練馬工業 早宮2-9-18 ☎3932-9251
第四商業 貫井3-45-19 ☎3990-4221

◆�私立高等学校
東京女子学院 関町北4-16-11 ☎3920-5151
富士見 中村北4-8-26 ☎3999-2136
武蔵 豊玉上1-26-1 ☎5984-3741
早稲田大学高等学院 上石神井3-31-1 ☎5991-4156

◆�私立大学
日本大学芸術学部 旭丘2-42-1 ☎5995-8201
武蔵大学 豊玉上1-26-1 ☎5984-3713
武蔵野音楽大学 羽沢1-13-1 ☎3992-1121

◆�特別支援学校
都立大泉特別支援学校 大泉学園町9-3-1 ☎3921-1381
都立石神井特別支援学校 石神井台8-20-35 ☎3929-0012
都立練馬特別支援学校 高松6-17-1 ☎5393-3524
旭出学園（特別支援学校）東大泉7-12-16 ☎3922-4134

◆�インターナショナルスクール
アオバジャパン・
インターナショナルスクール
光が丘キャンパス

光が丘7-5-1 ☎4578-8832

区民生活・産業・消費者・勤労者施設
石神井公園
区民交流センター

石神井町2-14-1
石神井公園ピアレス2・3階 ☎5910-3451

ワークサポートねりま 石神井公園
区民交流センター内（2階） ☎3904-8609

区民協働交流センター 練馬1-17-1ココネリ3階 ☎6757-2025

◆�消費者・勤労者施設
消費生活センター 石神井公園

区民交流センター内（2階） ☎5910-4860

勤労福祉会館 東大泉5-40-36 ☎3923-5511
サンライフ練馬
（東京中高年齢労働者福祉センター）貫井1-36-18 ☎3990-0185

◆�産業施設
区民・産業プラザ 練馬1-17-1

ココネリ3・4階 ☎3992-5335

練馬ビジネスサポート
センター 区民・産業プラザ内（4階） ☎6757-2020

ねりま観光案内所 区民・産業プラザ内（3階） ☎3991-8101
石神井観光案内所 石神井町3-23-8 ☎5923-9220

◆�地区区民館
桜台 桜台3-39-17 ☎3993-5461
豊玉北 豊玉北3-7-9 ☎3948-3061
貫井 貫井1-9-1 ☎3926-7217
富士見台 富士見台3-10-1 ☎3926-1091
下石神井 下石神井6-8-15 ☎3904-5061
関町北 関町北4-12-21 ☎3594-2603
立野 立野町15-42 ☎3928-6216
大泉学園 大泉学園町8-9-5 ☎3922-4101
北大泉 大泉町2-41-26 ☎3978-0324
（令和5年6月（予定）まで改修工事のため休館）
東大泉 東大泉3-53-1 ☎3921-8296
南大泉 南大泉2-19-26 ☎3978-9791
西大泉 西大泉5-3-32 ☎3921-6493
旭町北 旭町2-30-16 ☎5998-0511
光が丘 光が丘3-9-4 ☎3979-6911
田柄 田柄3-28-13 ☎3926-4932
春日町南 春日町5-20-25 ☎3926-4971
高松 高松3-24-27 ☎3999-7911
旭町南 高松5-23-15 ☎3904-5191
北町 北町2-26-1 ☎3937-1931
北町第二 北町6-24-101 ☎3931-1270
氷川台 氷川台2-16-14 ☎3932-3656
早宮 早宮4-14-5 ☎3994-7961

◆�地域集会所
桜台 桜台1-22-9 ☎3993-6699
小竹 小竹町1-63-2 ☎3554-3100
旭丘 旭丘1-58-10 ☎3950-4842
豊玉 豊玉中4-13-6 ☎3991-7857
向山 向山4-21-12 ☎3999-9696
中村 中村南2-23-12 ☎3999-9560
三原台 三原台3-13-17 ☎3925-4790
谷原 谷原5-6-7 ☎3997-5673
練馬高野台駅前 高野台1-7-29 ☎3995-2457
高野台 高野台3-28-11 ☎5372-1277
南田中 南田中2-18-36 ☎3997-5700
上石神井南 上石神井1-6-16 ☎3920-0620
上石神井北 上石神井2-36-18 ☎5991-3600
石神井台みどり 石神井台2-13-6 ☎5393-5200

143

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   143２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   143 2022/08/18   11:00:222022/08/18   11:00:22



練馬区わたしの便利帳

石神井台 石神井台4-5-14 ☎3594-1203
関町 関町南4-22-1 ☎5991-0555
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3922-0191
大泉学園町 大泉学園町6-20-36 ☎5387-6315
大泉町 大泉町4-35-17 ☎5387-5490
東大泉中央 東大泉3-18-9 ☎3922-1260
東大泉 東大泉7-27-51 ☎3923-3037
南大泉 南大泉5-26-19 ☎3922-1130
旭町 旭町3-11-6 ☎3939-8960
田柄 田柄2-6-22 ☎3939-6735
春日町 春日町5-30-1 ☎3990-4680
土支田中央 土支田2-32-8 ☎3924-1990
土支田 土支田2-40-21 ☎3978-8190
北町 北町8-28-10 ☎3550-7719

早宮 早宮1-44-19
（早宮区民事務所併設） ☎3994-6977

◆�教室開放
小竹小 小竹町2-6-7 ☎3956-0681
豊玉小 豊玉中4-2-20 ☎3992-1527
開進第三小 桜台2-18-1 ☎3992-7372
北町小 北町1-14-11 ☎3559-6256
練馬小 春日町6-11-36 ☎3926-2379
練馬第三小 貫井1-36-15 ☎3926-7478
豊溪小 土支田2-26-28 ☎3923-0217
石神井東小 南田中3-9-1 ☎5923-0755
上石神井小 上石神井4-10-9 ☎3920-1461
光和小 石神井町2-16-34 ☎5393-7465
谷原小 谷原2-9-26 ☎3997-9316
大泉第三小 大泉学園町3-22-1 ☎3867-5554
大泉南小 東大泉6-28-1 ☎3925-2769
橋戸小 大泉町2-11-25 ☎3925-8044
八坂小 土支田4-48-1 ☎3922-2126

◆�区指定葬儀場
江古田斎場 小竹町1-61-1 ☎3958-1192
東高野会館 高野台3-10-3 ☎3995-3724
大泉橋戸会館 大泉町6-24-26 ☎3925-1325
石神井寳亀閣斎場 石神井台1-2-13 ☎3996-0214
豊島園会館 練馬3-22-6 ☎3991-2234

（夜間） ☎0120-17-9876

◆�区民葬儀取扱葬儀店
今井葬儀社 旭丘1-76-2 ☎3951-2527
石山葬儀社 豊玉北5-17-8 ☎3992-4243
今井商店 中村北4-2-8 ☎3999-1318
東京祭典 練馬4-11-11 ☎3991-2295
金周内田 北町1-16-6 ☎3933-0426
西武葬儀社 南大泉3-31-24 ☎3924-3040
伊藤葬儀社 大泉学園町1-28-7 ☎3924-7498
小澤葬祭 関町北4-1-10 ☎3920-0878
小澤葬祭上石神井支店 上石神井4-4-22 ☎3920-4733
マキノ祭典 上石神井4-9-24 ☎3929-1040
マキノ祭典大泉学園支店 大泉学園町6-12-44 ☎3921-1616
マキノ祭典東大泉営業所 東大泉3-16-31 ☎3924-0080
まごころ式典 土支田4-13-6 ☎6760-6409
長谷川葬儀社 早宮3-43-4 ☎5912-5646
きよせ典礼 西大泉6-3-7 ☎3921-9090

ネクストワン 高松3-7-17
フレグランス光が丘1階 ☎3991-0278

公衆浴場
江古田湯 旭丘1-17-3 ☎3953-9275
浅間湯 栄町38-3 ☎3991-2406
玉の湯 豊玉中1-11-12 ☎3992-0450
豊玉浴場 豊玉北2-7-18 ☎3992-9024
平和湯 中村南3-11-2 ☎3990-1666
中村浴場 中村北3-3-11 ☎3999-2610
川場湯 桜台3-15-14 ☎3991-7381
天然温泉久松湯 桜台4-32-15 ☎3991-5092
辰巳湯 桜台4-42-2 ☎3994-2680
貫井浴場 貫井2-20-16 ☎3970-4126
北町浴場 北町2-28-13 ☎3933-0580
ゆ～ポッポ 北町6-4-13 ☎3933-3564
桑の湯 北町8-5-2 ☎3933-5040
喜久の湯

（小川バスマンション）田柄2-32-20 ☎3939-0639

三原台富士の湯 三原台1-30-1 ☎3923-5811
豊宏湯 石神井町3-14-8 ☎3996-8650
たつの湯 石神井台6-19-26 ☎3922-0753
武蔵関松乃湯 石神井台7-11-1 ☎3920-4005
美寿々湯 大泉町6-10-2 ☎3924-5010
第二亀の湯 関町北1-15-7 ☎3920-3542
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

文化・学習施設・余暇利用
生涯学習センター 豊玉北6-8-1 ☎3991-1667
生涯学習センター分館 高野台2-25-1 ☎3904-4881
練馬区立美術館 貫井1-36-16 ☎3577-1821
石神井公園
ふるさと文化館 石神井町5-12-16 ☎3996-4060

石神井公園
ふるさと文化館（分室）

石神井台1-33-44
（石神井松の風文化公園管理棟内） ☎3996-4060

練馬文化センター 練馬1-17-37 ☎3993-3311
（令和4年10月15日から令和6年春頃まで改修工事のため利用休止）
大泉学園ゆめりあホール 東大泉1-29-1�ゆめりあ1内 ☎5947-2351
光が丘区民ホール 光が丘区民センター内 ☎5997-7712
関区民ホール 関区民センター内 ☎3928-1987
学校教育支援センター 光が丘6-4-1 ☎6385-9911
　 学校教育支援
　センター教育相談室 光が丘6-4-1 ☎5998-0091

　 学校教育支援
　センター練馬 豊玉北5-15-19 ☎3991-3666

　 学校教育支援
　センター関 関町北1-21-15 ☎3928-7200

　 学校教育支援
　センター大泉 東大泉3-18-9 ☎6385-4681

男女共同参画センターえーる 石神井町8-1-10 ☎3996-9005
春日町青少年館 春日町4-16-9 ☎3998-5341
南大泉青少年館 南大泉1-44-7 ☎3924-3500
ねりま若者サポートス
テーション （春日町青少年館内） ☎5848-8341

文化交流ひろば 光が丘3-1-1 ☎3975-1251

◆�図書館
光が丘 光が丘4-1-5 ☎5383-6500
練馬 豊玉北6-8-1 ☎3992-1580
石神井 石神井台1-16-31 ☎3995-2230
平和台 平和台1-36-17 ☎3931-9581
大泉 大泉学園町2-21-17 ☎3921-0991
関町 関町南3-11-2 ☎3929-5391
貫井 貫井1-36-16 ☎3577-1831
稲荷山 大泉町1-3-18 ☎3921-4641
小竹 小竹町2-43-1 ☎5995-1121
南大泉 南大泉1-44-7 ☎5387-3600
南大泉分室
こどもと本のひろば 南大泉3-17-20 ☎3925-4151

春日町 春日町5-31-2-201
エリム春日町2階 ☎5241-1311

南田中 南田中5-15-22 ☎5393-2411

◆�ベルデ（少年自然の家）
ベルデ軽井沢
（軽井沢少年自然の家）

長野県北佐久郡軽井
沢町大字追分1341-1☎0267-46-4141

ベルデ武石（本館・新館）
（武石少年自然の家）

長野県上田市武石上
本入2469

☎0268-86-2526（本館）
☎0268-86-2525（新館）

ベルデ岩井
（岩井少年自然の家）

千葉県南房総市久枝
837 ☎0470-57-4141

公園・スポーツ施設
東部公園出張所 豊玉中3-28-8 ☎3994-8141
西部公園出張所 石神井庁舎内 ☎3904-7557

◆�公園・庭園
都立城北中央公園 氷川台1-3-1 ☎3931-3650
都立光が丘公園 光が丘4-1-1 ☎3977-7638
都立石神井公園 石神井台1-26-1 ☎3996-3950
都立大泉中央公園 大泉学園町9-4-3 ☎3867-8096
武蔵関公園（ボート場）関町北3-45-1 ☎3928-2484
大泉交通公園 南大泉6-16-1 ☎3924-0996
向山庭園 向山3-1-21 ☎3926-7810
牧野記念庭園 東大泉6-34-4 ☎6904-6403
四季の香ローズガーデン 光が丘5-2-6 ☎6904-2061
土支田農業公園 土支田3-34-26 ☎5387-8931
こどもの森 羽沢2-32-7 ☎5999-6200
中里郷土の森 大泉町1-51-2 ☎3922-3021

◆�体育館��※は温水プール併設
総合 谷原1-7-5 ☎3995-2805
（令和5年3月（予定）まで改修工事のため休館）

桜台 桜台3-28-1 ☎3992-9612
上石神井※ 上石神井1-32-37 ☎5991-6601
平和台※ 平和台2-12-5 ☎5920-3411
大泉学園町※ 大泉学園町5-14-24 ☎5905-1161
光が丘※ 光が丘4-1-4 ☎5383-6611
中村南スポーツ
交流センター※ 中村南1-2-32 ☎3970-9651

◆�プール
三原台温水 三原台2-11-29 ☎3924-8861
石神井 石神井町5-12-16 ☎3997-6131
（開場期間（7月1日から9月10日まで）外の問合せは三原台温水プールへ）

◆�運動場・野球場・庭球場
練馬総合運動場公園 練馬2-29-10 ☎3994-3086
大泉学園町
希望が丘公園 大泉学園町9-1-2 ☎3921-6850

大泉さくら運動公園 大泉学園町9-4-5 ☎3921-7088
大泉運動場 大泉町5-24-12 ☎3922-6121
学田公園野球場 豊玉南3-32-27 ☎3992-2070
東台野球場 石神井町1-11-32 ☎3996-3519
北大泉野球場 大泉町3-31-44 ☎3921-6297
豊玉中公園庭球場 豊玉中4-1-17 ☎3991-3461
夏の雲公園庭球場 光が丘3-5-1 ☎5997-7630
土支田庭球場 土支田4-31-24 ☎3921-7566
びくに公園庭球場 東大泉2-28-31 ☎3921-5203
石神井松の風文化公園 石神井台1-33-44 ☎5372-2455
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練馬区わたしの便利帳

清掃リサイクル施設
練馬清掃事務所 豊玉上2-22-15 ☎3992-7141
石神井清掃事務所 上石神井3-34-25 ☎3928-1353
谷原清掃事業所 谷原5-5-11 ☎5393-3001
資源循環センター 谷原1-2-20 ☎3995-6711
練馬清掃工場 谷原6-10-11 ☎3995-5311
光が丘清掃工場 光が丘5-3-1 ☎5967-1356
関町リサイクルセンター 関町北1-7-14 ☎3594-5351
春日町リサイクルセンター 春日町2-14-16 ☎3926-2501
豊玉リサイクルセンター 豊玉上2-22-15 ☎5999-3196
大泉リサイクルセンター 大泉学園町1-34-10 ☎3978-4030

病院・健診センター
練馬区医師会
医療健診センター 高野台2-23-20 ☎3997-6175

順天堂大学医学部
附属練馬病院 高野台3-1-10 ☎5923-3111

地域医療振興協会
練馬光が丘病院 光が丘2-11-1 ☎3979-3611

（令和4年10月移転予定　新住所：光が丘2-5-1）
都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 ☎3823-2101
都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 ☎3941-3211
都立豊島病院 板橋区栄町33-1 ☎5375-1234
都立小児総合
医療センター 府中市武蔵台2-8-29☎042-300-5111

東京都健康長寿
医療センター 板橋区栄町35-2 ☎3964-1141

国立成育医療
研究センター 世田谷区大蔵2-10-1 ☎3416-0181

国立国際医療
研究センター 新宿区戸山1-21-1 ☎3202-7181

国立がん
研究センター中央病院 中央区築地5-1-1 ☎3542-2511

区内の公共機関
◆�警察署
練馬警察署 豊玉北5-2-7 ☎3994-0110
光が丘警察署 光が丘2-9-8 ☎5998-0110
石神井警察署 石神井町6-17-26 ☎3904-0110
◆�消防署
練馬消防署 豊玉北5-1-8 ☎3994-0119
光が丘消防署 光が丘2-9-1 ☎5997-0119
石神井消防署 下石神井5-16-8 ☎3995-0119

◆�年金事務所
練馬年金事務所 石神井町4-27-37 ☎3904-5491

◆�税務署
練馬東税務署 栄町23-7 ☎6371-2332
練馬西税務署 東大泉7-31-35 ☎3867-9711
練馬都税事務所 豊玉北6-13-10 ☎3993-2261
練馬自動車税事務所 北町2-8-6 ☎3932-7321

◆�道路
［区道］
管轄の土木出張所�⇨28・132p参照
［都道］
東京都建設局第四建設事務所
練馬工区 北町6-30-1 ☎3933-6121
石神井工区 西大泉2-12-18 ☎3867-7816

［国道］
東京国道事務所
万世橋出張所

千代田区
外神田1-1-14 ☎3253-8361

◆�法務
東京法務局練馬出張所 春日町5-35-33 ☎5971-3681
練馬公証役場 豊玉北5-17-12��3階 ☎3991-4871

◆�電気・ガス・水道
電気
　停電・設備に関するお問合せ
　東京電力パワーグリッド株式会社�コンタクトセンター☎0120-995-007
ガス／東京ガスネットワーク株式会社
　ガス漏れ通報専用電話 ☎0570-002299
　※IP電話からは ☎6735-8899
　ガスメーター・ガス管等の問合せ ☎0570-023388
　※IP電話からは ☎6627-6257
東京都水道局お客さまセンター
　引っ越し・契約の変更 ☎5326-1100
　料金・漏水修繕・その他 ☎5326-1101
東京都下水道局
　練馬出張所 豊玉北4-15-1 ☎5999-5650
　西部第二下水道事務所 北区浮間4-27-1 ☎3969-2311

◆�郵便局��※は、住民票の写しなどの証明書を発行している郵便局
練馬郵便局 豊玉北6-4-2 ☎0570-030-712
光が丘郵便局 光が丘2-9-7 ☎0570-943-591
石神井郵便局 石神井台3-3-7 ☎0570-943-497
大泉郵便局※ 大泉学園町4-20-23 ☎0570-943-874
練馬二郵便局 練馬2-21-7 ☎3992-9858
練馬四郵便局 練馬4-25-14 ☎3991-0805
練馬桜台二郵便局※ 桜台2-17-13 ☎3992-9877
練馬小竹郵便局 小竹町2-42-4 ☎3554-3061
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練馬旭丘郵便局 旭丘1-76-3 ☎3950-6941
練馬桜台郵便局 豊玉上2-22-14 ☎3992-9870
練馬豊玉中郵便局 豊玉中1-17-1 ☎3993-4910
練馬豊玉郵便局 豊玉中2-27-2 ☎3992-9890
練馬貫井郵便局※ 貫井5-10-4 ☎3999-9479
練馬中村郵便局 中村北3-15-5 ☎3998-0933
練馬中村二郵便局 中村2-5-10 ☎3998-0932
練馬谷原郵便局 谷原2-2-23 ☎3997-3900
練馬高野台駅前郵便局※ 高野台1-7-3 ☎3997-1983
練馬高野台郵便局 高野台5-39-11 ☎3996-8400
練馬富士見台四郵便局 富士見台4-11-12 ☎3998-2070
練馬南田中二郵便局 南田中2-14-3 ☎3996-8600
練馬南田中郵便局 南田中3-5-6 ☎3997-0300
石神井公園駅前郵便局 石神井町3-25-11 ☎3997-1984
石神井四郵便局 石神井町4-28-13 ☎3996-3660
下石神井三郵便局 下石神井3-7-1 ☎3997-2707
上石神井郵便局 上石神井1-13-19 ☎3928-3391
練馬下石神井通郵便局 上石神井3-9-1 ☎3928-3394
練馬上石神井北郵便局 上石神井4-8-9 ☎3920-4241
石神井台六郵便局 石神井台6-15-8 ☎3924-0299
練馬関町郵便局 関町北2-3-4 ☎3928-3395
武蔵関駅前郵便局 関町北4-6-11 ☎3928-3392
練馬関一郵便局※ 関町南1-6-1 ☎3928-3390
練馬立野郵便局 立野町8-7 ☎3928-3393
練馬大泉学園郵便局 大泉学園町6-11-44 ☎3924-0939
練馬大泉学園北郵便局 大泉学園町8-32-2 ☎3922-7009
練馬大泉二郵便局 大泉町2-51-1 ☎3925-3300
練馬大泉四郵便局 大泉町4-28-13 ☎3921-2140
練馬東大泉二郵便局 東大泉2-15-8 ☎3922-2110
練馬東大泉三郵便局 東大泉3-19-14 ☎3921-1372
練馬東大泉四郵便局 東大泉4-31-8 ☎3921-1373
練馬東大泉七郵便局 東大泉7-35-25 ☎3922-0251
練馬南大泉一郵便局 南大泉1-15-38 ☎3922-2296
練馬南大泉四郵便局 南大泉4-49-24 ☎3921-4951
練馬南大泉五郵便局※ 南大泉5-21-24 ☎3924-2885
練馬西大泉二郵便局 西大泉2-1-32 ☎3923-4886
練馬西大泉三郵便局 西大泉3-32-5 ☎3922-1020
練馬西大泉五郵便局 西大泉5-34-49 ☎3924-1399
練馬旭町郵便局※ 旭町2-43-11 ☎5998-5470
練馬光が丘団地内郵便局 光が丘5-5-6 ☎3976-4471
練馬田柄東郵便局 田柄1-19-21 ☎3938-1551
練馬田柄二郵便局※ 田柄2-19-36 ☎3975-6331
練馬田柄郵便局 田柄3-14-3 ☎3990-7171
練馬春日南郵便局※ 春日町1-12-3 ☎3999-9788
練馬春日二郵便局 春日町2-7-31 ☎3999-9888

練馬春日郵便局 春日町6-2-6 ☎3998-0930
練馬高松三郵便局 高松3-21-19 ☎3998-3066
練馬高松郵便局 高松6-7-9 ☎3997-2033
練馬土支田郵便局※ 土支田2-29-16 ☎3922-1027
練馬北町郵便局※ 北町1-32-5 ☎3933-9894
練馬平和台一郵便局 平和台1-38-25 ☎3931-5540
練馬平和台郵便局 平和台4-21-12 ☎3933-9964
練馬氷川台郵便局 氷川台4-49-1 ☎3933-9950
練馬早宮郵便局 早宮3-9-22 ☎3991-5533

◆�ＮＴＴ
相談・申し込み ☎116
※携帯電話・NTT以外の固定電話からは ☎0120-116-000
番号案内 ☎104

◆�その他の公共施設
ＪＡ東京あおば本店 高松5-23-27 ☎5372-1311
東京運輸支局練馬自
動車検査登録事務所 北町2-8-6 ☎050-5540-2032

東京法務少年支援センター 氷川台2-11-7 ☎3550-8802
陸上自衛隊練馬駐屯地 北町4-1-1 ☎3933-1161

練馬産業連合会 豊玉上2-23-10
練馬産業会館内 ☎3991-0530

東京商工会議所
練馬支部

練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3994-6521

練馬東法人会 豊玉上2-23-10
練馬産業会館内 ☎3994-7272

練馬西法人会 東大泉6-47-15 ☎3923-7272

練馬区商店街連合会 練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3991-2241

練馬区商店街
振興組合連合会

練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3991-2241

ジェイコム東京 桜台1-1-6 ☎0120-999-000

交通機関
◆�電車
都営交通お客様センター ☎3816-5700
西武鉄道お客さまセンター ☎04-2996-2888
東武鉄道お客さまセンター ☎5962-0102
東京メトロお客様センター（忘れ物） ☎0570-033-555
東京メトロお客様センター（その他） ☎0120-104-106

◆�バス
都営交通お客様センター ☎3816-5700
西武バス練馬営業所 ☎3996-2525
西武バス上石神井営業所 ☎3867-2525
国際興業バス練馬営業所 ☎3934-1123
関東バスお客様窓口 ☎3371-1225
京王バス中野営業所 ☎3382-1511
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練馬区わたしの便利帳

◆�ねりまタウンサイクル（貸し自転車）
練馬 練馬1-17-39 ☎3992-5445
石神井公園 石神井町3-20-3 ☎5372-0809
大泉学園駅北口 東大泉1-33-6 ☎3867-4545
大泉学園駅南口 東大泉5-43-1 ☎5387-9777
上石神井 上石神井2-34-13 ☎5991-8225
練馬春日町 春日町5-31-2-102 ☎5241-9555
東武練馬 北町2-39-3 ☎5399-4545

◆�公共駐車場
練馬駅北口地下 練馬1-17-5 ☎3557-5190
石神井公園駅北口 石神井町2-14-15 ☎5910-3981
大泉学園駅北口 東大泉1-29-1 ☎5387-2600
大泉学園駅南口 東大泉5-43-1 ☎5933-1711

都庁・区役所
東京都庁 新宿区西新宿2-8-1 ☎5321-1111
千代田 千代田区九段南1-2-1 ☎3264-2111
中央 中央区築地1-1-1 ☎3543-0211
港 港区芝公園1-5-25 ☎3578-2111
新宿 新宿区歌舞伎町1-4-1 ☎3209-1111
文京 文京区春日1-16-21 ☎3812-7111
台東 台東区東上野4-5-6 ☎5246-1111
墨田 墨田区吾妻橋1-23-20 ☎5608-1111
江東 江東区東陽4-11-28 ☎3647-9111
品川 品川区広町2-1-36 ☎3777-1111
目黒 目黒区上目黒2-19-15 ☎3715-1111
大田 大田区蒲田5-13-14 ☎5744-1111
世田谷 世田谷区世田谷4-21-27 ☎5432-1111
渋谷 渋谷区宇田川町1-1 ☎3463-1211
中野 中野区中野4-8-1 ☎3389-1111
杉並 杉並区阿佐谷南1-15-1 ☎3312-2111
豊島 豊島区南池袋2-45-1 ☎3981-1111
北 北区王子本町1-15-22 ☎3908-1111
荒川 荒川区荒川2-2-3 ☎3802-3111
板橋 板橋区板橋2-66-1 ☎3964-1111
足立 足立区中央本町1-17-1 ☎3880-5111
葛飾 葛飾区立石5-13-1 ☎3695-1111
江戸川 江戸川区中央1-4-1 ☎3652-1151
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

※�この名簿の、病院に関する部分については、令和3年6月1日を基準日として東京都福祉保健局の編集・発行した「医療機関名簿�令和3年」
などに基づき作成し、診療所・歯科診療所に関する部分については、令和4年7月1日現在の届出内容などで作成しています。掲載してい
ない医療機関もあり、変更になる場合もありますのでご了承ください。

主な診療科目の略号
内：内科 老内：老人内科 呼内：呼吸器内科 消内：消化器内科
循内：循環器内科 神内：神経内科 糖内：糖尿病内科 内分内：内分泌内科
外：外科 整：整形外科 形：形成外科 小外：小児外科
脳外：脳神経外科 心外：心臓血管外科 呼外：呼吸器外科 乳外：乳腺外科
美外：美容外科 産：産科 婦：婦人科 産婦：産婦人科
小：小児科 耳：耳鼻咽喉科 皮：皮膚科 美皮：美容皮膚科
眼：眼科 泌：泌尿器科 放：放射線科 麻：麻酔科
精：精神科 心：心療内科 神：神経科 肛：肛門科
ア：アレルギー科 リウ：リウマチ科 リハ：リハビリテーション科 循：循環器科
消：消化器科 漢内：漢方内科 疼内：疼痛緩和内科 緩内：緩和ケア内科
胃内：胃腸内科 内鏡内：内視鏡内科 肛外：肛門外科
歯：歯科 矯：矯正歯科 小歯：小児歯科 口外：歯科口腔外科

医療機関の電話・インターネットサービス
★�東京都医療機関案内サービス「ひまわり」24時間対応�
⇨57p参照
★東京消防庁救急相談センター　24時間対応�⇨57p参照
★東京消防庁救急病院案内　24時間対応�⇨57p参照
★�休日急患診療所、練馬区夜間救急こどもクリニック、休日
当番医療機関の情報�⇨57p参照

※町別に番地順で掲載しています。

　石神井庁舎の番号は、担当課または係へ直接通話できる方式（ダイヤルイン）となっています。石神井庁舎で取り扱う業務は
下記の「主な仕事の内容」の通りです。ご利用に当たっては、ご確認の上ダイヤルしてください。

主な仕事の内容 担当課・係 電　話

住所の変更、住民票、印鑑登録、課税（非課税）・納税証明書、バイク
（125cc以下）の登録・廃車手続き、軽自動車税種別割の納税証明、
住民税・軽自動車税種別割、介護保険料の納付

石神井区民事務所 ☎3995-1103
（区民事務所直通）

戸籍についての問合せ 戸籍住民課戸籍第二係 ☎3995-1105

国民健康保険の加入・脱退、出産育児一時金・葬祭費などの給付申
請、限度額証などの交付、保険料の納付 国保年金課こくほ石神井係 ☎3995-1114

・子どもと家庭の総合相談
・児童虐待に関する通告・相談

子ども家庭支援センター�児童相談石神井係� �
児童相談大泉係 ☎3995-1108

練馬区青少年育成石神井地区委員会の問合せ 青少年育成石神井地区委員会 ☎5393-2875

庁舎管理、会議室使用についての問合せ 総務課総務石神井係 ☎3995-1101

区民相談についての問合せ・相談予約申し込み 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

石神井庁舎のテレホンガイド

係・担当の名称 担当する業務 練馬総合福祉事務所
FAX5984-1213

光が丘総合福祉事務所
FAX5997-9701

石神井総合福祉事務所
FAX3995-1137

大泉総合福祉事務所
FAX5905-5277

相談係
・�生活保護、資金貸付などの生活全般の相談
・�母子、父子、女性、家庭などの相談
・�ひとり親家庭のホームヘルプサービスの相談

☎5984-4742 ☎5997-7714 ☎5393-2802 ☎5905-5263

高齢者支援係 ・�高齢者虐待および権利擁護に関すること ☎5984-1670 ☎5997-7762 ☎5393-2818 ☎5905-5275
障害者支援係 ・�身体障害者福祉についての相談 ☎5984-4609 ☎5997-7796 ☎5393-2816 ☎5905-5272
知的障害者担当

係 ・�知的障害者福祉についての相談 ☎5984-4611 ☎5997-7075 ☎5393-2815 ☎5905-5273

福祉事務係 ・�障害者の手当・医療費助成などの相談 ☎5984-4612 ☎5997-7060 ☎5393-2817 ☎5905-5274

管理係 ・�庶務事務
・�経理事務 ☎5984-2768 ☎5997-7713 ☎5393-2801 ☎5905-5262

総合福祉事務所テレホンガイド

練馬区内医療機関名簿
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目
江古田まえはら
クリニック

1-66-5
ライオンズステーション
プラザ江古田1階

5988-0133 耳・小耳・小・ア

澤田皮膚科医院 1-76-8
レスタ江古田3階 3952-1112 皮

江古田コスモ眼科 1-76-8��4階 6915-3575 眼

こもれびクリニック 1-76-8
ＲＥＳＴＡ�Ｅｋｏｄａ5階 5983-7711 児精・精・心

いとう
内科クリニック

2-34-15
旭丘ラポール1階 6761-1171 内・呼内・ア・小

江古田
内科整形外科

2-44-6
東秀コーポ1階 6431-0030 内・整・リハ

◆�小竹町
上野医院 1-42-5 3955-2315 内・小

坪井医院 1-57-10 3955-0531 産婦

近藤医院 1-76-18 3972-0040 内・循内・腎内

小竹向原眼科クリニック 2-3-1 5926-8588 眼・ア・小眼

小竹向原こぐま皮フ科 2 - 3 - 1G r a nde�
Kotake�1階�3号室 3974-1112 皮・小皮・ア

小竹向原耳鼻咽喉科
クリニック

2 -3 -1Grande�
Kotake�104号室 5926-6805 耳・小耳

かとう内科
クリニック小竹向原

2-3-1Grande�
Kotake�1階�5-2 5995-1500 内・糖内・内分代

内

小竹向原こころの
クリニック

2-3-1Grande�
Kotake�2階 3957-7070 心・精

斎藤医院 2-8-8 3955-3511 内・小・産婦

千坂クリニック 2-49-10 3959-3052 内・漢内

石黒内科クリニック 2-81-8 5917-6100 内・消・小

◆�栄町
西澤クリニック 6-8�吉村ビル1階 3948-5288 内・外・泌

井原医院 25-7 3991-0596 内

吉野整形外科内科 29-1�青山堂ビル3階 3948-0234 内・整・リハ・放

えこだ駅前
山田整形外科 32-7�1階 3991-0507 整・リハ

井口医院 32-9 3994-3871 内・胃・小・放

江古田
みずのクリニック

32-13
スワースモアN1階 6914-6475 神内・精・心・内

さかい整形外科 34-7�クイーンズコート102 5912-2552 リウ・リハ・整

佐藤メンタルクリニック 34-7�クイーンズコート201 3557-8363 精・心

篠田眼科医院 37-7 3991-3738 眼

◆�羽沢
悠翔会くらしケア
クリニック練馬 1-22-11 6914-8008 内・皮・精・緩内・

脳外・脳内・漢内

新桜台中村
ファミリークリニック 2-2-14 3991-7131 内・小・皮

◆�豊玉上
河田眼科 1-3-1�ミューズ豊玉1階 5946-5433 眼

野口医院 1-13-6 3994-5018 内・胃・循・放・小

片本内科クリニック 2-14-9�桜台ファミリー
マンション504号室 6915-8001 内

井関内科
2-21-13
第3桜台ファミリーマ
ンション101号

5912-1500 内・糖内

◆�豊玉中
坂本整形外科
クリニック

2-13-20
COSMOS19豊玉中1階 5984-5454 整・リハ・リウ・外

秋田医院 4-10-3 3991-1151 内・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�旭丘
練馬総合病院
旭丘診療所

1-32-9
第2エムイーマン
ション1階

5982-8022 内・小・漢内

大野医院 1-55-5 3951-8182 内・小・循・ア

安医院 1-65-5 3951-5528 産婦・内・小

一般診療所�歯科�⇨158p

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目

地域医療
振興協会
練馬
光が丘病院

光が丘2-11-1
（令和4年10月移転予定
新住所：光が丘2-5-1）

3979-3611

内・循内・小・精・神
内・外・整・脳外・呼
外・心外・産婦・眼・
耳・皮・泌・リハ・放・
麻・救・病診・呼内・消
内・腎内・糖内分内・
リウ内・乳外・頭頸外・
臨検・肝内・形・消外

順天堂大学
医学部附属
練馬病院

高野台3-1-10 5923-3111

内・呼内・消内・循内・
小・神内・リウ内・腎
内・血内・外・消外・乳
外・整・形・脳外・呼外・
小外・産婦・眼・耳・皮
ア・泌・リハ・放・麻・救・
臨検・病診・糖内分
内・歯・心外・小（新生
児）

慈誠会・
練馬高野台病院 高野台3-8-8 3904-5300 内・外・整・リハ

練馬総合病院 旭丘1-24-1 5988-2200
内・小・外・整・皮・産婦・
眼・放・脳外・泌・リハ・
循内・循外・病診・漢
内・麻・消外・救

浩生会
スズキ病院 栄町7-1 3557-2001

内・外・泌・整・消内・
肝内・糖内・循内・呼
内・大肛外・消外

桜台病院 豊玉南1-20-15 3993-7631 内・リハ・放

東海病院 中村北2-10-11 3999-1131 内・外

練馬さくら病院 北町3-7-19 3931-1101 内・神・歯・リハ

久保田
産婦人科病院 東大泉3-29-10 3922-0262 産・婦・小

大泉生協病院 東大泉6-3-3 5387-3111
内・呼内・消内・循内・
糖内・小・精・神内・外・
整・婦・眼・皮・泌・歯・リ
ハ・内分内

東大泉病院 東大泉7-36-10 3924-5820 内

陽和病院 大泉町2-17-1 3923-0221 精

大泉病院 大泉学園町6-9-1 3924-2111 精・神・心

関町病院 関町北1-6-19 3920-0532 外・整・リハ・内・麻・皮

田中
脳神経外科病院 関町南3-9-23 3920-6263 外・整・脳外・内

慈雲堂病院 関町南4-14-53 3928-6511 精・内・歯

島村記念病院 関町北2-4-1 3928-0071
内・糖内・代内分内・
消内・循内・肝内・小・
外・消外・整・リハ・放・
リウ・婦・乳外

練馬駅リハビリ
テーション病院 練馬1-17-1 3557-2611 内・リハ

ねりま健育会
病院

大泉学園町
7-3-28��1、2階 5935-6102 内・神内・リハ

病院
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�豊玉南
とくでんクリニック 1-10-1

飯島ビル101号室 3991-1971 内

阪本クリニック 1-18-7
徳殿パークマンション105 5946-1237 内

◆�豊玉北
新江古田診療所 1-12-16 5999-6000 内・小・リハ

黄十字診療所 1-23-10 3994-5358 内・小

佐々木医院 4-8-14 3993-0302 内・胃・外

練馬桜台クリニック 4-11-9 5999-0723 内・外・消・循・肛・
胃

ねぎしクリニック 4-19-6��1階 3991-0328 小・内・ア・消内・
循内・内鏡内

ながにし耳鼻
咽喉科クリニック

4-26-6�D・S・Tクリー
ンカーム1階101号 5912-0087 耳

中井医院 5-3-14
中井ビル1階 3991-0657 内・小・整・消内・循内・

リハ・リウ・ア・呼内
キタミヒフ科
クリニック

5-3-14
中井ビル2階206号 3991-1712 皮

城西在宅
クリニック・練馬

5-4-3
サンオーザ豊玉101 4560-1122

内・外・緩内・精・
神内

さくらクリニック練馬 5-7-4�鈴木ビル1階 6914-6551 内・神内

内田クリニック 5-7-15 3948-7222 内・精・心

内田内科胃腸
クリニック 5-7-15 5912-1241 内・消内・糖内・ア・

胃内

みすずクリニック 5-12-8
サンハイムTS1階 3993-6199 内・胃・消

ねりま在宅診療所 5-14-6�新練馬ビル4階 6914-5572 内・皮・精・眼・耳

練馬東クリニック 5-14-6�新練馬ビル4階 5946-2727 内・精

練馬恒清会
クリニック

5-17-7
ネリマビル3階 6915-8366 眼・ア・美皮

小山耳鼻咽喉科
アレルギー科医院 5-18-6 3991-4683 耳・ア

ねりま皮フ科
クリニック

5-18-9
河野ビル3階 3994-4088 皮

伊藤内科医院 5-18-9
河野ビル5階 3948-5555 内・小・消・循

練馬南口
ストレスケアクリニック

5-19-13
栗原ビル3階 5912-8570 内・精・心

佐藤クリニック 5-32-4�角ビル2・3階 3993-3171 内・外・整

練馬中央診療所 5-32-8��1階・2階・3階 3991-9655 内・外・小・皮・泌

森口クリニック 6-1-7�メイゾン豊玉2階 3991-1750 内・泌

ひかりクリニック 6-3-3� 第8平和
ビル302号 5946-9979 内・小

藤澤こどもクリニック 6-6-6 3557-7950 小・皮・内・ア

森田眼科 6-15-18 3994-5508 眼

森田医院 6-15-19 3991-0012 内・小・耳・放

小山小児科・
耳鼻咽喉科医院 6-19-1 3991-0002 小・耳・ア

◆�中村
臼井医院 2-16-8 3970-0210 胃内・放・循内・

内・小・精

扇内医院 3-4-18 3990-2111 内・産婦・小・皮・
歯・口外・小歯・矯

中村三丁目皮フ科 3-16-2 6325-7709 皮・小皮

つちやハートクリニック 3-17-6
内田ビル1階 5933-9914 内・循内

施設名 所在地 電　話 診療科目
中杉通り整形外科 3-24-15

サンハイム中幸1階 3999-7916 内・リハ・リウ・整

大野医院 3-31-1 3999-6620 内・呼・循・小

◆�中村南
はたクリニック 1-15-16 3926-2355 脳外・神内・外・整・

眼・内・消内・肛外

もろいクリニック 2-15-6 5848-8558 小・内・ア・皮

いかいクリニック 3-12-4�
ひかり壱番館1階 5971-3601 整・内・皮・リウ・リハ

手塚医院 3-15-2 3990-9970 内・小

こうち医院 3-16-7�ＴＣＮ101 5987-5137 内・外・循内

◆�中村北
練馬在宅クリニック 1-5-9

第二永崎ビル1階 050-3823-2317 内・小・緩内・泌

テル皮膚科

1-10-12
メディカルポート
練馬2階

3577-5100 皮・小皮・美皮

まつだ整形外科・リウマチ科 3577-5100 整・リウ・リハ

いいだ耳鼻咽喉科 3577-5100 耳・小耳

あまの内科クリニック 3577-5100 内・小

清水内科クリニック 2-18-8
ちくまビル2階 3577-1900 内・呼

寺門医院 3-3-5 3999-4630 内・外・小

ホームクリニック
のどか 3-4-10 5971-8285 老内・緩内

中村橋駅前内科
クリニック

3-23-5
シュウカワグチビル1階 5848-7830 内・腎内・ア・糖代

内

中村橋メンタル
クリニック

4-2-3
モリタサンパークビル202 5971-3639 心・精

中村橋眼科医院 4-2-7 3990-8200 眼

わだ内科クリニック 4-4-12
ラフォレスタ1階 3825-7888 内・小・呼内・循内

田中医院 4-4-16��1階 3998-0011 内・神内

わたなべこども
クリニック 4-5-2 3990-9998 内・小・放・ア・皮

加藤耳鼻咽喉科医院 4-9-3 3990-0240 耳

メディカルスキャニング
富士見台

4-24-10
原島ビル1階 5766-6333 放

◆�桜台
泉皮膚科クリニック 1-4-14

アクシルコート桜台201号 3557-8557 皮

桜台診療所 1-7-5
吉本ビル1階 3993-0305 心・神・精

南町医院 1-8-8 3993-5251
内・小・外・耳・整・
泌・呼内・循内・消
内・消外

岸田眼科 1-9-4 3992-5757 眼

新桜台内科・外科
クリニック

1-28-8�シースリー
モール新桜台2階 3993-9090 内・外・消内・肛外

つさかこどもおとな
皮膚科・泌尿器科 1-28-8�2階 3993-1211 皮・小皮・美皮・

ア・泌・女泌・小泌
新桜台駅前脳神経
外科・内科クリニック

1-28-8�シースリー
モール新桜台2階-3 6914-7703 脳外・内

牧田医院 1-45-15
Blanc・et・Noir1階・2階 3948-0600 内・小・呼内・皮・

小皮・美皮

阿部クリニック 2-1-7 3992-1103 内・小・外・整・皮・
循・消・リハ

若松医院 2-8-1 3991-1039 内・小

耳鼻咽喉科平山医院 2-19-15 3991-0827 耳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目
中山内科
皮フ科クリニック

3-12-1
リウズヒル氷川台102 3994-7151 皮・内

反町医院 3-14-16 3991-2969 内・小・皮

赤松レディスクリニック 3-41-14 3991-8854 内・産婦

森田クリニック 3-46-5 3557-6350 内・小・皮・胃内・
循内・呼内

平間医院 4-1-8�第5桜台ファミ
リーマンション101 3993-5353 内・小

桜台マタニティ
クリニック 4-32-8 3993-0402 産・婦

石井整形外科 4-32-13��1階 3993-0900 整・リハ

あい練馬眼科 4-42-2 3991-1101 眼・小眼・神眼

本多医院 5-1-10 3991-1028 内・胃・放

◆�練馬
城北さくらクリニック 1-1-12

下島ビル3階 5912-0203 内・外・皮・精

練馬駅前メンタル
クリニック

1-2-5
光運ビル4階 3557-2421 精・心

練馬駅前内視鏡・
乳腺クリニック

1-4-1�ユニティ
フォーラムⅡ練馬9階 5912-1230 内・内鏡内・外・乳外

ねりま駅前眼科 1-4-4
ベストフルスビル5階 3557-8558 眼

よしクリニック 1-6-8
メディカＮｅｒｉｍａ3階 3948-3333 皮・形・美皮・美外

練馬ペインクリニック・
整形外科

1-6-8
メディカNERIMA4階 6914-7163 ペ外・整

ローズメンタル
クリニック

1-6-8
メディカNERIMA5階 6914-6027 心・精

練馬第二診療所 1-6-16 3991-4670 内・循・外・整・放・
小・消

練馬駅西口眼科
クリニック

1-8-4
コンフォート練馬1階 3948-1119 眼

すずしろ診療所 1-15-1堀越ビル 3557-1131 内・小・循内・内分
内・老内・脳内

ねりま駅前
キッズクリニック 1-17-1 6914-8821 ア・小・内

あまがいメンタルク
リニック練馬

1-22-10
エレガンス練馬1階 5912-5363 精・心・老精

武蔵野総合
クリニック練馬

1-26-1
中道ビル2・3・4・5階 3993-7015 内・透内・呼内・消

内

ぶどうの木クリニック 1-26-10
グランチノ1階 6659-6055 心・神・精

鈴木クリニック 1-27-1 3991-1581 内・小・放・呼内・
消内

ながたクリニック 1-27-7 5912-1187 耳・泌・内

小原クリニック 1-34-1 5999-9119 形・皮・美外・内・外

さいぐさ医院 3-19-12
ウエストハイランド1階 5946-7003 内・呼・循・外

たかみクリニック 4-10-10 5984-5122 産婦・内

高橋医院 4-13-5 3993-3811 内・小・皮

大江戸
整形外科内科

4-14-13
コンフォート壱番館1階 5912-5355 整・内・皮・リハ

◆�貫井
斉藤皮膚科 1-1-4 5241-8131 皮

平木整形外科内科 1-2-9 3999-7002 整・内・小・外・皮・
リウ・リハ

すみ医院 1-5-9 3999-7321 精・神

藤岡クリニック 1-7-9 3970-3884 内・皮・整・リハ

戸田クリニック 1-7-26 3970-3535 内・循・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
中村橋耳鼻
咽喉科クリニック�

1-7-28
高山ビル2階 3926-7298 耳

よしだ内科クリニック 1-12-5 3577-3252 内・リウ・ア

よしなが在宅クリニック 2-27-23
パラドール中村橋101 5848-9501 内・緩内

とみながレディース
クリニック

3-1-9
フラックスビル2階 3577-1132 産婦

ユウ整形外科 3-1-9
フラックス3階 5971-7811 整・リハ

富士見台駅前皮ふ科 3-2-7
丸市ビル2階 5933-9752 皮・美皮・小皮・ア

おなかの富士見台
クリニック

3-3-10
富士屋ビル3階 5971-2421 大肛内・消内・内・

外

たけうちアイクリニック 3-4-7
星野ビル1階 5848-8582 眼

すずき耳鼻咽喉科
3-8-4
プラウドフラット
富士見台1階

3577-9560 耳・ア・小

皮ふ科まきずみ医院 3-11-12
ジョイントビル2階 3825-5286 皮

アロハメンタル
クリニック

3-11-12
ジョイントヒルズ1階 5848-4810 精・心

笠井内科循環器
クリニック 3-11-12��3階 3577-8071 内・循内

富士見台眼科
3-11-14
第10スカイブルー
マンション1階

5987-5311 眼

富士見堂クリニック 3-14-6�並木ビル1階
地下1階 5848-5987 肝内・内・小

歌橋医院 4-25-31 3999-6767 内・小・皮・消内・
放・歯

◆�錦
錦クリニック 1-14-20 5920-1045 内・泌

麦島内科クリニック 1-21-1 3550-2256
内・神内・放・リハ・
循内・皮・呼内・消
内・糖内・腎内

宮本外科内科 2-8-5 3933-5656 外・内・循内

◆�氷川台
きむら整形外科・手
のクリニック

3-10-4
グラシオソ・カーサ1階A 6281-0175 整・リハ

じんの内科医院 3-24-21��1階 5922-6171 内・呼内・循内・老内

氷川台眼科 3-38-8�内観堂2階 5984-1900 眼

クリニカ氷川台
耳鼻咽喉科

3-39-2
グレイス氷川台101� 3557-3375 耳・小・ア

氷川台
内科クリニック

3-39-12
風祭ビル1階 5912-5700 内・呼・循・胃・ア・

リウ・リハ・放・心

氷川台のと小児科
クリニック 3-40-6��1階・3階 5946-9950 小・ア・内

氷川台整形外科 4-1-20�パークサイ
ドヒルマンション1階 5922-3722 整・リウ・リハ

城北公園クリニック 4-7-1 5922-6333
内・外・消内・肛
外・呼内・循内・
小・整

望月クリニック 4-54-8 5999-7131 皮

◆�平和台
仲町メディカルクリニック 1-31-3 5921-2382 内・胃・外

佐川クリニック 2-11-14��1階 6915-7233 内・循内・消内・老
内・緩内

小船内科医院 3-9-1 3931-7161 内・循内

かみじょう整形外科 3-25-17 5945-1055 整・皮・リハ・リウ

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�高松
中島眼科クリニック 1-14-5

ローズガーデン1階 3998-4113 眼

たかまつクリニック 1-14-5
ローズガーデン1階 5987-5860 内・循・消・小・リハ

宮園内科クリニック 1-42-20 3825-1001 内・胃・小

光が丘南佐藤医院 4-12-17 3926-8765 内・循・消・小・外

鈴木耳鼻咽喉科 5-14-20 3997-9430 小・耳・内・気

かわはらメンタル
クリニック

5-18-4�サンフラワー
大門光が丘1階 6913-1523 精・心

高松医院 6-4-23 3997-1171 内・循内・消内・
外・整・リハ・放

◆�北町
耳鼻咽喉科まちの医院 1-28-4 3933-2344 耳・小

こくぶん医院 1-36-18 3933-5550 内・小・神内

もりや皮フ科
形成外科クリニック

2-15-13
ソネット北東京1階 5921-1776 皮・形

金岡
胃腸科外科医院 2-18-10 3933-6520 外・皮・リハ・内・

小・放

つつみ
眼科クリニック

2-22-8
サンテアネックス1階 3933-0995 眼

しろた内科・胃腸科
クリニック

2-22-11
グランサンテ2階 5398-0200 内・消・胃・肛

町田産婦人科 2-23-12 3931-0341 産婦

辰尾整形外科
クリニック

2-25-14
ルミエールビル1階 5922-1555 整・リハ・リウ

下島メディカル
クリニック

2-36-6
ソレム守屋1階 5945-3266 内・呼・小・皮

黒川内科医院 2-41-21
サンプロシード1階 5920-5557 内・循・消・小

練馬あかつか眼科
クリニック 3-16-10��1F 3550-1500 眼

練馬きたまち内科・
糖尿病内科クリニック

3-16-10
ソライエアイル
練馬北町1階

3550-7555 内・糖内

北町整形外科医院 3-18-16
ＯＲビル1階2階 5945-7557 整・リハ・リウ・皮・

泌・内

松永クリニック 3-20-4 3933-7571 循・小・消・皮・泌・
リハ・内

津久井
小児科内科医院 6-27-23��1階 3937-1151 内・小

平和台
整形外科内科

6-37-19
クレセント平和台1階101号 5922-6987 内・整・皮・リハ

鈴木医院 7-20-33 5921-0322 内・循・呼

上原医院 8-12-10 3935-2226 内・小・消内・循
内・呼内・ア

若山整形外科 8-37-8
ベルソーナ北町102 5920-5350 整・リハ・リウ・内

◆�田柄
市原外科内科 1-1-12 3939-3357 内・外・消内・循内・

神内
北島
耳鼻咽喉科医院 1-15-15 3930-4830 耳

仁科整形外科医院 1-17-2 3976-0247 整・リハ

森川眼科医院 2-7-13 3979-4951 眼

内田こどもクリニック 2-19-23 3977-1101 小・内

本橋内科クリニック 2-30-14 3938-3501 内・消・循・小

なんば皮膚科 2-32-28
スタンツァ・ミーア1階 5967-0078 皮・小皮

中山クリニック 2-45-8 3939-0361 外・皮・内・消内・
内鏡内

施設名 所在地 電　話 診療科目
のと小児科クリニック 4-12-6 5945-9855 小・内・ア・循

練馬第一診療所 4-20-16 3933-8957 内・循・呼・神内・
リハ・小・整・放・消

平和台皮フ科
4-21-10�
クリエシェンテ練馬
平和台2階

6909-7041 皮・小皮・美皮

おおた眼科 4-22-18�パークス
クェア平和台1階 3559-0082 眼

へいわだい
メンタルクリニック

4-24-8� ラ・フォ
ンテーヌ・デュ・ボ
ナールⅠ�1階B1

6913-0544 心・精・老精

平和台クリニック 4-26-8� ザ・グラン
ディール平和台Ⅰ-1階 5922-1241 内・外・消内・内鏡

内

◆�早宮
いしだ内科ハート
クリニック

1-1-1� チェレス
テ氷川台1階 6914-7151 内・循内

知久医院 1-22-14 3994-0220 内・外

早宮クリニック 2-2-8 5939-8838 皮・心・精

平和台耳鼻咽喉科 2-17-33�スカイスク
レーパー201・202 5398-3387 耳・小耳

東京メディカルクリニック
平和台駅前院

2-17-47�平和台
ＳＴビル1階 3933-1189 内・循内・小・皮・

美皮・美内

高山皮フ科 2-20-23 5945-4112 皮・内

田村内科小児科医院 2-22-15 3934-7748 内・小

関根ウィメンズ
クリニック 2-24-10 3931-5588 産婦・乳外

◆�春日町
オサムラクリニック 2-7-1 3990-9888 内・外・リハ・麻

春日町くりクリニック 2-14-4 5971-8098 内・消・泌・麻

岡田内科クリニック 3-4-9
春日コーポ2階 5987-3888 内・消・循・小

ひがしで眼科クリニック 3-26-13 3990-8041 眼

しまむらファミリークリ
ニック 3-29-8��2階 5848-6477 内・循内・老内

池内整形外科 3-29-41
AZA・中の宮・A1階 3999-2300 整・リハ・リウ・内

春日町診療所 3-29-41�AZA・
中の宮・A102号 3999-8810 内・ア・リウ・皮

つつじ皮膚科
クリニック

3-31-17
ラフィーネ春日町2階 3970-7760 皮・ア

豊島園大腸肛門科 4-6-141階・2階・3階 3998-3666 内・外・肛・胃・麻

加藤医院 4-18-1 5987-5900 消・内・外

仲村医院 4-19-12 3999-0800 内・消・呼

宮野循環器内科 4-20-20 6768-7182 内・循

ハートクリニック
練馬春日町

5-33-30�メディカル
ガーデン春日町1階 5971-8550 内・循内・消内・呼

内

おおぐちこども
クリニック

5-33-30�メディカル
ガーデン春日町1階1号室 5971-9009 小・ア

春日町眼科 6-2-20��1階 5987-8430 眼

安藤クリニック 6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ�2階 3990-8001 内・胃・外・小

さいとうクリニック 6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ�3階 3926-5402� 皮・形・美外

大木
耳鼻咽喉科医院

6-10-45
プラスパス春日2階 3970-8733 耳・小

みやしたクリニック 6-16-11��1階 3577-8677 整・リハ・リウ
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目

優人クリニック
2-52-10� 第 10
藤ビル1階・3階・
4階・5階・6階

5383-6760 内

水野整形外科 3-5-18 3926-4535 整・リハ・放

小林内科クリニック 3-13-20 3926-8802 内・消・小・呼・循

杉田クリニック 4-11-10 3970-6329 内・胃・小・皮・肛・
リハ

間遠医院 4-27-23 3975-1550 外・循内・消内・肛外

田柄医院 4-30-16 3930-3387 ア・耳

林内科胃腸科 5-14-11��2階 3825-3312 内・消・循・呼・放

浜野小児科
内科クリニック 5-14-19 3926-2635 内・小・循

光が丘こどもクリニック 5-16-5�C�CLINIC�
HIKARIGAOKA�1F 3999-7777 小

まえはら整形外科
クリニック

5-16-5�C�CLINIC�
HIKARIGAOKA�2階 5848-5816 整・リハ

練馬光が丘内科
内視鏡クリニック

5-16-5�C�クリニッ
ク�光が丘3階 3577-7149 内・消内・内鏡内・

肛内

いしい脳神経外科・
内科クリニック

5-20-20�ヴィルド
ミール光が丘101 5971-8555 脳外・内・外

光洋クリニック・
光が丘

5-27-6
プリー光が丘2階 3999-7735 内・精・神・心

廣瀬皮膚科 5-27-11 3825-0932 皮・形

光が丘
耳鼻咽喉科医院

5-27-11
ハートビル1階 3998-3341 耳

たがら眼科 5-27-13�ルミネ
ス光が丘ビル1階 5848-1121 眼

光が丘皮フ科 5-28-6 5848-6806 皮・ア

光が丘整形外科 5-28-10 5971-2601 整・リハ・リウ・内

◆�光が丘
金谷クリニック 2-4-11-102 3979-2331 内・小・循・リハ

きくかわクリニック
東館分院
内科・老年内科

2-10-2
光が丘ＩＭＡ東館2階 6915-6415 内・老内

キャップスクリニック
光が丘

2-10-2
光が丘ＩＭＡ東館2階 6904-0330 小

光が丘内田クリニック 3-3-4-101 3976-6411 外・消・整・皮・肛

光が丘眼科クリニック 3-3-4-102 3975-5115 眼

いとう小児科クリニック 3-7-1-101 3979-2011 内・小

後町外科胃腸科
クリニック 3-7-1-102 5997-5500 外・胃・肛

きくかわクリニック
糖尿病内科・老年内科

3-9-2�光が丘IMA
南館1階M1-4 6909-8528 糖内・老内

さくまクリニック 3-9-2�光が丘IMA
南館M1-3 6904-2656 皮・泌

かんだ眼科 5-1-1�光が丘IMA
中央館専門店街3階 5968-3622 眼

沼口整形外科・小児科 5-2-5-102・103 3976-0131 小・整・リハ

桑名医院 5-5-6-101 3976-3230 内・小

飯島医院 7-3-6-102 3976-6087 内・小・ア

内科・小児科柳澤
クリニック 7-6-17-101 3979-8141 内・小・皮

◆�旭町
吉野記念クリニック 1-15-19��2階 3939-4412 内・皮・泌

旭町診療所 1-29-13 3938-3011 内・整・皮・リハ・泌

中村内科クリニック 2-9-13
光が丘パークヴィラ内 3977-3673 内・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
内科吉沢医院 3-25-21

ユーゲント兎月1階 6423-0707 内・循

ぬかりや医院 3-30-16 3939-1131 内・産婦

◆�土支田
加藤医院 1-6-6 3922-5861 内・小・神内・精

かえるクリニック 1-31-11
山八マンションＡ棟105a 5967-1195 内

たいら整形外科
クリニック 2-29-19��1階 5947-3699 整・外・リウ・リハ

尾関眼科 2-42-16�
パークさつみ1階 5935-6438 眼

藤成クリニック 3-21-3 3924-9311 内・循・呼

髙鳥医院 4-4-6 3921-8811 内・小

わかばクリニック 4-6-7
HIレジデンス1階A 6761-7123 眼・内・小・循内・

ア

◆�富士見台
うちだ
内科クリニック

2-4-15
大惣ビル1階102号室 3970-2433 内・小・胃・呼

佐藤
神経内科診療所

2-31-23
セピアメゾン1階1 5971-8780 神内・内

富士見台診療所 2-34-4 3998-4322 耳

澁谷眼科 3-14-27 3577-0710 眼

◆�南田中
とうみょう
内科クリニック 1-13-13 5923-6262 内・リウ

サマンサクリニック 3-7-27 6913-1670 皮・美皮

高野台いいづか
耳鼻咽喉科 3-7-28 6913-3366 ア・耳

わだファミリー
クリニック 3-7-29 6915-9156 内・神内・小

薬師堂診療所 3-26-3 3997-2657 内・外・乳外・乳
内・腫内・緩内

◆�高野台
高野台眼科 1-3-7�NFプラザⅡ2階 5393-5325 眼

池田医院 1-3-7�NFプラザⅡ201 5372-6119 内・小

腎クリニック高野台 1-3-7�NFプラザⅡ3階 5910-3121 内

高野台松本クリニック 1-3-7�NFプラザⅡ3階 5372-7773 整・リハ

泌尿器科
荻原クリニック 1-3-7�NFプラザⅡ304 6382-6688 泌

ハートフル
クリニック高野台

1-6-8
Carmel�1階 5923-9833 内・循内・肝内

高野台クリニック 1-7-20�プレステビル2階 5393-8883 内・脳外・リハ・ア

ホームメディカル
クリニック 1-7-20�プレステビル901 5923-6625 内・外・消・肛

練馬高野台クリニック 1-8-15 5372-6151 内・腎内

とし・クリニック 1-10-3
モールサイメイ103号 3996-5676 整・皮・内・リハ・リウ

奥村耳鼻咽喉科医院 1-17-17 3997-9248 耳

田村医院 3-38-10 3996-0434 内・小・眼

高野台
ホームクリニック

5-13-7� チャームス
イート石神井公園1階 5923-0877 内・精

神山医院 5-21-18 3996-0344 内・小・皮・整・リウ

◆�谷原
いそべクリニック 1-12-10�東明ビル1階 5372-6566 内・リウ・小

齋藤医院 2-6-47 3996-1866 内・小・耳・皮・ア
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
中村医院 2-11-5��1階 3997-0250 内・外・胃・皮・整

杉山医院 3-1-20 3995-1333 内・小・循内

野口クリニック 5-27-5 5387-1105 内・小・ア

田中医院 6-9-8 3996-5700 内・胃・小

◆�三原台
二葉医院 1-1-17 3922-1466 内・小・消内・放

三原台野口
クリニック

1-14-37
若尾ビル101号 3923-5181 内・リハ

田辺胃腸科 1-28-1�デラックス
コンモート1階・2階 5905-5535 内・消内

◆�石神井町
友松耳鼻咽喉科
気管食道科医院 1-20-13 3996-9558 耳・気・小

豊島医院 1-22-8 3996-0014 内・神内・循内

荻野眼科医院 1-25-10 3996-2021 眼

つちやクリニック 1-25-12��1階 3997-3621 内・小・形・リハ・麻

土屋産婦人科 1-25-12 3997-3406 産婦・麻

浅村こどもクリニック 2-8-21�星ビル2階 5372-6686 小・内

メディケアクリニック
石神井公園

2-8-21
MJYビル2階・3階 6913-2278 内・ア・呼内

渡辺整形外科
内科医院 2-13-15��1階 3997-6237 内・胃・皮・整・リウ・

リハ

原田クリニック 2-14-31
ビオラ5階 6913-3725 内・消内

石神井整形外科
クリニック 2-15-1�NMSビルB1階 3904-1177 整・形・リウ・リハ

森クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-5312 内・婦

大藤クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-1010 耳

須澤クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-5311 皮

ホームクリニック
えにし 2-15-1�NMSビル2階 6913-2080

内・リハ・精・皮・
眼・緩内・神内・循
内・糖内・呼内・
泌・耳

仁木眼科医院 2-17-16��1階 3996-1821 眼

土屋医院 3-5-4 3996-4791 内・外・皮

菅原医院 3-9-16 3996-3016 内・胃内・循内・リウ・
糖内

わかさクリニック
石神井公園

3-19-16�石神井公園
ＭＳＰ②ビル2階Ａ号室 6913-2420 内・外・皮

小山クリニック 3-19-17 3995-7031 内・外・整・乳外・消
内・循内・放・脳外・皮

みわ眼科
3-20-17
K.Mスクエアビ
ル3階4階

6915-9290 眼

石神井公園
クリニック

3-20-17
K.Mスクエアビ
ル8階

3997-7323 内・心・精

はな・のど・睡眠呼吸
クリニック石神井 3-20-24 3997-8711 耳・ア

かくたに内視鏡
消化器内科クリニック

3-21-9
第3島光ビル3階 3997-7149 内鏡内・消内・内

島田レディース
クリニック

3-21-9
第3島光ビル4階 5393-6688 産・婦

森の宮皮フ科
クリニック

3-21-9
第3島光ビル5階 3996-1112 皮・美皮・小皮・

形・ア

石神井公園駅前
皮フ科

3-24-7
岩田ビル2階 6913-3494 皮・小皮・美皮

石神井公園駅前
えんじゅ内科クリニック

3-24-7
岩田ビル3階 3995-7700 内・消内

施設名 所在地 電　話 診療科目
新島小児クリニック 3-27-23�ガイア石

神井公園ビル3階 3997-6000 小・小神・小内分
内

田村外科クリニック 3-29-9 3995-6202 外・整・リハ・内

石神井公園
ひろクリニック

3-30-3
岡本ビル1階 5923-7202 脳内・内・リハ

いしざき内科 3-30-20
コーポ田嶋1階 6913-3925 内

こころのクリニック石神井 4-3-16 3997-3070 精・心

石神井診療所 4-8-10 3997-0330 内・呼・消・循・小

山本皮膚科医院 5-1-9
ハイライフ石神井2階 3995-7212 皮

よしかわこども
クリニック

6-15-8
豊英ビル2階B室 5923-7373 小

やすとも整形外科 6-15-8
豊英ビル2階 5923-7757 整・リハ・リウ

若野眼科医院 6-32-25 3997-1803 眼

渡辺クリニック 8-36-10 3996-9555 内・消・外・小

各務内科医院 8-40-10 3995-6171 内・呼・消・循

◆�石神井台
まつのぶ小児
クリニック 2-28-16 3904-5515 小

あだち医院 2-32-22 3904-6705 内・漢内

石神井台内科
クリニック 2-35-43 3996-9248 内・頭皮・精

石神井台
アイクリニック

4-7-3
石神井台クリニックモール4階 6279-7066 眼

しのだ整形外科
皮膚科

4-7-3
石神井台クリニックモール2階 5991-8711 整・リハ・皮・小皮

さとう内科医院 4-7-3
石神井台クリニックモール1階 5903-9613 内・循内

石神井台皮フ科 5-1-28�ダイアパレスパー
クデュオ上石神井1階 5903-6636 皮

たけ整形外科 5-1-28�パークデュ
オ上石神井104 5927-4311 整・リハ・内・外�・

リウ・皮・放

金田医院 7-2-10 3920-1065 内・消内・小

武蔵関かとう耳鼻咽喉科 7-3-15��1階 6904-8033 耳

練馬クリニック 7-6-7 6904-7305 内・整

じぶクリニック 7-22-3 5903-1221 胃内・内・外・肛
外・小・麻・精

さくらい泌尿器科
クリニック 7-24-3 5903-7570 泌・内

滝澤クリニック 8-18-26�Macハイ
ムアネックス101号 5991-0538 内・外・脳外・耳

◆�上石神井
たけもとレディース
クリニック 1-12-7 6904-7600 婦・産・歯

優人上石神井
クリニック

1-13-13�SKYビル
2・3・4・5・6・7階 5903-3630 内

いくこ皮フ科クリニック 1-14-4�エソール2B 5927-5200 皮・ア

上石神井メンタルク
リニック

1-17-18
メゾン・ド・ティー
グルV�1階

6904-7167 心・精

クルマタニクリニック 1-25-8 3928-0508 皮・内・小・循内

いがらし小児科 1-34-18
ファーストパレス2階 3594-7661 内・小・ア

のじり内科クリニック 1-40-13 5903-5578 内・循内・消内・呼内

上石神井耳鼻咽喉科 2-23-17� ベルハイ
ム21上石神井1階 3920-0782 耳・小

川邊内科 2-26-15 3920-6810 内・呼・消・循・小・
ア・皮
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練馬区わたしの便利帳
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施設名 所在地 電　話 診療科目
市毛整形外科診療所 2-29-1�

吉本ハイツ1階 3929-1159 整・リハ・放

小林眼科医院 2-29-6 3928-6525 眼

シルバーケアクリニック 2-37-5 5903-9091 内

菅家耳鼻咽喉科 3-4-11 3594-8733 耳・小・ア・小耳・
気内・気外

上石神井
サン・クリニック 3-6-34 5910-3888 小・内・皮・外・循�

内・肛外

久保寺眼科醫院 3-28-24��2階 5991-0181 眼

はせがわ内科
クリニック

3-29-3
ピアコスモス1階 3920-7808 内・消

大角医院
4-3-23�
ホワイトフェニッ
クスビル1階

3920-0966
内・小・外・整・皮・
麻・リハ・呼内・消
内・循内・泌

◆�下石神井
安藤眼科クリニック 1-5-19 6913-2180 眼

むらき整形外科
クリニック

4-7-28�グランバ
トー・M�1階 6913-3739 整・リハ・リウ

なごみクリニック 4-7-28��1階 3995-7530 内・消内・ア

土橋皮膚科クリニック 4-15-7 3996-3843 皮

井上内科医院 5-1-2 3995-4114 内・小

野地医院 6-21-7 3996-5796 内・小

◆�東大泉
橋本クリニック 1-19-35

三慶ビル1階 3925-1114 消・循・内・外・皮・
リハ

斎藤整形外科医院 1-26-16 3922-7530 整・リハ

わたなべこども
クリニック

1-26-16
オガワビル1階 5947-3577 小・ア

ウイメンズクリニック
大泉学園

1-27-19�アラウダ大泉
2階3階4階5階 5935-1010 産婦

大泉
皮膚科クリニック

1-27-24-203
KATOビル大泉2階 3923-3661 皮

権藤醫院 1-27-25
シャローム大泉1階 3923-5515 内・泌・糖内・肝内・

消内・胃内・呼内
やまぐち
眼科クリニック

1-28-6
モンセーヌ大泉2階 5387-2555 眼

つかさクリニック 1-28-6
モンセーヌ大泉3階 5947-5800 内・小・消内・外・

皮・リハ
優人大泉学園
クリニック

1-28-7�FONTANA�
KOTOSAKA�2・3階 3867-5510 内

大泉はなわクリニック 1-28-7��6階 5933-3870 皮・リハ

大泉アカデミア
クリニック

1-30-4�三幸第7
ビル3階道路面側 5933-2522 内・外・形・整・皮・

泌・小

大泉
メンタルクリニック

1-30-7
瀧島ビル3階 5905-7750 精・神・心

高橋消化器科内科
クリニック

1-30-10
岡野ビル2階 3922-5101 消・内

山口医院 1-36-15 3922-0065 内・小・循・呼・放・ア

三木眼科 1-37-1
マルキシビル3階 5387-1233 眼

のざき内科クリニック 1-37-1�
マルキシビル4階 3978-7722 内・リウ・漢内

金杉クリニック 1-37-13
和田第2ビル2階 5905-5511 神・精・心

藤澤皮膚科 1-37-14
パレス青木2階 3925-8947 皮

大泉学園
耳鼻咽喉科 1-37-20 5947-2122 耳

松本医院 2-4-20 3921-2550 整・リハ・内

東大泉メディカル
クリニック 2-11-31 3922-3421 内・胃内・外

施設名 所在地 電　話 診療科目
渡辺医院 2-38-15��1階・2階 3922-3245 内・小・呼・循

小藤田胃腸科医院 3-4-7 3922-0541 内・皮・泌・外・胃

江渕クリニック 3-18-16��1階 5947-4976 内・循内

糸数外科胃腸科医院 3-19-3 3978-8685 外・皮・泌・消

学園橋クリニック
3-66-15�グリーン
ハウスみその1階
102号・103号室

3867-1155 泌・外・消内・肛外

三田村医院 4-3-1
第2千代田ビル3階 5933-1655 内・リウ

長谷川クリニック 4-26-4
塩野第2ビル2階 5935-0550 泌・内

丸山整形外科 4-27-40
SFCビル2階 3978-8555 整・リハ・リウ

ひろみ皮膚科
クリニック

4-29-39
スリジェ101号 3925-2606 皮・小皮・ア・美皮

北園耳鼻咽喉科 4-31-1��1階 6904-5335 耳

なかじま内科 4-31-1
北園メディカルモール2階 3922-7722 内・循内・糖内

小野寺内科クリニック 5-28-4 3923-8181 内・循内

花岡由美子女性
サンテクリニック 5-29-8��1階 5947-3307 産婦・内・皮

大井手クリニック 5-34-10 5905-2625 内・小・肝内・消
内・呼内

妹尾眼科医院 5-36-6 3922-5341 眼

やすひさ内科
クリニック

5-40-24�サンダリ
オンビル102号室 3922-8922 内・ア・呼内

いずみの眼科
クリニック

5-40-24�サンダ
リオンビル2階 3921-3000 眼

サノ
皮膚科クリニック

5-40-24�サンダ
リオンビル2階 3978-5354 皮

大泉学園クリニック 5-40-24�サンダ
リオンビル3・4・5階 5947-5681 内・腎内・透内

みかみ耳鼻咽喉科 5-43-1
ゆめりあタワー1階 3924-8741 耳・ア

大泉ゆめりあ眼科
クリニック

5-43-1�
ゆめりあフェンテ4F 6904-5265 眼

木村耳鼻咽喉科医院 6-1-1 3867-1717 耳・小・内

関クリニック 6-29-10 3978-9303 内・循・リハ

川満外科 6-34-46 3922-2912 外・整・胃・内・肛

大泉学園こども・
思春期クリニック

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 5935-7861 小・思春小

大泉学園整形外科 6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 6904-6420 整

かわさき内科
糖尿病クリニック

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 3922-1071 内・循内・糖内

こばやし泌尿器科・
皮膚科

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 6904-5980 泌・皮・ア

エムズクリニック 6-51-1 6789-7866 小・児精

水谷内科呼吸器科
クリニック

6-51-4
TKマンション1階 3867-8141 内・呼・小・ア・放

小林クリニック 7-31-3 3925-1911 内・リハ・胃

山川クリニック 7-38-5 3867-1885 脳外・神内・整・
外・内

◆�西大泉
山東医院 1-2-5 3922-2738 内・外・皮・泌

原医院 1-15-9 3922-3022 内・循・小

ねりま西大泉眼科 3-33-8�大泉ウエ
ストヒルズ�1階 5947-3331 眼

寺嶋整形外科医院 3-33-10��1・2階 3925-5315 整・リハ・内

瀧島医院 4-23-13 3867-3111 内・小・眼・皮・放
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
林耳鼻咽喉科医院 5-2-5��1階 3925-3387 耳・ア・小・歯・小歯

佐伯医院 5-35-8 3925-1238 内・小・外・皮・リハ

西大泉呼吸器科
内科クリニック 6-20-3��1階 5905-5300 内・外・放・呼内

◆�南大泉
てらもとクリニック 1-15-39

スプリング101号 5905-6006 内・消内・外・麻・
ペ内

竹宮医院 1-35-20 3924-0711 内

うんのクリニック 3-27-12
ハイシティ南大泉1階 3921-6177 内・消・皮・小・ア

保谷駅前クリニック 3-29-14
高橋ビル1階・2階 3978-8241

内・小・整・皮・泌・
呼内・循内・消内・
内鏡内・腎内・透
内・ア

臼杵クリニック 4-47-9
コンフォート南大泉101 3924-0443 内・小・皮

高野眼科医院 4-48-5 3925-5885 眼

上杉耳鼻咽喉科医院 4-48-7��1階 3924-8187 耳・気・小

保谷医院 4-50-15 3924-3258 内・腎内・糖内・循
内・胃内・整・リハ

川村内科クリニック 5-20-27� 5947-5033 内・小

金子保谷内科
クリニック 5-31-14 3921-4159 内・呼内・ア・漢内

竹下医院 5-36-9
B1階・1階 3922-3341 内・外・形

◆�大泉学園町
吉見整形外科 1-1-10��1階・2階 3923-0311 整・外・リハ・リウ

新田クリニック 1-28-5�ハピネス
オミノビル1階 5933-3071 内・脳外・外・皮

後町クリニック 4-1-25 3923-3006 内・胃

千雅医院 4-3-29
藤ハイム202号 5935-6065 内

平井整形外科 4-22-4� パール
ハイツ大塚202 3921-0773 整・リハ

中村耳鼻咽喉科
医院

4-22-4� パール
ハイツ大塚203 3922-9440 耳

中村内科クリニック 4-22-13 3867-1711 内・循・リハ・小

学園眼科 5-6-22 3867-8880 眼

はやみ医院 5-7-21 3922-3956 内・小・皮

藤野医院 6-1-37��1階 3978-9223 内・消・神・皮・リ
ハ・精

学園皮フ科 6-11-40 3925-3715 皮

松崎医院 6-16-25 3925-4321 内・皮・小・ア・リウ

大泉学園ふれあい
クリニック 6-19-38 5933-2078

内・消内・精・心・
疼内・リハ・糖内・
内分内

大泉中央クリニック 6-27-2 3923-5678 消・外・整・皮・肛・
リハ・内・リウ・呼

武田クリニック 7-2-28 3921-9235 胃・内・小・外・整

はな眼科クリニック 7-3-16�アトリエ
コレクション102 3978-6877 眼

福田医院 7-6-3 3924-2108 内・循内・糖内

入倉クリニック 7-10-28 3867-4190 内・脳外

松浦整形外科 7-15-16�ハナブ
サ第一ビル2階 5387-2727 整・リハ・外

若井内科呼吸器科 7-15-16�ハナブサ
第一ビル3階 5933-2011 内・呼・ア

施設名 所在地 電　話 診療科目
学園しょうにか 7-15-16�ハナブサ

第一ビル3階C号室 5933-3312 小

大泉学園桜クリニック 7-24-15 5933-1075 内・外・胃・リハ

岩崎小児科医院 8-7-17 3867-5501 内・小

辻内科循環器科
歯科クリニック 8-24-25 3924-2017

内・呼内・循内・消
内・胃内・脳外・神
内・皮・整・リハ・
放・歯

◆�大泉町
さんくりにっく 1-28-2 3924-0101 内・呼内

メグ・マグノリア
クリニック 1-54-15 5947-6260 内・心

レーヴこどもクリニック 2-12-1 5947-6050 小・感内

渋谷医院 2-60-5 3922-0022 内・小・循内

ねりま西クリニック 3-2-9 5933-3077
内・整・リハ・リウ・
皮・循内・呼内・糖
内・精・小

大泉クリニック 6-29-20 3925-0077 内・眼・消内・肛外

◆�関町北
岡田医院 1-8-9 3920-1232 内・循内

佐藤皮膚科
小児科クリニック 1-22-10-201 3928-2767 小・皮

わかばクリニック 1-26-10
イルフィオーレ1階 5903-3373 内・眼

赤司医院 2-9-16 3920-0578 内

関町眼科医院 2-14-11 3929-3155 眼

増田整形外科医院 2-20-10 3594-6022 整・リウ・リハ

関町耳鼻咽喉科・
アレルギー科 2-24-13��2階 5991-3347 耳・ア・小

関町ゆいクリニック
2-26-11�ブラン
メゾン武蔵関�地
下1階

6766-0808 外・内・糖内・リウ・
小

くどうクローバー
クリニック 2-26-17��1階 5903-5070 内・小・神内

大竹耳鼻咽喉科 2-26-18�斜搭ビル1階 3929-8733 耳・気

加藤クリニック 2-27-11�トウセン
関町ビル5階 3920-3920 内・胃・消・循・呼

くにた眼科医院 2-28-13 5991-3521 眼

木原クリニック 4-4-4�平岩ビル2階 5903-9077 心・精

富田いきいき
クリニック

4-4-17
エトーレ武蔵関�1階 3928-2781 内・外・脳外

森岡整形外科 4-10-1 3928-0436 整・リハ

白戸医院 4-14-19 5991-1300 内・循

関町内科クリニック 5-6-1
トパ―ズハイム101 5903-3881 内・循・小

関町
こどもクリニック

5-15-26
望月ビル2階 5991-0888 小・呼・ア

◆�関町南
青葉クリニック 1-1-24��1階 3920-1111 内・精・神・神内・心

耳鼻咽喉科木戸
クリニック

1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ1階 3594-3387 耳

大川整形外科 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ1階 3929-2212 整・リハ・リウ

希内科クリニック 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ2階 3928-0055 内・消・ア

いしかわ眼科 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ2階 5927-5522 眼
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練馬区わたしの便利帳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
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ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�羽沢
新桜台デンタルオ
フィス練馬 2-2-1��1階 6914-5353 歯・口外・小歯・矯

山本歯科医院 2-7-10 3948-2507 歯

◆�豊玉上
中村歯科医院 1-10-6

シャトウ中村1階 3993-8823 歯・小歯・矯・口外

けやき歯科
桜台診療所

2-9-10
けやきハイム2階 3994-3718 歯

アイノア歯科
クリニック

2-21-13
第3桜台ファミリー
マンション102号室

6914-5118 歯・小歯・矯・口外

矢野歯科医院 2-22-13 3991-1088 歯・小歯・矯

◆�豊玉中
山室歯科医院 2-5-15 5912-7734 歯・小歯・矯

小松歯科医院 2-13-19 3992-7855 歯・小歯・矯・口外

松永歯科医院 2-19-13
豊玉ビル101 3993-6853 歯・小歯

かえで歯科クリニック 3-12-11��2階B 6914-6840 歯・小歯・口外・矯

◆�豊玉南
徳殿公園歯科クリニック 1-14-3 5912-6487 歯・小歯・口外

阪本
デンタルクリニック

2-5-1
アーバンクレスト1階 3991-5523 歯・口外

ふじ子歯科クリニック 3-29-14 5984-2333 歯・小歯

◆�豊玉北
上野歯科 1-2-17

テラスウィステリア1階 6915-8618 歯・小歯・矯・口外

浜崎歯科クリニック 1-6-13
カエサル江古田1階 5999-0118 歯・口外・小歯

旭丘歯科医院 1-6-14
ジェミニB館�2階 5999-1001 歯・小歯・矯

斉藤ビル
歯科診療所 2-20-11 3948-2700 歯・小歯

豊田歯科医院 3-26-2 3994-0078 小歯

宮原歯科医院 4-25-4 3994-2113 歯

トヨタマデンティスト 4-32-5 3948-0122 歯・小歯・矯

練馬デンタルオフィス 5-3-10
一信堂ビル1階 3991-4618 歯・矯・小歯・口外

赤津歯科クリニック 5-11-12 3994-1131 歯

中田歯科医院 5-12-11 3992-0418 歯

川渕歯科クリニック 5-14-13�グローベルザ・
スイート練馬プレミア1階 3993-4510 歯・小歯・矯・口外

荒川歯科医院 5-15-1
アルファビル2階 3991-4105 歯

西川歯科医院 5-22-6
菊池ビル2階 3992-2139 歯

洋歯科クリニック 5-25-23 6767-5111 歯・小歯・矯・口外

上野歯科医院 5-32-9
フォレスト・ヒラキ 3948-6480 歯

村上
デンタルクリニック

6-2-1�ディアマークスキャ
ピタルタワー301号室 3991-6773 歯・小歯・口外

吉田デンタルオフィス 6-3-7�USビル2階 3992-8888 歯・矯・口外

かわな歯科医院 6-4-5�新谷ビル2階 3948-8251 歯

Kaiデンタルクリニック 6-13-2�カントー
第2ビル�1階 5912-5588 歯・小歯・口外・矯

泊歯科医院 6-14-3
エムエフビル2階 3557-1818 歯・小歯・口外

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�旭丘
せき歯科医院 1-43-9

カサリア43��1階 5996-6400 歯

うちうみ歯科クリニック 1-54-9 6908-3285 歯・小歯・矯・口外

大橋歯科クリニック 1-65-17
小坂ビル2階 3565-1182 歯・小歯

江古田たかはし歯科
クリニック

1-65-19�NSセン
トラルハイムⅡ�1階 5988-7800 歯・小歯・矯・口外

伊藤歯科医院 2-44-1
旭丘スクエア1階 3958-1182 歯

江古田
デンタルオフィス

2-45-2�
山喜ビル3階 5948-3735 歯・小歯・矯・口外

エンジェル-
スマイル歯科

2-45-7�ユニステー
ションズBld3階 5995-8800 矯・小歯

◆�小竹町
ほさか歯科クリニック 1-2-3 3955-8143 歯・小歯・口外

篠歯科医院 1-19-7 3955-9418 歯

村松歯科医院 1-28-5 3972-3954 歯・小歯・矯

わかば歯科医院 1-36-1 5995-2525 歯・小歯・口外

沼口歯科医院 1-36-5 5995-0804 歯

手塚歯科医院 1-43-17 3974-2320 歯

菊池歯科医院 1-57-1 3974-6587 歯・小歯・矯

リスタ歯科クリニック
小竹向原駅前

2-35-1�フォース
アベニュー1階 5964-5201 歯・小歯・矯・口外

◆�栄町
島津歯科医院 1-6�タナカビル1階 3557-1261 歯・小歯

江古田エナブル歯科 4-4�マルハチビル1階 6914-5151 歯・矯・小歯・口外

櫻井歯科医院 9-8 3991-0678 歯

森永歯科医院 25-2 3993-5052 歯

江古田ホワイト歯科 27-6
エステートピア1階 6914-6433 歯・小歯・口外・矯

おざわクリニック 29-1��2階 3992-8686 歯・小歯・口外・
矯・耳・頭頚外

田中デンタルクリニック 30-3�Nビル2階 5984-3327 歯・小歯・口外

むさしの
矯正歯科医院

32-10�グラシア
江古田101号室 3993-8817 歯・矯・小歯・口外

浜田歯科 33-6 3993-5454 歯・小歯

新桜仁愛歯科クリニック 46-9��1階 6914-8864 歯・口外・小歯・矯

歯科

施設名 所在地 電　話 診療科目
市毛診療所 2-1-14 5991-2585 整

小野診療所 4-5-45 3928-7375 内・小・皮・循

◆�関町東
ゆき医院 1-1-14 3929-0250 内・小・皮

築根クリニック 1-22-11 3928-7868 内・呼・消・放

◆�立野町
野崎クリニック 14-15 3920-4066 内・外・皮

みみ・はな・のど吉祥寺
なかむらクリニック

14-21�ライオンズマ
ンション吉祥寺北1階 5903-7050 耳・ア

立野町蘭松医院 25-5 5991-6258 内・小・皮・リハ・
ア・糖内
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
永広歯科 6-14-11�KSビル1階 3992-9888 歯・小歯・矯・口外

いいじま歯科医院 6-16-14 3994-3882 歯・小歯

上原歯科医院 6-16-17 3557-1180 歯・矯・小歯

◆�中村
松田歯科医院 1-7-8 3999-3991 歯・小歯

加藤歯科クリニック 2-9-16
スターヒルズ1階 3577-8241 歯・小歯・口外

横川歯科医院 3-10-12 3825-1141 歯・小歯

ソフィア歯科医院 3-17-4
松村ビル1階 3999-0321 歯・小歯・口外

◆�中村南
帆足歯科医院 3-16-6

アネックス上鷺1階 3998-9100 歯・小歯・矯・口外

◆�中村北
すずしろ歯科 1-10-12

サン・イ―ストビル 5933-9992 歯・小歯・口外・矯

井村歯科 1-13-18�練馬ス
カイホーム101 3998-8400 歯

岸
デンタルクリニック

2-8-17
ライフ中村北1階 3577-6565 歯・小歯・口外

はじめ歯科医院
中村橋

2-18-8
新潟管財4号館1階 3577-8700 歯・口外

ジョージ歯科クリニック 2-24-15 3998-8041 歯・小歯

練馬中村橋
歯科クリニック

3-20-7
志賀ビル1階 5848-4108 歯・矯・小歯・口外

矯正歯科なかむらばし
デンタルクリニック 3-22-14��1階 3577-6696 矯

エブリー
デンタルクリニック 3-23-3 3926-1555 歯・小歯・矯・口外

あすなろ
デンタルクリニック

3-23-6
青木ビル4階 3999-8039 歯・小歯・矯

金川歯科医院 4-20-16 3999-2230 歯

◆�桜台
西條歯科医院 1-4-15�エルミター

ジュ桜台2階 3992-4141 歯・小歯・口外

練馬桜台駅前Y's歯科 1-6-2
FARE桜台1階 4560-9195 歯・口外・小歯・矯

やまもと歯科医院 1-7-5�田中ビル1階 3948-7856 歯・小歯・矯・口外

新桜第2仁愛歯科
クリニック

1-28-8�2階クリ
ニック4部分 6914-8239 歯・口外・小歯・矯

中島歯科医院 2-1-2�順建ビル 5999-3278 歯・小歯

もりかわ歯科医院 2-3-4 5999-8587 歯・小歯・矯

森田歯科医院 2-23-2 3991-7694 歯

太郎歯科桜台診療所 2-40-6 3991-4182 歯・小歯・口外・矯

氷川台
歯科クリニック

3-12-1
リウズヒル氷川台�1階 6914-6311 歯・小歯・矯・口外

廣内歯科桜台クリニック 3-15-7��2階 3992-3777 歯・小歯

山内歯科医院 3-38-17 3994-6511 歯

名古谷歯科医院 4-1-3
第2田中ビル1階 3994-3900 歯

いき歯科医院 4-4-5 3992-5316 歯・小歯・矯

坂本歯科医院 4-9-7 3993-8148 歯・小歯・口外・矯

日だまり歯科
クリニック

4-12-20
永田ビル1階 3994-4182 歯・小歯・口外・矯

滝川歯科医院 4-20-6 3991-9597 歯

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
桜台歯科 5-22-4 3991-4658 歯

赤松歯科クリニック 6-2-7 3992-8552 歯・小歯

◆�練馬
練馬歯科医院 1-1-9�STビル3階 3992-0242 歯

金沢歯科医院 1-2-9� 精美堂書
店ビル1階 3948-6766 歯・小歯

練馬加藤矯正歯科 1-5-4�MIビル2F 6915-8895 矯

練馬駅前歯科矯正
歯科

1-6-5
セントラル練馬2階 6914-5906 歯・小歯・矯・口外

練馬さくら歯科 1-18-12 3992-6480 歯・小歯・矯・口外

ジュン
歯科クリニック 1-19-7 6794-6480 歯・小歯・口外

しんむら歯科医院
1-28-5�ライオン
ズマンション練馬
第2-101号室

6915-8444 歯・口外・矯・小歯

とうき歯科医院 2-21-3 5999-1180 歯・小歯

BREATH�DENTAL�
CLINIC

3-18-3�トリアン
グル練馬1F 5946-9919 歯・矯・口外・小歯

練馬三丁目とおやま歯科 3-19-9 6914-5757 歯・小歯・矯・口外

うしやま歯科 3-19-17
ニューハイツ練馬 5912-6480 歯・小歯・矯・口外

中村デンタル
クリニック

4-15-2
センチュリー豊島園3��1階 6767-2825 歯・小歯・口外・矯

コ―ナス歯科
クリニック

4-24-15
コ―ナス豊島園1階 5999-5588 歯・小歯・口外・矯

◆�向山
下田歯科医院 3-10-17 3990-4182 歯

ほんだ歯科クリニック 3-21-28��1階 5933-9582 歯・小歯・口外

堀内歯科医院 4-22-8 3990-2525 歯

◆�貫井
なごみ歯科 1-1-4

トレスリーオス4階 3926-5559 歯・小歯・口外

かず歯科クリニック 1-4-12
フレイム中村橋1-B 3998-4618 歯・小歯・口外・矯

小泉歯科医院 1-18-3
東山ビル1階 3990-0908 歯・小歯・矯

小金井歯科医院 1-46-3 3577-4698 歯・小歯・矯

富士見台　
岡本歯科医院

1-48-4�
すだま1号 3999-7000 歯・口外・小歯・矯

おしお歯科 2-2-10
昌栄第2ビル104 3999-7599 歯

エル・デンタルクリニック 2-3-6�山下ビル 3999-4618 歯・小歯・矯

杉の木歯科 2-8-21 3990-1332 歯

ふじみ台
歯科クリニック 3-2-5��2階 3577-8022 歯・小歯・矯・口外

栗田歯科医院 3-6-5�栗田ビル 3998-6241 歯・矯

角田歯科医院 3-8-17
内田ビル2階 3998-7298 歯

富士見台駅前歯科・
矯正歯科

3-10-8�
山善大野ビル3F 5848-6480 歯・小歯・矯・口外

カモ歯科クリニック 3-11-13
オオクボビル1階 3999-6330 歯

宮越歯科医院 3-13-3 3998-3854 歯

瀬戸歯科医院 3-19-7
瀬戸ハウス1階 3999-1238 歯・口外・矯・小歯

さくらい歯科医院 3-46-20 3825-6480 歯・小歯
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練馬区わたしの便利帳

休
診
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施設名 所在地 電　話 診療科目
くすみあきお
歯科医院

3-34-16�コンチネ
ンタルハイム101 3999-8211 歯

成田歯科医院 3-35-12
ＴＭビル2階 3999-8031 歯

増田歯科医院 4-30-24 3998-8148 歯

さいさか歯科 5-2-17 3990-4184 歯・小歯

メディカルガーデン
歯科

5-33-30�メディカルガー
デン春日町2階3号室 6804-4618 歯・小歯・矯・口外

ちえ歯科クリニック 6-2-2
アーバンヒルズ101 5971-6480 歯・小歯・矯・口外

齋藤歯科医院 6-2-16 3999-6848 歯・小歯・口外・矯

練馬春日町
デンタルクリニック

6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ1階 3970-6487 歯・小歯・口外・矯

西本歯科医院 6-13-5 3926-2841 歯・小歯

佐藤歯科医院 6-16-11
フォーチュン光が丘2階 3998-6414 歯

関東
デンタルクリニック

6-16-21
MakeHill�172��2階 3990-6487 歯・小歯

◆�高松
結城歯科医院 2-3-15 3970-4123 歯

おおしま歯科医院 3-13-9 3998-8118 歯・小歯・矯

各務歯科医院 4-6-11
管野ビル2階 3577-2641 歯・小歯・矯

ジェイシティ
歯科吉積

5-8-16
J.CITY�タワー1階 5372-4444 歯・小歯・口外

光が丘デンタル
クリニック船坂 5-13-1 5393-0711 歯・小歯・矯・口外

織井歯科医院 6-25-2��1階 3997-2655 歯・小歯・矯・口外

◆�北町
山本歯科医院 1-5-17 3937-1322 歯

中田歯科医院 1-28-11 3933-2745 歯・小歯

芳賀歯科医院 1-29-7
イーストヒルズ1階 3933-8959 歯

おおたき歯科
クリニック

1-32-9�N-STAGE
練馬北町1階 5922-6480 歯・小歯・口外・矯

ひろ歯科医院 1-38-1
有山ビル1階 5398-7688 歯・小歯・矯・口外

北町
デンタルクリニック

1-45-2
飯田ハイツ1階 3559-0418 歯・小歯・矯・口外

タップルこども
歯科・矯正歯科

2-13-11�北町大
木マンション6号 3935-0388 歯・小歯・矯

大木歯科医院 2-29-14 3933-3726 歯・小歯

トウブ歯科医院 2-31-17
メゾンコートウエスト101 3931-3231 歯

ビーンズ歯科
ハイジ

2-37-2
八雲マンション1階 3550-8888 歯・小歯・矯・口外

きたまち歯科医院 2-37-4
小口ビル1階 3931-5200 歯

山田歯科医院 2-41-3
シャトー北町1階 3559-2362 歯・小歯

小池歯科医院 2-41-14 3931-8244 歯・小歯・口外

白樺歯科医院 6-32-29� パラシオ
ン平和台100号室 6909-7821 歯・小歯・矯・口外

野島歯科医院 7-7-4�丸広ビル1階 3559-1828 歯

◆�田柄
平和台ファミリー歯科 1-1-1

リバティーベル��1階 5967-1812 歯・小歯・矯・口外

大山歯科医院 1-20-22 5383-8211 歯・小歯・矯

施設名 所在地 電　話 診療科目

かすが歯科 5-3-11
第5カネサカ1階 3998-4711 歯・口外・矯・小歯

橋本歯科医院 5-17-22 3999-6710 歯・小歯・口外

◆�氷川台
浅見歯科医院 2-12-3 3559-9777 歯・小歯

氷川台
デンタルクリニック

3-28-13
ヴィラワコーⅡ1階 5920-6480 歯・小歯

翔歯科医院 3-32-13��103 6281-0611 歯・口外・小歯

河野歯科医院 3-36-9
氷川台サンハイツ106 3931-5228 歯

伊藤歯科医院 4-38-9 3933-8686 歯・小歯・口外

ふじもり歯科 4-49-4�藤和氷川台
コープ1階 3933-6810 歯・小歯・矯

◆�平和台
市川歯科医院 1-31-16 3932-3719 歯・小歯

うるしばら歯科
クリニック 2-13-3 6915-7822 歯・小歯・矯・口外

平和台歯科医院 4-20-17 3931-5948 歯

しろつめ
デンタルクリニック 4-21-11 6906-4146 歯・小歯・口外

あけみ小児歯科
クリニック 4-23-5 3550-2122 小歯・矯・歯

平和台駅前
みやた歯科

4-24-8�ラ・フォンテー
ヌ・デュ・ボナール1階 6906-5155 歯・小歯・口外・矯

◆�早宮
氷川台たんぽぽ
歯科クリニック

1-1-11�
Noir�et�Blanc�1階 6914-8211 歯・口外・小歯・矯

鈴木歯科 1-1-16
金津賀第5ビル2階 3948-1979 歯・小歯・矯

山本ぶん歯科 1-13-11
サンヒルズ早宮1階 3557-2488 歯・小歯

梅田歯科クリニック 1-34-6 5999-4182 歯・小歯・口外・矯

早宮デンタルクリニック 2-14-4��1階 3559-5595 歯

治田歯科医院 2-16-31
クローブ平和台203 3933-1513 歯

杉江歯科医院 2-17-37� サニー
ヒルズ平和台203 3931-5400 歯

松本
デンタルオフィス

2-17-43
ル・ボナール平和台2階 5920-4618 歯・口外・矯

竹治歯科医院 3-2-3 3994-6207 歯・小歯

ふくみつ歯科医院 3-9-21 3991-6308 歯・小歯・矯

本多歯科医院 3-58-13 3993-9192 歯

早乙女
デンタルクリニック 4-27-20 6914-6776 歯・口外・小歯・矯

西歯科医院 4-39-14
芹沢ビル2階 5999-9870 歯・矯・小歯

◆�春日町
光デンタル
クリニック

1-3-22� ユーフォ
ニックプレイス2階 3577-8846 歯・小歯・口外

アーク
歯科クリニック

2-14-4
ソレイユ平和台1階 3970-8241 歯・小歯・矯

マイスター春日
歯科クリニック

3-29-8�Longevity
Bldg3階 6768-6480 歯・小歯・口外・矯

あきやま歯科 3-29-22 5241-6755 歯・小歯

笹川歯科 3-31-9 3999-7887 歯・小歯

サヤ歯科医院 3-31-11 5934-0648 歯・小歯・口外

栗田歯科医院 3-31-17 3825-4182 歯・小歯・矯・口外
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
田柄歯科医院 1-27-11 3938-2386 歯・小歯

小杉歯科医院 2-6-21 3930-8888 歯

高田歯科田柄診療所 2-31-2��1階 3930-3976 歯

木村歯科医院 2-31-6 5997-4644 歯・小歯・矯・口外

アルテ歯科医院 2-37-5 6909-8118 歯・小歯・口外

エトアール歯科
クリニック

2-49-8
エトアール赤塚 5967-4182 歯・小歯・矯・口外

相田歯科医院 2-51-7 3939-0631 歯

小田歯科医院 2-53-1�蔦ビルマイ
ソーレハーヤ203 3977-1181 歯・小歯・矯

藤山歯科クリニック 2-53-13�コンファタブル
レジデンスアカツカ�102号 3939-3030 歯・小歯・矯・口外

水野歯科医院 3-6-20
グリーンハイム田柄101 5241-6487 歯

山岸歯科医院 3-30-13 3825-8241 歯・小歯

塚越歯科医院 4-6-21 3990-6944 歯・小歯

しのぶ歯科クリニック 5-5-21 3825-0414 歯・小歯

夏の雲歯科 5-14-12 3825-3468 歯・小歯・矯・口外

光が丘エトワール歯科 5-16-5�C ク リ
ニック光が丘4階 5933-9950 歯・小歯・矯・口外

さくま歯科医院 5-20-19��1階 5241-6480 歯・小歯・矯・口外

ウィスタリア
歯科クリニック

5-23-16�ヴィラ・
ウィスタリア101 3970-7300 歯・小歯・口外・矯

やもと歯科医院 5-27-11
ハートビル2階 3999-8818 歯・小歯

光が丘クローバー歯科 5-27-13 5933-9300 歯・小歯・口外・矯

まなぶ歯科医院 5-28-7 3998-2600 歯・小歯

◆�光が丘
山田歯科医院 2-4-11-101 3930-8211 歯・小歯

髙梨歯科クリニック 3-7-1��1階 5998-8211 歯・小歯・矯

光が丘歯科 3-9-2
IMA南館2階 5967-2138 歯・矯・小歯・口外

光が丘こども歯科・
矯正歯科

5-1-1
IMA中央館2階 6915-6600 歯・小歯・矯・口外

高田歯科光が丘診療所 5-2-5��101号 3976-8241 歯・小歯

鶴見歯科 5-5-6-102 3976-7788 歯・小歯・矯

和田歯科医院 7-3-6-101 3975-8148 歯・矯

きよかわ歯科クリニック 7-6-20 6915-6769 歯・小歯・口外・矯

◆�旭町
こぶしデンタル
クリニック

1-15-19� ラ・フォン
テーヌイン光が丘1階 6904-3505 歯・小歯・矯・口外

おかだ歯科医院
光が丘

1-15-29�光が丘ワタ
ナベ不動産ビル2階 5998-5517 歯・小歯・矯

松山歯科医院 1-38-12 3976-3355 歯・口外・矯・小歯

旭歯科医院 3-7-12 3930-2090 歯・矯

高山歯科医院
旭町診療所 3-9-13��1階 5998-5110 歯・小歯・口外・矯

ナカムラ歯科 3-11-1 3979-1182 歯・小歯・矯

◆�土支田
なかば歯科医院 1-6-11 3921-8826 歯・小歯

土支田ファミリー歯科 2-18-12
ラ・ソワ・ミヤマ 3867-1182 歯・小歯・矯・口外

つきおか歯科医院 2-29-16 5387-1758 歯・小歯・口外・矯

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
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施設名 所在地 電　話 診療科目
土支田歯科医院 2-33-3 3925-3720 歯

清水歯科医院 3-7-17 3923-7662 歯

おおはら歯科
クリニック

3-20-8
ルセルベ101号 6362-3717 歯・小歯・矯・口外

斉藤歯科医院 3-24-17 3924-0519 歯

◆�富士見台
むさし歯科医院 1-5-14 3999-6016 歯

スマイル
デンタルクリニック

2-18-7
ハイツトータス1階 5848-5676 歯・小歯

関歯科医院 2-21-13
メゾン2番館101 5241-1949 歯

いくた歯科医院 2-33-6�高橋ビル1階 3999-5888 歯

かねとう歯科 3-6-8 5848-8684 歯・小歯・口外・矯

ルナデンタルクリニック 4-13-5 5933-9926 歯・矯・小歯・口外

はすいけ歯科医院 4-44-2��2階 3990-1188 歯・小歯・口外

◆�南田中
たけした歯科 3-1-12 3904-4180 歯・小歯・矯・口外

南田中歯科医院 5-2-1
田中ビル2階 5393-0708 歯・小歯・矯

◆�高野台
柳下歯科医院 1-3-7

NFプラザⅡ�3階 3996-8082 歯・小歯・矯

なかや矯正歯科 1-6-7
プラット高野台2階 5372-1888 矯

たかのだい歯科 1-6-9
エルメゾン高野台1階 3904-7235 歯・小歯・口外

大内歯科クリニック 1-7-20
プレステビル2階 5372-1180 歯

山本歯科クリニック 1-7-27 5372-4339 歯・小歯・矯

なか歯科クリニック 1-8-18
TMビル1階 6913-3805 歯・小歯・口外・矯

田中歯科クリニック 1-10-3
モールサイメイ1階 5372-0799 歯

たく歯科クリニック 2-8-5
ＴＥＣ高野台2階 3997-8461 歯・小歯・矯・口外

きむら歯科医院 2-11-19
エスポワール高野台1階 3997-8020 歯・小歯・口外・矯

かぶらぎ歯科 3-7-8 5372-1182 歯・小歯・矯

かとう歯科 4-1-8 3995-5971 歯・小歯・矯・口外

ゆうか
デンタルクリニック 5-19-11 0120-954-001 歯・小歯・矯・口外

◆�谷原
浅田歯科医院 2-10-17 3996-8522 歯

よしむら歯科 3-7-6�第2田上マ
ンション103号 3904-8241 歯

三原台歯科
クリニック

5-23-5
ソレアード101号 5387-7921 歯・小歯・矯

中村歯科医院 6-6-27 3996-3109 歯・小歯

◆�三原台
さむた歯科クリニック 1-11-26 3922-1125 歯・小歯・口外

和田歯科クリニック 1-28-2
ファミール庚申102号 3921-7741 歯・小歯・口外
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練馬区わたしの便利帳

休
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施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�石神井台
上田歯科医院 2-1-11 3997-9988 歯・矯

ないとう歯科医院 3-4-5 3997-8788 歯・小歯・口外・矯

大川内歯科医院 3-24-20 3997-2535 歯

石神井台歯科クリニック 3-27-3 6913-1582 歯

大森歯科医院 3-32-5 3995-2021 歯

しんみ歯科
石神井台

4-7-3�石神井台クリ
ニックモール�1・2階 6279-7410 歯・小歯・矯・口外

歯科ブロッサムクリニック 4-11-15 5927-0877 歯・小歯・矯・口外

田添歯科 5-2-2 3928-9972 歯

梅津歯科医院 6-18-4
富士サンハイツ101号 5387-6018 歯・小歯・矯

みたに歯科医院 7-6-10 3594-4118 歯・小歯・矯・口外

みやもと歯科医院 7-22-3 3594-4618 歯・小歯・矯・口外

じんお歯科 8-16-9 3929-8233 歯・小歯・口外・矯

富村歯科医院 8-22-1�ヴァルトハ
イム石神井台106 3922-1023 歯

◆�上石神井
むらかみ歯科 1-5-13

岩谷ビル2階 5991-6678 歯・小歯

エルモ歯科 1-10-6
コムトエルフ1階 6904-8028 歯・小歯・口外

山崎歯科医院 1-13-4 3920-2821 歯

優歯科クリニック
上石神井

1-17-17
ディ・パンテレリア1階 5927-6555 歯・小歯・口外・矯

ハニーデンタルクリニック 1-18-12 6904-8237 歯・小歯・口外・矯

上石神井たぐち歯科 1-23-6�
プロスパラス野田101号室 6904-8239 歯・口外・矯・小歯

タロウ歯科 2-23-17
アイランズステイション1階 5991-8002 歯・小歯

れいデンタルクリニック 2-25-2 3920-1199 歯・小歯・矯・口外

上石神井北口歯科 2-25-5
栄ビル2階 3594-3811 歯

上石神井くろだ
デンタルクリニック

2-26-7
T-Kビル2階 6279-7789 歯・小歯・矯・口外

上石神井歯科
クリニック

2-30-21
第2和光ビル1階 3594-1281 歯・小歯・矯

角田歯科 3-3-13 5991-5855 歯・小歯

さきやま歯科
クリニック

4-3-26
ファミール大路1階 6904-8241 歯・小歯・矯・口外

つばさ
デンタルオフィス

4-4-1
上石神井第2ロ
イヤルハイム1階

5927-5261 歯・小歯・口外・矯

大塚歯科 4-7-27
ホワイトプラザ1階 5903-8467 歯・口外・小歯・矯

渡辺歯科 4-8-3
スカイハイツ1階 3928-2301 歯・小歯・矯・口外

こぐち歯科 4-27-5 5991-3918 歯・小歯・矯・口外

◆�下石神井
杉田歯科医院 1-7-9 3995-0733 歯・小歯

下石神井歯科 1-18-16
片山ビル1階 3996-8850 歯・小歯

おおの歯科医院 4-5-20
クロスポイント千川106 3996-1118 歯・小歯・矯

下石神井歩道橋前
歯科クリニック 4-16-10 3996-6480 歯・小歯・口外

こうむら歯科医院 6-43-12 5372-2813 歯・小歯・口外

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�石神井町
いしかわ歯科
石神井公園クリニック 1-18-4 3995-4618 歯・小歯・矯・口外

練馬大塚歯科医院 1-19-5 6913-4182 歯

志賀歯科医院 2-12-4 3995-2588 歯

石神井公園の
歯科と矯正歯科

2-13-13
ハーベストバハラ3階 5923-9959 歯・小歯・口外・矯

やまもと歯科 2-13-17��2階 3904-8801 歯・小歯

竹谷歯科医院 2-14-1� 石神井公
園ピアレスA棟2階 3995-8088 歯・小歯・矯

L歯科クリニック 2-14-31�ビオラ2階 6913-4078 歯・小歯・矯・口外

おがた歯科クリニック 2-15-1
NMSビル2階 5910-8777 歯・小歯・口外・矯

たけのうち歯科
クリニック

2-15-8
グリーンフォレストⅡ2階 6913-4618 歯・口外・小歯・矯

田添歯科医院 2-17-10 3997-6155 歯・小歯・口外

石塚歯科医院 2-31-29 3996-2882 歯・小歯

Shimizu�
Dental�Clinic

3-17-15�
KYビル1階 6913-3517 歯・口外・矯・小歯

石神井公園歯科クリ
ニックplus

3-19-16�石神井
公園ＭＳＰ②ビル
1階Ｄ号室

5923-9237 歯・口外・小歯・矯

石神井公園駅前
四季デンタルオフィス 3-20-25 6684-4551 歯・口外・矯・小歯

よしだ歯科クリニック 3-21-12
加藤ビル2階・3階 3904-1182 歯・小歯・口外・矯

岩田歯科医院 3-24-7 3996-0269 歯

川上歯科医院 3-24-11
篠原ビル3階 3904-6482 歯・小歯

石神井公園
歯科クリニック

3-25-3
本橋ビル2階201号室 5923-9440 歯・小歯・矯・口外

ひぐち矯正歯科医院 3-25-21�ライオンズプ
ラザ石神井公園�211号 5393-8880� 矯

アップル歯科クリニック 3-27-4 5923-9056 歯・矯・小歯・口外

安藤歯科医院 3-30-21
サンパークコーポ1階 5910-8000 歯・口外

なかがわ歯科医院
ホワイトエッセンス

4-4-3
Y・Sビル101 3996-6077 歯・小歯・矯

石神井ほんだ歯科医院 4-6-15 3997-6651 歯・小歯

坂本歯科医院 4-12-10 3995-6480 歯・小歯・矯

高木歯科 5-1-9
ハイライフ石神井203 3996-4499 歯・小歯

磯野歯科�石神井公園 5-3-12� 石神井公
園ハイツ1階店舗Ａ 6913-1348 歯・小歯・口外・矯

松本歯科クリニック 6-2-12 3995-8861 矯・歯・小歯

須賀歯科医院 6-6-17 3996-0592 歯

すぎもと歯科
クリニック

6-15-8
豊田ビル2階 3904-3696 歯・小歯・口外・矯

児玉歯科医院 6-26-18�ダイアパレス
石神井公園第2��103 3904-5721 歯・小歯

平田歯科医院 7-1-5
宗像ビル2階 3996-3981 歯・小歯

いけだ歯科
クリニック

7-2-1
ピースフルハイム2��1階 3996-2200 歯・口外・小歯

なおとデンタル
オフィス 7-3-17 3995-9598 歯・小歯

スヴァラ歯科 7-7-15 3997-6875 歯

澤田歯科 8-53-11 3904-6038 歯
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�東大泉
米田歯科クリニック 1-15-9 3867-0401 歯

田中歯科クリニック 1-19-35
三慶ビル202 3923-5248 歯・小歯・矯・口外

山中歯科 1-27-21��2階 3921-6480 歯・小歯・矯・口外

えのもと
歯科クリニック

1-27-22
光和ビル102 5935-8145 歯・小歯・口外・矯

大泉学園の歯科・矯
正歯科

1-28-1�
グランエミオ大
泉学園3階

5935-8603 歯・小歯・矯・口外

東大泉歯科医院 1-30-4
三幸産業ビル4階 3923-6500 歯

かわべ歯科医院 1-30-13
井上ビル2階 3867-6769 歯・小歯

よしかわ矯正歯科
大泉クリニック

1-33-6
大泉セントラルビル
2階203号

3924-9191 矯

にじいろマイクロスコー
プセラミック歯科医院

1-33-14
エンゼルビル1階 3922-2416 歯・小歯・矯・口外

しげみ歯科医院 1-36-3
ベルグ大泉4階 3923-0418 歯・小歯・矯

石橋デンタル
クリニック大泉

1-37-7
ドラゴンスクエア
Ⅰビル301号室

5935-8484 歯・小歯・矯・口外

川内歯科 1-37-15
浅海ビル3階 3978-5050 歯・小歯・矯

やち歯科医院 2-4-7 3978-6480 歯・小歯・矯・口外

マサキ歯科医院 2-5-9 3923-4114 歯・小歯

松本小児歯科医院
2-8-1
パレスフォンテー
ン1階C号

3922-3748 歯・小歯・矯

三浦歯科診療室
2-10-11
西友 LIVINオズ
大泉店5階

5947-6480 歯・小歯・口外・矯

鳥越歯科医院 2-40-8��1階 3867-8018 歯・小歯・口外

ひらが歯科クリニック 3-2-4
小峰ビル1階 3867-1888 歯・小歯・矯・口外

尾崎歯科医院 3-3-14 3922-1451 歯

クローバー歯科 3-16-3
ビーエムビル2階 5947-9608 歯・小歯・矯・口外

富村歯科医院 3-16-29 3922-3337 歯

森崎歯科医院 3-17-17 3922-1393 歯・小歯・矯・口外

みなみ歯科医院 3-29-5 3922-3366 歯・小歯・矯・口外

つつみ歯科医院 3-31-11�1階 3922-7080 歯・小歯・口外

相生歯科診療室
3-52-7
ラフィネジュ大泉
学園1階

5947-4618 歯・小歯・矯

齋藤歯科医院 4-1-10 3922-0081 歯・小歯・矯・口外

芳村歯科クリニック
4-2-12�
ラ・ルネサンス・ド・三
幸堂ビル西棟4階

3923-8674 歯・小歯・口外・矯

池袋歯科大泉診療所 4-3-1 3867-7135 歯・小歯・矯

シロタ歯科医院 4-23-2 3924-1012 歯

きむら矯正歯科 4-31-1�北園メディ
カルモール1階A 5935-8537 矯

鈴木歯科クリニック 5-6-2 3925-5420 歯・小歯・口外・矯

いづみ歯科 5-38-23 3921-8143 歯・小歯

郷家歯科医院 5-41-17
岩崎ビル1階 3978-7764 歯・小歯・矯

休
診
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科
目
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施設名 所在地 電　話 診療科目
ゆめりあ矯正
歯科クリニック

5-43-1�大泉学園
ゆめりあ2��107 3925-1871 矯

根本歯科 5-43-1��306 3924-0003 歯・小歯・口外

木村デンタル
クリニック

6-1-37
木村ビル101 3924-7575 歯・小歯

木村歯科医院 6-2-26 3923-8148 歯

大泉こどもおとな
歯科診療室 6-46-7 3922-2631 歯・小歯・矯

いしかわ歯科医院 6-47-6 3924-6789 歯・小歯

アベニュー歯科
クリニック大泉学園

6-47-12�大泉
コーポラス1階 5935-7555 歯・小歯・矯・口外

たかはし歯科医院
6-47-15
アプローズ大泉
学園1階

3923-8211 歯・小歯・矯

やまもと歯科 6-51-4
ＴＫビル1階 3978-1184 歯・小歯・口外

橋本歯科
7-6-7
センチュリー東大
泉106号

5933-1818 歯・小歯・矯・口外

竹嶋歯科クリニック 7-38-29
加昌マンション110号 3978-5505 歯

◆�西大泉
いいだ歯科医院 1-28-12 5387-8241 歯

大泉歯科 3-1-2
エディフィス高柳1階 5933-0051 歯・小歯・矯・口外

斉藤歯科クリニック
3-30-12
西大泉ショッピン
グセンター内

3922-6480 歯・小歯

日比歯科医院 4-10-36 3921-8841 歯

わたなべ歯科医院 6-1-17 5947-7464 歯・小歯

◆�南大泉
ありふく歯科医院 1-44-28 3867-3202 歯

佐田歯科医院 2-16-7 3924-3713 歯

遠藤歯科医院 3-7-2 3978-8148 歯

南大泉歯科医院 3-19-21 5387-4182 歯・小歯・口外・矯

ひやま歯科医院 3-27-9 6319-1515 歯・小歯・口外

西村歯科クリニック
3-27-18
ハイシティプラザ
南大泉108

3867-6480 歯・小歯

保谷歯科口腔外科
クリニック

3-28-9
グローリアスハイム1階 5947-4620 歯・口外・小歯

山田歯科医院 3-29-14
高橋ビル106 3978-1841 歯

佐々木歯科医院 3-31-17 3924-3032 歯・小歯・口外

みのりデンタルクリニック 4-20-6��3号室 6904-6831 歯・小歯・口外

佐藤歯科医院 4-49-32 3921-2105 歯・小歯・矯・口外

ケイタデンタル
クリニック

4-50-10�コモディ
イイダ大泉店3階 5947-6361 歯・小歯・口外

新野歯科医院 5-10-18 3922-5278 歯・矯

田中歯科医院 5-31-16 3921-4180 歯・小歯・矯・口外

ほうやデンタルクリニック 5-35-8 3978-1182 歯・小歯・口外

ひかり歯科医院 5-35-23
モアメーム2階 3867-2802 歯・小歯

◆�大泉町
いくた歯科クリニック 1-1-29 3924-5070 歯・小歯・矯

小林歯科医院 1-22-1 3922-2339 歯

しのざき歯科医院 2-63-10 5933-2333 歯・小歯・矯
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練馬区わたしの便利帳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
パークサイド
歯科クリニック 3-22-17 3928-8241 歯・矯・小歯・口外

村上歯科医院 3-42-6 3929-8241 歯・小歯

池田歯科クリニック 4-2-12
野口ビル2階 3920-4180 歯・小歯・矯

いしざわ歯科医院
4-2-13
グランドステータ
ス関201

5927-6474 歯・小歯・口外・矯

武蔵関エキナカ歯科 4-2-13� 武蔵関駅ビ
ルロータスロード3階 5903-8444 歯・口外・矯・小歯

小川歯科医院 4-4-2
シェモアムサシ2階 3928-6480 歯・小歯・矯

むなかた歯科医院 4-10-5 3928-0859 歯・小歯・口外・矯

鈴木歯科医院 5-16-26 3929-9734 歯

◆�関町南

いぬぶし歯科
1-9-50
上石神井第5ロイヤ
ルハイツ2階F区画

3929-8358 歯・小歯・口外

栁田歯科医院 2-20-8 6904-8217 歯・小歯・口外・矯

くりはし歯科医院 3-8-5 3928-7348 歯・小歯・矯

豊山歯科医院
4-15-7-209
武蔵野グリーン
タウン�G棟2階

3594-1488 歯

佐々木歯科クリニック 4-18-19-101 3929-1182 歯・小歯・口外

◆�関町東
生田ブライト
歯科クリニック 1-3-19 3929-6480 歯

武蔵関歯科 2-14-8 3928-2653 歯・小歯

◆�立野町
吉祥寺壱番館
歯科医院

7-9�クリオ吉祥
寺壱番館106号 3928-6874 歯

施設名 所在地 電　話 診療科目
中山歯科クリニック 3-2-13

エミネンス大泉1-A 3923-0030 歯・小歯

たんぽぽ歯科
クリニック

4-38-13
101号室 5387-6480 歯・矯・口外

五十嵐歯科医院 5-4-16 3923-8214 歯

◆�大泉学園町
渡辺歯科クリニック 1-1-5

タカジンヤシャトー1階 3923-0024 歯・小歯・口外

代居歯科医院 1-5-14 3922-3531 歯・口外・矯

ふみデンタルオフィス 1-8-16��1階 5933-0900 歯・小歯・矯・口外

往診歯科医院 1-32-21��1階 6904-6431 歯・小歯・矯

川島歯科医院 2-13-1
古丹ビル2階 3924-1182 歯・小歯

北園ゆり歯科クリニック 2-14-15 5905-1777 歯・小歯・口外・矯

大泉学園三丁目歯科 3-11-17 3923-8249 歯・小歯

南部歯科医院 4-24-23 3921-8672 歯・小歯・口外・矯

かわらい歯科医院 5-6-5 3922-3239 歯・小歯・口外・矯

さくら
歯科クリニック

5-7-1
ラレ�デ�スリジィエ1階 3925-4618 歯・小歯・口外・矯

島野おとなこども歯科 5-9-13 6904-6308 歯・小歯・口外・矯

安田歯科医院 6-1-37 3924-2590 歯

大泉学園町近藤歯科 6-3-28 3925-2332 歯

山本歯科クリニック 6-12-41 3924-7710 歯・口外・小歯

本橋歯科医院 6-19-41 3924-5686 歯・小歯・矯・口外

新名主歯科・
口腔外科医院

6-18-42
京坂ビル�1階 5935-4185 歯・口外・矯・小歯

エーシー歯科医院 7-3-21
高本ビル101号 3978-6555 歯・小歯・口外・矯

森山歯科クリニック 7-8-30 3925-5825 歯・小歯・口外・矯

佐藤歯科医院 7-11-13 3921-8848 歯

井川歯科医院 7-14-16 3922-7417 歯・小歯・口外・矯

トモエ歯科
7-19-5
バロンハイツ大
泉学園106

3923-2846 歯・小歯

◆�関町北
岡田歯科 1-8-9 5903-8241 歯・小歯・口外

E歯科 1-25-14 3928-1080 歯

島野デンタルオフィス 2-4-5
フラットイナガキ1階 5903-9940 歯・小歯・口外・矯

那須歯科医院 2-20-15 3920-1336 歯

バランス歯科 2-24-9
電気館マンション2階 3929-1311 歯

たかはし歯科クリニック 2-24-12��101 3928-6487 歯・小歯・矯

安達歯科医院 2-25-10
ハイマート武蔵関1階 3594-4100 歯

サニースマイル
歯科クリニック

2-26-17
ワイズⅡ�2階 5903-8243 歯・小歯・矯

石井歯科医院 2-27-13
下田ビル3階 3929-8122 歯・小歯・矯

しのはら歯科医院 2-30-5�シティー
ハイム武蔵関1階 3594-2455 歯・小歯

小山歯科医院 3-3-21 3920-1508 歯・小歯・口外
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