No

施設名

所在地

募集科目
内科・小児科・皮膚科以外

東京メトロ銀座線『末広町駅』徒歩1分

の各科目

JR各線『秋葉原駅』徒歩5分

202111東01日

末広町 千住ビル

東京都千代田区外神田4-9-2

202111東02日

（仮称）田町メディカルセンター

東京都港区芝5丁目

全科目

202111東03日

（仮称）下北沢メディカルセンター

東京都世田谷区北沢2丁目24-13

全科目

202111東04日

（仮称）大森駅前メディカルセンター

東京都大田区山王2-5-5

全科目

202111東05日

三軒茶屋駅前 三茶ビル2階

東京都世田谷区三軒茶屋1-37-2

202111東06日

（仮称）MED池袋

東京都豊島区南池袋1丁目27-10

皮膚科・形成以外の各科目

202111東07日

（仮称）練馬高野台メディカルセンター

東京都練馬区高野台 1丁目5-4

内科

202111東08日

（仮称）きぬたメディカルセンター

東京都世田谷区砧３丁目５番３号

全科目

202111東09日

（仮称）中野駅南口再開発案件

東京都中野区中野2丁目

全科目

202111東10日

（仮称）上池台メディカルセンター

東京都大田区上池台1丁目44-15

全科目

202111東11日

（仮称）新橋メディカルセンター

東京都港区新橋1-11-5

心療内科を除く各科目

銀座松竹スクエア

居抜き物件

東京都中央区築地1-13-1

都営地下鉄『三田駅』より徒歩3分
小田急線・京王線『下北沢』駅徒歩1分
2023年4月竣工予定
JR京浜東北線『大森駅』徒歩2分
2022年1月末頃竣工予定
東急田園都市線『三軒茶屋駅』徒歩1分

内科以外の各科目

盛業中のクリニック多数入居

耳鼻科、心療内科、泌尿器
科

202111東13日

（仮称）大森東口メディカルセンター

東京都品川区南大井6丁目28番

全科目

202111東14日

（仮称）王子本町メディカルセンター

東京都北区王子本町1丁目14

内科

202111東15日

赤坂中村ビル

東京都港区赤坂3-13-13
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JR『田町駅』より徒歩3分

内科・婦人科・整形・心療

内科、整形外科、皮膚科、
202111東12日

特徴

JR山手線『池袋駅』徒歩1分
調剤薬局開局予定
西武池袋線『練馬高野台』駅北口徒歩１分
２０２２年春リニューアルオープン予定
『成育医療研究センター前』バス停徒歩1分
2022年７月頃竣工予定
JR中央線・地下鉄東西線 『中野駅』徒歩1分
2024年度オープン予定
東急池上線『⾧原駅』徒歩３分
2022年末頃竣工予定
JR・東京メトロ・都営地下鉄『新橋』駅徒歩1分
2021年5月竣工
東京メトロ日比谷線『東銀座』駅徒歩3分
調剤薬局開局済み
京浜東北線『大森駅』徒歩1分
2022年5月末竣工予定
京浜東北線『王子駅』徒歩6分
2023年秋竣工予定

内科・耳鼻咽喉科・心療内

東京メトロ千代田線『赤坂駅』徒歩1分

科・婦人科を除く各科目

近隣に調剤薬局開局済み

No

施設名

所在地

募集科目

202111東16日

桜新町 医療区画

東京都世田谷区桜新町１

202111東17日

(仮称)水道橋駅前メディカルセンター

東京都千代田区三崎町2-20-10

全科目

202111東18日

千歳船橋駅前

東京都世田谷区船橋1丁目1番5号

耳鼻科・歯科以外の各科目

202111東19日

（仮称）祐天寺駅前メディカルセンター

東京都目黒区祐天寺1丁目23 18

全科目

202111東20日

アジア堂ビル

（仮称）用賀駅前メディカルセンター

202111東21日

上板橋駅前

202111東22日

フルヤビル

８

１０

東京都世田谷区用賀４丁目１１-１０

歯科を含む全科目

耳鼻科、小児科、眼科、心
療内科、泌尿器科等

東京都板橋区常盤台4-32-2

眼科を除く各科目

竹ノ塚 坂田ビル第２

東京都足立区竹の塚6-9-4

全科目

202111東23日

（仮称）南烏山メディカルセンター

東京都世田谷区南烏山４丁目１０

内科以外の各科目

202111東24日

渋谷区広尾

東京都渋谷区広尾5丁目14番2号

全科目

202111東25日

（仮称）矢口渡メディカルセンター

東京都大田区多摩川1-22-8

全科目

202111東26日

ライオンズマンション久が原駅前 1階

東京都大田区南久が原2丁目 8-3

202111東27日

一之江駅前商業ビル「ＦＲＯＮＴ」

東京都江戸川区一之江8-13-9

202111東28日

（仮称）経堂メディカルセンター

東京都世田谷区経堂1-26

２階医療区画

特徴
東急田園都市線『桜新町駅』徒歩3分
近隣に調剤薬局開局済み
JR中央線・都営三田線『水道橋駅』すぐ
調剤薬局開局予定
小田急小田原線『千歳船橋駅』徒歩1分
調剤薬局開局済み
東急東横線『祐天寺駅』徒歩2分
2021年11月末竣工予定
東急田園都市線『用賀』駅徒歩１分
用賀駅北口からすぐ
調剤薬局開局済み
東武東上線『上板橋』駅徒歩1分
近隣に調剤薬局開局済み
東武スカイツリーライン『竹ノ塚』駅徒歩2分
調剤薬局開局済み
京王線『千歳烏山』駅徒歩2分
2022年度竣工予定
東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩１分
調剤薬局開局済み
東急多摩川線『矢口渡駅』徒歩3分
2022年春頃竣工予定

内科、耳鼻科、心療内科を

東急池上線『久が原駅』徒歩1分

除く各科目

調剤薬局開局済み

内科・皮膚科・眼科を除く

都営新宿線『一之江』駅徒歩1分

各科目

2021年8月竣工済み

全科目

小田急小田原線『経堂』駅徒歩5分
2021年1月頃竣工済み
都営浅草線『東日本橋駅』すぐ、JR・都営新宿線

202111東29日

（仮称）東日本橋メディカルセンター

東京都中央区東日本橋3-11-8

全科目

『馬喰横山駅』徒歩3分
2020年11月末竣工済み

202111東30日

（仮称）久我山メディカルセンター

東京都杉並区久我山３丁目２４

１５
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全科目

京王井の頭線『久我山駅』徒歩1分
2021年9月竣工予定

No
202111東31日

施設名
（仮称）旗の台メディカルセンター

所在地

募集科目

東京都品川区旗の台3丁目11-11

特徴

内科、皮膚科、歯科除く各

東急池上線・大井町線『旗の台駅』徒歩1分

科目

2022年春オープン予定
東武東上線『下赤塚』駅徒歩9分・東京メトロ有

202111東32日

Solaie I'll 練馬北町

東京都練馬区北町３丁目１６-１０

内科・眼科以外の各科目

楽町線『地下鉄赤塚』駅徒歩7分
2020年1月竣工済み

202111東33日

202111東34日

202111東35日

市ヶ谷仲之町ヒルズ・ウイング1階医療区画

すみだパークプレイスメディカルセンター

（仮称）馬喰町メディカルセンター

東京都新宿区市谷仲之町3-1

東京都墨田区横川１

１

内科・小児科・整形外科を

都営新宿線『曙橋』駅徒歩3分

除く各科目

2021年2月末竣工済

内科、整形外科を除く各科

１０

目
内科・心療内科・皮膚科を

東京都中央区日本橋馬喰町1-6-1

除く各科目

JR総武線『錦糸町』駅徒歩15分、都営浅草線『本
所吾妻橋』駅徒歩12分
2022年8月末竣工予定
JR総武線『馬喰町』駅徒歩3分
都営新宿線『馬喰横山』駅徒歩1分
2019年6月竣工済み
東京メトロ丸の内線、都営大江戸線

202111東36日

（仮称）本郷メディカルセンター

東京都文京区本郷2丁目26-8

内科以外の各科目

『本郷三丁目』駅徒歩2分
2022年春オープン予定

202111東37日

みずほメディカルモール

東京都葛飾区立石1-15-5

202111東38日

町田センタービル（レミィ町田）

東京都町田市原町田6-8

202111東39日

（仮称）調布深大寺メディカルセンター

内科・皮膚科・眼科・歯科

京成押上線『京成立石』駅徒歩1分

以外の各科目

都営浅草線、京急線への直通運行有り

全科目
整形外科、小児科もしくは

東京都調布市深大寺東町7-47-1

耳鼻科

202111東40日

（仮称）仙川メディカルセンター

東京都調布市仙川町１丁目１８

全科目

202111東41日

（仮称）狛江メディカルセンター

東京都狛江市東和泉1-20-1

全科目

202111東42日

（仮称）吉祥寺駅前メディカルセンター

東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目２

202111東43日

花小金井 875ビル

東京都小平市花小金井1丁目10
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４

全科目
全科目

ＪＲ横浜線『町田駅』徒歩1分
小田急線『町田駅』徒歩3分
JR『三鷹駅』からバスで15分
京王線『調布駅』徒からバスで20分
2022年春オープン予定
京王線『京仙川駅』徒歩1分
2022年冬頃竣工予定
小田急小田原線

『狛江』駅徒歩1分

2022年春竣工予定
京王井の頭線・JR中央本線『吉祥寺駅』徒歩1
分、2023年春頃オープン予定
西武新宿線『花小金井駅』徒歩1分
2020年11月竣工済み

No

施設名
医療物件

所在地
東京都八王子市明神町4丁目3 8

募集科目

202111東44日

京王八王子駅前

202111東45ク

ﾄｩﾓﾛｰﾌﾟﾗｻﾞ日野多摩平の森

日野市多摩平3-1-1 1階

202111東46ク

八王子市大和田町医療モール

八王子市大和田町4 2階

内・小・耳・皮・泌・整 等

202111東47ク

八王子市北野台物件 クリニック区画

八王子市北野台4-30

耳・小・皮・泌 等

202111東48ク

八王子堀之内クリニックビル物件

八王子市堀之内2丁目10-29
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内科を除く各科目

特徴
京王線『京王八王子』駅徒歩1分
2020年4月竣工済み

内・皮・泌・小児・耳・

ドラッグストア併設型

眼・心 等

JR中央線「豊田駅」徒歩9分 または バス約2分
ドラッグストア併設型
JR八高線「北八王子駅」徒歩12分
ドラッグストア併設型
JR横浜線「片倉駅」バス15分または 徒歩20分

耳・皮・秘・小・眼・心・

一般物件

脳

京王相模原線「京王堀之内駅」徒歩4分

No

施設名
鈴木ビル

所在地

202111神01日

元住吉

202111神02日

辻堂プルミエビル

神奈川県藤沢市辻堂2-9-3

202111神03日

（仮称）阪東橋メディカルセンター

神奈川県横浜市中区曙町4-56

内科以外の各科目

202111神04日

（仮称）藤が丘駅前メディカルセンター

神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-4-7

全科目

202111神05日

大倉山駅前ビル

神奈川県横浜市港北区大倉山3-1-3

202111神06日

（仮称）川崎小川町メディカルセンター

神奈川県川崎市川崎区小川町10

202111神07日

新逗子第２京急ビル

神奈川県逗子市逗子2-6-34

202111神08日

洋光台

神奈川県横浜市磯子区洋光台3-10-5

202111神09日

（仮称）関内北口メディカルセンター

神奈川県横浜市中区羽衣町1-2-8

心療内科以外の各科目

202111神10日

（仮称）相模原メディカルセンター

神奈川県相模原市中央区千代田6-1-18

内科以外の各科目

林第一ビル

神奈川県川崎市中原区木月２丁目２

募集科目
全科目
内科・泌尿器・整形外科
以外の各科目

特徴
東急東横線 『元住吉』駅徒歩2分
2022年リニューアル予定
ＪＲ東海道線『辻堂』駅徒歩1分
横浜市営ブルーライン線
『阪東橋駅』徒歩2分
東急田園都市線『藤が丘駅』徒歩2分
2021年9月竣工予定

眼科、皮膚科を除く各科 東急東横線『大倉山駅』徒歩1分
目（歯科入居可）

調剤薬局開局予定

整形外科・皮膚科以外の JR『川崎駅』徒歩7分
各科目
全科目

2023年2月頃竣工予定の新築物件
JR横須賀線「逗子」駅徒歩1分
京急逗子線「逗子・葉山」駅徒歩5

整形外科・小児科を除く JR根岸線『洋光台』駅徒歩2分
各科目

調剤薬局開局予定
京浜東北線『関内』駅徒歩1分
2022年1月末竣工予定
JR相模線『上溝駅』徒歩17分
バス停『千代田5丁目』徒歩1分
2020年7月竣工済

202111神11日

（仮称）妙蓮寺メディカルセンター

神奈川県横浜市港北区菊名１丁目９ １０

全科目

202111神12日

相模原アルファビル

神奈川県相模原市中央区相模原4 1 20

全科目

神奈川県横浜市金沢区瀬戸5004-16

全科目

202111神13日
202111神14日

（仮称）
金沢八景メディカルセンター
川崎駅前

コ・オリナ・ビル

神奈川県川崎市幸区大宮町5-6
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東急東横線『妙蓮寺駅』徒歩3分
2022年春頃竣工予定
JR横浜線『相模原』駅徒歩2分
調剤薬局開局済み
京急線『金沢八景』駅徒歩1分
2022年春オープン予定

内科・皮膚科・血管外科 JR『川崎』駅徒歩4分
以外の各科目

調剤薬局開局済み

No
202111神15日
202111神16日
202111神17日
202111神18日

施設名
リバーレ鷺沼
（仮称）
⾧者町メディカルセンター
登戸駅前

メディカルプレイスタナカ

（仮称）
川崎小田栄メディカルセンター

所在地

募集科目

神奈川県川崎市宮前区小台１丁目20-2

眼科を除く各科目

神奈川県横浜市中区⾧者町8-125

全科目

神奈川県川崎市多摩区登戸2427-5

内科・皮膚以外の各科目

神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1

全科目
眼科、心療内科、耳鼻咽

202111神19日

(仮称)茅ヶ崎メディカルセンター

神奈川県茅ケ崎市

202111神20日

東戸塚メディカルモール(居抜物件）

神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-2

喉科、他ご相談

特徴
東急田園都市線『鷺沼』駅徒歩2分
2023年春頃オープン予定
京急線『日ノ出町駅』徒歩5分
2021年9月頃竣工予定
小田急線、ＪＲ南武線『登戸』駅徒歩1分
2020年11月頃竣工済み
JR南武線『小田栄』駅徒歩3分
2023年末竣工予定
JR東海道本線・相模線『茅ケ崎駅』徒歩６分

心療内科、眼科、泌尿器 JR横須賀線『東戸塚』駅徒歩5分
科、その他

盛業中の医療モール
東急田園都市線『溝の口駅』徒歩4分

202111神21日

溝の口

志村ビル

神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18

全科目

ＪＲ南武線『武蔵溝ノ口駅』徒歩3分
2021年9月末竣工予定

202111神22日
202111神23日
202111神24日

二俣川

1階医療区画

（仮称）
希望ヶ丘メディカルセンター
（仮称）
横須賀中央メディカルセンター

神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４５ ４１ 内科以外の各科目
神奈川県横浜市旭区東希望が丘
神奈川県横須賀市若松町2-5-3

近隣に調剤薬局開局済み

内科・耳鼻科・整形外科 相鉄線『希望ヶ丘駅』徒歩1分
以外の各科目

2021年12月頃竣工予定

内科・眼科・皮膚科・心 京急本線『横須賀中央』駅徒歩1分
療内科以外の各科目

202111神25日

JPT元町ビル 1階

神奈川県横浜市中区山下町273

全科目

202111神26ク

菊名駅前物件

港北区錦が丘16-14 1階

心・眼・小児 等

202111神27ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ港北綱島東

港北区綱島東2-2-14 2階

皮・泌・眼・整 等

202111神28ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ栄⾧倉町

栄区⾧倉町1-1387-12階、3階
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相鉄本線『二俣川駅』徒歩5分

調剤薬局開局済み
ＪＲ根岸線『石川町』駅徒歩5分
バス吉浜橋停留所下車徒歩30秒
一般物件
JR/東急「菊名駅」徒歩1分
ドラッグストア併設型
東急東横線「綱島駅」徒歩3分

皮・泌・小児・眼・整・ 専門型医療モール
心脳外 等

JR「港南台駅」よりバス20分（自動車で12分）

No
202111神29ク

施設名
東寺尾ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀ―

所在地

募集科目

鶴見区東寺尾1-3-12 4階

皮・泌・小児・心 等

特徴
専門型医療モール
東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩20分
専門型医療モール

202111神30ク

上永谷駅北口医療モール

港南区丸山台1-5-7 3階

皮・泌・小児・眼 等

横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」より徒
歩3分
ドラッグストア併設型

202111神31ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ青葉松風台

青葉区桂台2-1-2 2階

皮・泌・眼・整 等

東急田園都市線「青葉台駅」よりバス6分(約1.5
㎞)

202111神32ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ向ケ丘遊園

川崎市多摩区登戸1850 2階

小児・眼・泌 等

202111神33ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ淵野辺駅北口

相模原市中央区淵野辺3-6-17（2階～5階)

皮・泌・小児・耳・眼 等

202111神34ク

コピオ相模原インター

相模原市緑区向原4-2-31階

皮・泌・婦 等

202111神35ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ藤沢六会

藤沢市亀井野1-3-3 2階

皮・泌・整 等

202111神36ク

仮称)茅ヶ崎市立病院前 新築クリニック区
画

神奈川県茅ヶ崎市本村５丁目９

５

２階

内科系

202111神37ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆﾃｨ茅ヶ崎松林

茅ヶ崎市松林2-5-30

内・皮・小児・耳・眼 等

202111神38ク

茅ヶ崎駅前医療ﾓｰﾙ

茅ヶ崎市新栄町3-2 1階

小児・耳・眼・脳外 等

202111神39ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ横須賀鴨居

横須賀市鴨居2-6-1

202111神40ク

横須賀衣笠ｸﾘﾆｯｸ区画

横須賀市衣笠1-12 2階

202111神41ク

海老名市国分北ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ

海老名市国分北2-7-12

202111神42ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ平塚横内

平塚市横内4060 2階

1階

ドラッグストア併設型
小田急線「向ヶ丘遊園駅」
専門型医療モール
JR横浜背「淵野辺駅」徒歩1分
ドラッグストア併設型
圏央道「相模原インター」より1.7㎞
ドラッグストア併設型
小田急江ノ島線「六会日大前駅」徒歩2分
ｊR「北茅ヶ崎駅」徒歩10分/又は「茅ヶ崎駅」
よりバス利用約10～14分
ドラッグストア併設型
JR「辻堂駅」よりバス15分
専門型医療モール
JR「茅ヶ崎駅」徒歩3分

内・小児・皮・耳・眼・ ドラッグストア併設型
心・脳外・泌 等

京急「浦賀駅」よりバス6分

内・皮・泌・小児・耳・ ドラッグストア併設型
整等
内科系

JR横須賀線「衣笠駅」2分
ドラッグストア併設型
小田急線「海老名駅」より徒歩15分

小児・耳・眼・整・心・ ドラッグストア併設型
泌等
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JR「平塚駅」よりバス約20分

No

施設名

所在地

202111神43ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ秦野大秦町

秦野市大秦町2-16

2階

202111神44ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ小田原高田柳町

小田原市高田309-1 1階
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募集科目

特徴

皮・泌・小児・耳・眼・ ドラッグストア併設型
整等
内・皮・泌・心 等

小田急線「秦野駅」徒歩7分
ドラッグストア併設型
ＪＲ「鴨宮駅」よりバス10分

No
202111千01日

施設名
西船橋

小児科継承案件

所在地

募集科目

千葉県船橋市葛飾町2-335-1

小児科

20211１千02日 （仮称）南柏メディカルセンター

千葉県柏市南柏中央６

全科目

20211１千03日 （仮称）津田沼メディカルセンター

千葉県習志野市津田沼1-11-20

全科目

20211１千04日 （仮称）妙典メディカルセンター

千葉県市川市富浜１

全科目

20211１千05日 (仮称)市川大和田メディカルセンター

千葉県市川市大和田1-1-1

20211１千06日 ビックカメラ千葉店医療ゾーン計画

７

２

３

千葉市中央区富士見2丁目1番他

全科目
泌尿器科、歯科を除く各
科目

特徴
JR総武本線『西船橋』駅徒歩1分
調剤薬局開局済み
JR常磐線『南柏駅』徒歩３分
竣工済み 2022年5月開業可能
JR総武線『津田沼駅』徒歩2分
2023年春オープン予定
東京メトロ東西線『妙典駅』徒歩1分
2024年1月末竣工予定
JR総武線『本八幡駅』徒歩8分
近隣に調剤薬局開局予定
JR『千葉』駅東口徒歩１分
２０２２年１１月オープン予定
計画変更・中止の可能性があります
JR京葉線『稲毛海岸』駅徒歩3分

20211１千07日 (仮称)稲毛海岸メディカルセンター

千葉県千葉市美浜区高洲3-11-2

全科目

2021年12月竣工予定
調剤薬局開局予定
JR総武線『千葉』駅徒歩5分

20211１千08日 千葉駅

上野ビル

千葉県千葉市中央区新町1-18

全科目

京成線『千葉』駅徒歩2分
近隣にて調剤薬局開局済み

20211１千09日 新浦安商業施設内医療フロア

千葉県浦安市

20211１千10日 （仮称）柏駅前メディカルセンター

千葉県柏市柏2-5-14

眼科・心療内科・泌尿器
科など
全科目

JR京葉線『新浦安』駅徒歩3分
JR常磐線・東武野田線『柏』駅徒歩4分
2021年3月頃竣工予定
ターミナル駅「ＪＲ蘇我駅」から徒歩圏内

20211１千11日 蘇我駅 新築ビル計画

千葉県千葉市中央区末広５丁目

全科目

ビル専用 駐車場8台
競合クリニックが少ないエリア

202111千12日

202111千13ク

（仮称）千葉ポートスクエアメディカルセン
ター
千葉小倉台ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ

京成線『千葉中央』駅徒歩12分
千葉県千葉市中央区問屋町1-35

全科目

JR京葉線『千葉みなと』駅徒歩12分
商業施設内医療モール

千葉県千葉市小倉台4丁目6
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内・小・皮・泌・眼・
耳・整・脳外 等

千葉都市モノレール「小倉台駅」より徒歩約4分

No

施設名

所在地

202111千14ク

八千代市八千代台駅医療モール

千葉県八千代市八千代台南1丁目8

202111千15ク

千葉千城台ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ

千葉県千葉市若葉区千城台東３丁目１

202111千16ク

君津杢師１丁目新築戸建て計画
クリニック区画

君津市杢師１丁目14-16

202111千17ク

仮称）松戸常盤平計画

松戸市常盤平1-8

202111千18ク

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ北柏

柏市根戸467-103 2階

202111千19ク

202111千20ク

202111千21ク

流山セントラルパーク

柏市西原ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ

野田市堤根物件

募集科目

１

特徴

内・小・皮・泌・眼・

JR埼京線『北戸田』駅徒歩1分）

耳・整・脳外 等

2021年3月竣工済

内科系

内・小児・泌・皮・耳・
脳外・整 等

ドラッグストア併設型
千葉都市モノレール「千城台駅」より徒歩約９分
ドラッグストア併設型
ＪＲ内房線「君津駅」よりバス利用約９分/又は
徒歩約２4分

内・脳外・小児・耳・

ドラッグストア併設型

皮・泌・整 等

新京成線「常盤平駅」徒歩4分

皮・泌・小児・耳・眼・ ドラッグストア併設型
整等
内・小・皮・泌・眼・

流山市前平井110

耳・整・脳外 等
内・小児・耳・皮・泌・

柏市西原7-8-12

整等

野田市堤根98

内科系
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JR常磐線「北柏駅」徒歩16分
ドラッグストア併設型
つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」
徒歩1分
ドラッグストア併設型
東武野田線「おおたかの森駅」よりバス利用8分
又は、「初石駅」より徒歩15分
東武野田線「野田市駅」徒歩20分

No

施設名

202111埼01日

（仮称）浦和西口メディカルセンター

202111埼02日

（仮称）川越西口メディカルセンター

所在地
埼玉県さいたま市浦和区高松2-816
埼玉県川越市脇田本町

全科目
全科目
整形外科、婦人科、泌尿器科、

202111埼03日

浦和仲町ソサナビル

埼玉県さいたま市浦和区仲町1-6-4

202111埼04日

（仮称）所沢東町メディカルセンター

埼玉県所沢市東町12-7

全科目

202111埼05日

（仮称）蒲生メディカルセンター

埼玉県越谷市蒲生茜町

全科目

202111埼06日

（仮称）北戸田駅前メディカルセンター

埼玉県戸田市新曽2196

全科目

202111埼07日

所沢

埼玉県所沢市日吉町185-4

整形外科、歯科以外の全科目

本橋第二ビル

特徴

募集科目

心療内科

JR・京浜東北線『浦和駅』徒歩3分
2023年秋オープン予定
JR・東武線『川越駅』徒歩2分
2024年春オープン予定
JR各線『浦和駅』徒歩4分
なかまち商店街通り沿い
西武池袋線・新宿線『所沢駅』徒歩4分
2023年春オープン予定
東武伊勢崎線『蒲生駅』徒歩1分
2022年2月竣工予定
JR埼京線『北戸田』駅徒歩1分
2021年3月竣工済
西武池袋線・新宿線『所沢』駅徒歩4分
調剤薬局開局予定
西武新宿線『本川越駅』徒歩1分

202111埼08日

（仮称）本川越メディカルセンター

埼玉県川越市中原町2-8

全科目

東武東上線『川越市』駅徒歩3分
テナント確定後着工予定

202111埼09日

202111埼10日

（仮称）新田メディカルセンター

八潮緑町クリニックビル

埼玉県草加市金明町415

全科目

埼玉県八潮市緑町3丁目23-2

眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科な

(緑町3丁目バス停前)

ど
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東武伊勢崎線『新田』駅徒歩3分
調剤薬局開局予定
つくばエクスプレス『八潮』駅・東武伊勢崎線
『草加』駅からバスで15分
盛業中の医療モール

