
No 施設名 所在地 募集科目 特徴

202304東01日
NEW

(仮称)田町芝浦メディカルセンター
東京都港区芝浦3-13-14 全科目

JR『田町駅』徒歩4分、都営地下鉄『三田駅』6分

2023年11月末予定

202304東02日
NEW

（仮称）神田北口メディカルセンター
東京都千代田区内神田3-22-7 全科目

JR、メトロ銀座線　神田駅北口から徒歩1分

2023年10月末竣工予定

202304東03日
NEW

（仮称）綾瀬駅前メディカルセンター
東京都葛飾区小菅４丁目10-3 全科目

JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅から徒

歩1分　2024年秋頃予定

202304東04日
NEW

（仮称）西蒲田メディカルセンター
東京都大田区西蒲田7丁目 全科目

東急線・JR京浜東北線「蒲田」駅から徒歩4分

2025年12月頃

202304東05日
NEW

（仮称）SHIKANISHI Terrace
東京都足立区鹿浜２丁目２４−１ 全科目

日暮里舎人ライナー西新井大師西駅から徒歩25分

2025年12月頃予定

202304東06日
NEW

（仮称）駒沢グリーンビル　増築棟
東京都世田谷区駒沢1-3-1

泌尿器科・耳鼻科・皮膚

科・内科

東急田園都市線『駒沢大学』駅から徒歩3分

2024年夏頃竣工予定

202304東07日
NEW

中野駅北口　ＳＫＧＴ長谷部ビル
東京都中野区中野5-67-5

内科、泌尿器科以外の各科

目

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅

から徒歩3分　2024年3月以降入居可

202304東08日
NEW

小竹向原メディカルセンター
東京都練馬区小竹町2-3-1

内科、耳鼻科、皮膚科、眼

科、心療内科以外の各科目

東京メトロ有楽町線・副都心線・西武池袋線徒歩

１分

202304東09日
NEW

（仮称）赤羽メディカルセンター
東京都北区赤羽1-67-56 全科目

JR『赤羽駅』から徒歩3分

2024年3月頃竣工予定

202304東10日
NEW

（仮称）豪徳寺メディカルセンター
東京都世田谷区豪徳寺1-46-16 全科目

小田急線『豪徳寺駅』、東急世田谷線『山下駅』

から徒歩2分　2023年12月頃竣工予定

202304東11日 （仮称）東新宿メディカルセンター 東京都新宿区新宿7-27-6 全科目
メトロ副都心線・都営大江戸線東新宿駅から徒歩

1分　竣工時期：2024年7月頃予定

202304東12日 （仮称）西永福メディカルセンター 東京都杉並区西永福3丁目34-11 全科目
京王井の頭線　西永福駅から徒歩1分

竣工時期：2025年3月末予定

202304東13日 （仮称）桜新町新築医療ビルPJ 東京都世田谷区桜新町1-2-5 全科目
東急田園都市線『桜新町』駅から徒歩7分

竣工時期：2023年12月頃予定

202304東14日 （仮称）西荻窪メディカルセンター 東京都杉並区西荻南3-14-6 全科目
中央線西荻窪駅から徒歩1分

竣工時期：2024年8月頃予定

202304東15日 汐留芝離宮ビルディング 東京都港区海岸1-2-3
内科、皮膚科、婦人科、歯

科を除く各科目
JR『浜松町駅』から徒歩2分

202304東16日 （仮称）大塚駅前メディカルセンター 東京都豊島区南大塚3-34 全科目
JR山手線・都電荒川線大塚駅から徒歩1分

2023年7月末竣工予定
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202304東17日 （仮称）渋谷区代々木２丁目計画 東京都渋谷区代々木２丁目５−４

内科（循環器内科以外）、

婦人科、小児科、耳鼻咽喉

科、皮膚科、整形外科、眼

科、心療内科等

都営新宿線・京王線「新宿」徒歩2分

JR「新宿」駅南口から徒歩5分

竣工時期：2024年秋頃予定

202304東18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
『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

202304東19日 秋葉原駅ＳＴＮフロント 東京都千代田区神田佐久間町2-18-1
内科クリニック以外の各科

目

ＪＲ『秋葉原駅』徒歩1分

2022年5月竣工済み

202304東20日 千歳船橋駅前　アジア堂ビル 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
小田急小田原線『千歳船橋駅』徒歩1分

調剤薬局開局済み

202304東21日 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 内科・眼科以外の各科目
東急東横線『祐天寺駅』徒歩1分

2022年3月竣工済

202304東22日 上板橋駅前　フルヤビル 東京都板橋区常盤台4-32-2 眼科を除く各科目
東武東上線『上板橋』駅徒歩1分

近隣に調剤薬局開局済み

202304東23日 竹ノ塚　坂田ビル第２ 東京都足立区竹の塚6-9-4 全科目
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

202304東24日 一之江駅前商業ビル「ＦＲＯＮＴ」 東京都江戸川区一之江8-13-9
内科・皮膚科・眼科を除く

各科目

都営新宿線『一之江』駅徒歩1分

2021年8月竣工済み

202304東25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

都営浅草線『東日本橋駅』すぐ、JR・都営新宿線

『馬喰横山駅』徒歩3分

2020年11月末竣工済み

202304東26日 オークヒルズ久我山 東京都杉並区久我山３丁目２４−１５
内科、小児科、耳鼻科、泌

尿器科、眼科、婦人科等

京王井の頭線『久我山駅』徒歩1分

2021年9月竣工済

202304東27日
NEW

すみだパークプレイス　医療区画
東京都墨田区横川1-1-10

内科、整形外科、耳鼻科、

小児科を除く各科目

R総武線、東京メトロ半蔵門線錦糸町駅から徒歩

15分

202304東28日 渋谷区広尾　２階医療区画 東京都渋谷区広尾5丁目14番2号 全科目 東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩１分

202304東29日 （仮称）馬喰町メディカルセンター 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-1
内科・心療内科・皮膚科を

除く各科目

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

202304東30日
NEW

（仮称）田無駅前メディカルセンタ
東京都西東京市南町4-1-8（仮）

循環器内科、整形外科、歯

科を除く各科目

西武新宿線『田無駅』から徒歩1分

2024年10月頃竣工予定
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202304東31日 （仮称）つくし野駅前メディカルセンター 東京都町田市つくし野1丁目29−1 全科目
東急田園都市線『つくし野』駅から徒歩1分

2023年8月頃リニューアル予定

202304東32日 町田木曽西医療ビル 東京都町田市木曽西2丁目17-24
眼科、消化器内科、泌尿器

科、腎臓内科、整形外科
小田急線町田駅から車13分

202304東33日 （仮称）稲城長沼メディカルセンター 東京都稲城市東長沼533,534-1 全科目
南武線『稲城長沼』駅徒歩1分

2023年春頃竣工予定

202304東34日 花小金井 875ビル 東京都小平市花小金井1丁目10 全科目
西武新宿線『花小金井駅』徒歩1分

2020年11月竣工済み

202304東35ク 蓮根駅徒歩1分 医療区画 板橋区坂下2-16-5
内科･小児･皮膚･泌尿器･眼･

耳鼻･整形･脳外 等

都営三田線「蓮根駅」徒歩1分

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック

202304東36ク
New

仮称）葛飾区「堀切菖蒲園駅」 医療区画
東京都葛飾区堀切1-23-18

皮膚科・眼科・耳鼻咽喉

科・小児科・泌尿器科　等
京成本線「堀切菖蒲園駅」より徒歩12分

202304東37ク
New

TX六町駅前徒歩1分 医療モール
足立区六町3丁目5-20

内科･小児･皮膚･眼科･耳鼻･

泌尿器･整形･心療･脳外 等

つくばエクスプレス線「六町駅」徒歩1分

１階店舗、4階透析、５階クリニック

202304東38ク

New

仮称）足立区 つくばエクスプレス「六町駅」

徒歩１分 医療モール

東京都足立区六町3丁目5　SUNLIT六町ステー

ションビル

内科・小児科・整形外科・

皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽

喉科・眼科・心療内科・

脳神経外科

内科・小児科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・耳

鼻咽喉科・眼科・心療内科・脳神経外科

202304東39ク
New

八王子市堀之内 医療モール
八王子市堀之内 2-10-29

耳鼻･皮膚･泌尿器･小児･眼

科･心療･脳外 等

京王相模原線「京王堀之内駅」徒歩4分

6階建て/3階部分･1階薬局･2階内科･4階歯科

202304東40ク
New

仮)金森メディカルプラザⅡＣ棟
町田市金森東1-25-26 整形･眼科･皮膚

小田急/JR｢町田駅｣よりバス約7分｢金森郵便局前｣

バス停徒歩約1分

2階戸建て、隣接地にメディカルプラザⅠ(薬局/

クリニック)
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202304神01日
NEW

（仮称）戸塚区商業施設内案件
神奈川県横浜市戸塚区 全科目

JR線、横浜市営地下鉄　戸塚駅

応相談(複数区画決定時以降)

202304神02日
NEW

（仮称）センター南ビル医療モール
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 全科目

横浜市営地下鉄　センター南駅から徒歩1分

（2階）2023年4月以降、(地下1階)2023年6月以

降

202304神03日
NEW

（仮称）大船駅前メディカルセンター
神奈川県鎌倉市大船1-11-18 全科目

JR横須賀線・東海道本線・高崎線他『大船駅』徒

歩1分　全科目

202304神04日
NEW

LAPORTA　武蔵新城駅前新築ビル
神奈川県川崎市中原区上新城2-3-5 全科目

JR南武線『武蔵新城駅』徒歩1分

2023年9月頃竣工予定

202304神05日 （仮称）平塚北口メディカルセンター 神奈川県平塚市紅谷町４−２３ 整形外科以外の各科目
JR東海道本線『平塚』徒歩2分

入居可能：2023年6月以降可能（要相談）

202304神06日 （仮称）関内駅前メディカルセンター 神奈川県横浜市中区真砂町3-28 全科目
JR京浜東北線関内駅から徒歩1分

入居可能：2024年4月末引き渡し

202304神07日 （仮称）大倉山メディカルセンター 神奈川県横浜市港北区大豆戸町89-1、-3 全科目
東急東横線大倉山駅から徒歩7分

竣工時期：2024年春頃予定

202304神08日 横浜ワールドポーターズ 神奈川県横浜市中区新港２−２−１ 全科目

みなとみらい線『みなとみらい駅』『馬車道駅』

徒歩5分

竣工時期：テナント決定次第リニューアル予定

202304神09日 本厚木センタービル3階 神奈川県厚木市中町2-2-8
心療内科、歯科を除く各

科目
小田急線本厚木駅　徒歩１分

202304神10日 金沢八景　第2京急ビル（サニーマート） 神奈川県金沢区泥亀1-25-4 全科目

横浜市金沢区役所近くロードサイド案件

京急線「金沢八景」駅徒歩9分、「金沢文庫」駅

徒歩14分　調剤薬局開局予定

202304神11日 辻堂駅前メディカルセンター 神奈川県藤沢市辻堂2-9-3
内科・泌尿器・整形外科

以外の各科目
ＪＲ東海道線『辻堂』駅徒歩1分

202304神12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
東急東横線『妙蓮寺駅』徒歩3分

2022年春頃竣工予定

202304神13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
JR横浜線『相模原』駅徒歩2分

調剤薬局開局済み
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202304神14日 リバーレ鷺沼 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
東急田園都市線『鷺沼』駅徒歩2分

2023年春頃オープン予定

202304神15日 (仮称)茅ヶ崎メディカルセンター 神奈川県茅ケ崎市
眼科、心療内科、耳鼻咽

喉科、他ご相談
JR東海道本線・相模線『茅ケ崎駅』徒歩６分

202304神16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
心療内科、眼科、泌尿器

科、その他

JR横須賀線『東戸塚』駅徒歩5分

盛業中の医療モール

202304神17日 希望ヶ丘　加瀬ビル191 神奈川県横浜市旭区東希望が丘100番19
内科・耳鼻科・整形外

科・小児科以外の各科目

相鉄線『希望ヶ丘駅』徒歩1分

2021年12月頃竣工予定

202304神18日 （仮称）横須賀中央メディカルセンター 神奈川県横須賀市若松町2-5-3
内科・眼科・皮膚科・心

療内科以外の各科目

京急本線『横須賀中央』駅徒歩1分

調剤薬局開局済み

202304神19日 JPT元町ビル 1階 神奈川県横浜市中区山下町273 全科目
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

202304神20ク
New

仮称）横浜市港北区 日吉医療区画
神奈川県横浜市港北区日吉7−15−21

内科・耳鼻咽喉科・眼

科・皮膚科・心療内科/精

神科・脳神経外科・婦人

科 等

東急東横線「日吉駅」又は「綱島駅」よりバス９

分「宮前南バス停」下車徒歩１分

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック

202304神21ク

New

仮称）羽沢横国大駅前タワーマンション内

医療モール

神奈川区羽沢南2-44

整形・透析・耳・リウマ

チ・脳外・泌・心・ペイ

ン・婦

相鉄線「羽沢横浜国大駅」徒歩1分

2024年2月（予定）

1~3階商業施設 4階クリニック 5階以上住居

202304神22ク
New

田園都市線 青葉台医療モール
横浜市青葉区桂台2-1-1　２階

眼科･泌尿器･婦人科･形成

外科　 等

東急田園都市線「青葉台駅」バス6分

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック

202304神23ク
New

鶴見区東寺尾メディカルセンター
横浜市鶴見区東寺尾1-3-12　４階

皮膚･泌尿器･小児･心内科

等

東急東横線　妙蓮寺駅　徒歩20分

1階薬局、2～4階クリニック

202304神24ク
New

上永谷駅前新築医療ビル
神奈川県横浜市港南区丸山台１丁目１４−７

内科･皮膚･泌尿器･小児･

眼科　等

横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」徒歩2

分　5階建医療ビル

202304神25ク
New

上永谷駅北口 徒歩3分医療モール
横浜市港南区丸山台1-5-7　３階

皮膚･泌尿器･小児･眼科

等

横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」徒歩３

分

1階薬局、2～3階クリニック
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202304神26ク 戸塚秋葉町　新築戸建て物件 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町440-1
耳鼻･小児･整形･皮膚･泌

尿器･眼科･ﾘｳﾏﾁ 等

JR東海道本線/横浜市営地下鉄「戸塚駅」よりバ

ス利用で約12分　2023年12月(予定）

平屋建て、1階　クリニック/敷地内にドラッグス

トア、薬局

202304神27ク 栄区長倉町医療モール 横浜市栄区上郷町字神戸1387-1
耳鼻･皮膚･泌尿器･小児･

眼科･整形･脳外･心療　等

JR「港南台」バス ２０分（自動車で12分）

1階駐車場 2階クリニック/薬局 3階クリニック

202304神28ク 向ケ丘遊園駅徒歩3分 医療モール 川崎市多摩区登戸1850 小児･眼科･泌尿器　等
小田急線「向ケ丘遊園駅」北口徒歩３分

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック

202304神29ク ＪＲ川崎駅直結 タワー・リバーク 川崎市川崎区駅前本町12-1　10階
内科･小児･皮膚･泌尿器･

耳鼻･整形　等

JR「川崎駅」直結/又は京急川崎駅徒歩2分）

地上22階地下2階建て(オフィス/物販/飲食)1階に

ドラッグストア/薬局

202304神30ク 百合ヶ丘駅徒歩1分　医療モール 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘1丁目１ 診療所全科目(院外処方)

小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩1分

1階、2階：ドラッグストア/薬局　３階：クリ

ニックフロア

202304神31ク 川崎市高津区千年 医療モール
川崎市高津区千年301-1

グランドコスモ千歳201号室

内科･心内科･小児･耳鼻･

眼科(皮膚･泌尿器･歯は不

可)

JR「武蔵新城駅」より川崎市バス利用「影向寺」

バス停徒歩1分

1階:薬局・物販 ２階:クリニックフロア 3階～5階:

集合住宅

202304神32ク 横須賀市鴨居 医療モール 横須賀市鴨居 2-6-1
小児･皮膚･耳鼻･眼科･整

外･脳外･泌尿器･心療 等

京浜急行本線「浦賀駅」バス６分

平屋建て、薬局、クリニック

202304神33ク 横須賀市 衣笠駅前 クリニック区画 横須賀市衣笠栄町1-12
内科･皮膚･泌尿器･小児･

耳鼻･整形　等

JR横須賀線「衣笠駅」徒歩２分

１階薬局、２階テナント

202304神34ク 茅ヶ崎市柳島 新築戸建て物件 茅ヶ崎市柳島1-9-41(左記住所の向い駐車場) 内科･脳外･泌尿器　等

JR「茅ヶ崎駅」よりバス約８分「柳島バス停」下

車徒歩１分

戸建て(向いにドラッグストア/薬局が2023年3月

開業予定)

6 / 11 ページ



No 施設名 所在地 募集科目 特徴

202304神35ク 淵野辺駅北口 医療モール計画 相模原市中央区淵野辺3丁目6-17

内科･小児･皮膚･耳鼻･眼

科･整形･脳外･泌尿器･心

療 等

JR横浜線「淵野辺駅」徒歩１分

5階建医療ビル

202304神36ク JR寒川駅徒歩6分 新築戸建て計画 高座郡寒川町3丁目15付近

内科･泌尿器･眼科（皮膚

科は診療内科容の条件

付）

JR相模線「寒川駅」徒歩6分

戸建て(隣接地に内科開業済）

202304神37ク 秦野駅 医療モール 秦野市大秦町2−16
小児･皮膚･耳鼻･眼科･整

形･泌尿器 等

小田急線「秦野駅」徒歩7分

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック
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202304千01日
NEW

(仮称)東深井メディカルビレッジ
千葉県流山市東深井131-1 全科目

東武アーバンパークライン運河駅から徒歩6分戸

建て　合意書締結から約1年で開業可能

202304千02日
NEW

柏たなかメディカルビレッジ
千葉県柏市小青田3-12-6 全科目

つくばエクスプレス『柏たなか駅』から徒歩6分

戸建て　合意書締結から約1年で開業可能

202304千03日
NEW

イオン新浦安ショッピングセンター
千葉県浦安市入船1-4-1

耳鼻咽喉科、眼科、心療

内科など

JR京葉線 新浦安駅から徒歩3分

2023年5月以降

202304千04日 （仮称）モラージュ柏メディカルセンター 千葉県柏市大山台2丁目3番地 眼科、歯科を除く各科目

JR常磐線、東武線 柏駅から車で約7分

TX線 柏の葉キャンパス駅から車で約9分

2025年リニューアル予定

202304千05日 キテミテマツド医療ゾーン 千葉県松戸市松戸1307-1 全科目 JR常磐線・新京成線　松戸駅から徒歩3分

202304千06日 （仮称）妙典メディカルセンター 千葉県市川市富浜１−２−３ 全科目
東京メトロ東西線『妙典駅』徒歩1分

2024年1月末竣工予定

202304千07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

JR京葉線『稲毛海岸』駅徒歩3分

2021年12月竣工予定

調剤薬局開局予定

202304千08日 PRAXIS柏 千葉県柏市柏2-5-14 全科目（歯科除く）
JR常磐線・東武野田線『柏』駅徒歩4分

2021年3月頃竣工済み

202304千09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

ターミナル駅「ＪＲ蘇我駅」から徒歩圏内

ビル専用　駐車場8台

競合クリニックが少ないエリア

202304千10ク 柏十余二 柏の葉キャンパス駅 医療モール 千葉県柏市十余二249
内・小・皮・泌・眼・

耳・整・脳外　等

つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」バス

利用約10分又は徒歩で約20分

平屋建て(敷地内にドラッグストア/薬局/カフェ

併設予定)

202304千11ク 千葉小倉台ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ 千葉県千葉市小倉台4丁目6
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

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック

202304千12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
内・小・皮・泌・眼・

耳・整・脳外　等

京成本線「八千代台駅」徒歩3分

2021年3月竣工済

1階ドラッグストア/薬局、2階クリニック
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202304千13ク 君津杢師１丁目クリニック区画 君津市杢師１丁目14-16
内・小児・泌・皮・耳・

脳外・整 等

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

クリエイトＳＤ君津杢師店 隣接地  戸建物件

202304千14ク ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ北柏 柏市根戸467-103 2階
皮・泌・小児・耳・眼・

整 等

ドラッグストア併設型

JR常磐線「北柏駅」徒歩16分

202304千15ク 流山セントラルパーク 流山市前平井96
皮膚･泌尿器･眼科･耳鼻･

脳外 等

ドラッグストア併設型 　2023年4月(予定)

つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」

徒歩1分

202304千16ク 柏市西原ｸﾘﾆｯｸﾚﾝﾄ 柏市西原7-8-12
内・小児・耳・皮・泌・

整 等

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
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202304埼01日
NEW

（仮称）浦和仲町メディカルセンター
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-8

耳鼻科・眼科を除く各科

目

京浜東北線・宇都宮線「浦和」駅から徒歩1分

2023年11月頃予定

202304埼02日
NEW

（仮称）中浦和駅メディカルセンター

埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-

788-1外
小児科、胃腸科を除く JR埼京線中浦和駅から徒歩1分

202304埼03日
NEW

（仮称）武蔵浦和メディカルセンター
埼玉県さいたま市南区白幡5-18-6 全科目

JR埼京線・武蔵野線『武蔵浦和』駅から徒歩3分

2024年7月頃竣工予定

202304埼04日
NEW

大宮門街メディカルセンター

埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁

目118番地
心療内科など JR線・東武線「大宮駅」から徒歩4分

202304埼05日
NEW

（仮称）東武谷塚駅メディカルセンター
埼玉県草加市谷塚一丁目1番23号 全科目（歯科以外）

東武伊勢崎線谷塚駅すぐ

2023年夏～秋　予定

202304埼06日 （仮称）岩槻メディカルセンター
埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目

2825-1（地番）

心療内科・精神科を除く

各科目

東武野田線（アーバンクライン）『岩槻』駅徒歩

7分　2023年末竣工予定

202304埼07日
（仮称）モラージュ菖蒲メディカルセン

ター
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 眼科を除く各科目

JR宇都宮線・東武伊勢崎線 久喜駅から車で約15

分　JR高崎線 北本駅から車で約17分

2025年リニューアル予定

202304埼08日 （仮称）南栗橋メディカルセンター 埼玉県久喜市南栗橋8丁目 全科目 東武日光線 南栗橋駅から徒歩7～8分

202304埼09日 （仮称）大宮サクラスクエア医療モール
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁

目
全科目

JR線、東武線『大宮駅』西口から徒歩5分

竣工時期：2024年7月頃予定

202304埼10日 （仮称）所沢メディカルセンター 埼玉県所沢市東町12-10
内科、整形外科、歯科を

除く各科目

西武池袋線、新宿線 所沢駅から徒歩6分

2022年2月竣工済み

202304埼11日 （仮称）浦和西口メディカルセンター
埼玉県さいたま市浦和区高松2-8-

16
全科目

JR・京浜東北線『浦和駅』徒歩3分

2023年秋オープン予定

202304埼12日 八潮緑町クリニックビル
埼玉県八潮市緑町3丁目23-2

(緑町3丁目バス停前)

眼科・耳鼻咽喉科・泌尿

器科など

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

202304埼13ク
NEW

坂戸市薬師町 医療モール計画

坂戸市薬師町28-1

（まるひろ坂戸店跡地）

内科･小児･皮膚･泌尿器･

眼科･耳鼻･整形･脳外 等

東部東上線「北坂戸駅」徒歩10分

1Fドラッグストア/薬局　2Fクリニック

2024年秋頃
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202304埼14雲
NEW

メディカルガーデン川口
埼玉県川口市大字里372

内科、消火器、外科、整

形、リハ、耳鼻科、歯科

以外

鳩ケ谷駅徒歩14分、新井宿徒歩17分

2020年新規オープン物件
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