
テレホンガイド（昭島市の市外局番は042です）
《市役所・出張所》
市役所 田中町1-17-1 ☎544-5111

FAX  546-5496
東部出張所 玉川町3-10-15 ☎541-0759
水道部 朝日町4-23-28 ☎543-6111
環境コミュニケーション
センター 美堀町3-8-1 ☎546-5300

清掃センター 田中町4-3-14 ☎541-1342
中神土地区画整理事務所 中神町1136-16 ☎545-4100
クリーンセンター 郷地町3-3-1 ☎541-0675

《福祉・健康》
保健福祉センター
「あいぽっく」 昭和町4-7-1 ☎544-5126

児童センター「ぱれっと」 つつじが丘2-3-21 ☎544-5132

子ども家庭支援センター 田中町1-17-1
市役所3階 ☎543-9046

医師会館 緑町2-28-1 ☎543-3020

社会福祉協議会
昭和町4-7-1
保健福祉センター
「あいぽっく」2階

☎544-0388

◎地域包括支援センター
東部地域包括支援センター
竹口病院 玉川町2-4-8-103 ☎545-9204

中部地域包括支援センター
あいぽっく

昭和町4-7-1
保健福祉センター
「あいぽっく」2階

☎505-7681

西部地域包括支援センター
愛全園 田中町2-25-3 ☎513-7651

北部地域包括支援センター
ハピネス昭和の森 拝島町4036-14 ☎519-6967

◎高齢者福祉センター
朝日町高齢者福祉センター 朝日町4-5-9 ☎546-5167
松原町高齢者福祉センター 松原町1-13-3 ☎541-3107
拝島町高齢者福祉センター 拝島町3-10-4 ☎542-4083

《公園・スポーツ》
総合スポーツセンター 東町5-13-1 ☎544-4151
昭和公園管理事務所 東町5-11-43 ☎541-0046
みほり体育館 美堀町4-20-1 ☎543-5188
市民プール（夏期のみ） 宮沢町3-16-1 ☎544-3266
国営昭和記念公園 立川市緑町3173 ☎528-1751

《教育・文化・集会》
勤労商工市民センター 昭和町3-10-2 ☎545-0230
市民交流センター 玉川町4-9-22 ☎541-4624
松原町コミュニティセンター 松原町1-3-10 ☎500-2273
学校給食共同調理場 東町2-2-29 ☎541-8041
教育相談室（昭和町分室内） 昭和町1-6-11 ☎541-4445
いじめ相談ホットライン
（教育相談室内） 昭和町1-6-11 ☎543-7633

KOTORIホール（市民会館） つつじが丘3-7-7 ☎546-1711
公民館 つつじが丘3-7-7 ☎544-1407

《市民図書館》
市民図書館 東町2-6-33 ☎543-1523
昭和分館 松原町1-2-25 ☎546-8851
緑分館 緑町4-13-26 ☎544-8818
つつじが丘分室
（新幹線電車図書館） つつじが丘3-1-30 ☎545-5448

やまのかみ分室 拝島町3-10-3 ☎543-3947

《市立会館》
福島会館 福島町1-19-1 ☎546-2264
玉川会館 玉川町3-10-15 ☎544-3748
朝日会館 朝日町5-6-20 ☎544-7200
堀向会館 美堀町2-6-11 ☎543-0755
大神会館 大神町3-10-5 ☎544-5550
昭和会館 松原町1-2-25 ☎544-0610
緑会館 緑町4-13-26 ☎541-8799
拝島会館 拝島町2-4-13 ☎541-1004
やまのかみ会館 拝島町3-10-3 ☎545-9848
武蔵野会館 中神町1172-1 ☎500-4320
富士見会館 中神町1282 ☎544-9416

ちかっぱー
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環境緑花フェスティバル

《保育園》
（私）多摩保育園 東町5-1-40 ☎544-1151
（私）昭島ナオミ保育園 玉川町1-10-4 ☎545-3561
（私）わかくさ保育園 玉川町5-15-26 ☎544-0055 
（私）福島保育園 福島町1-18-8 ☎544-2277
（私）昭和保育園 宮沢町2-28-18 ☎544-1213
（私）つつじが丘保育園 つつじが丘3-6-23 ☎544-8527
（私）よつぎ第四保育園 美堀町5-17-2 ☎546-3666
（私）上ノ原保育園 昭和町3-14-3 ☎541-0331
（私）上ノ原保育園分園 昭和町4-7-19 ☎595-7058
（私）松原保育園 松原町4-11-3 ☎541-1227
（私）ゆりかご保育園 松原町2-9-2 ☎544-3619
（私）福島保育園分園 宮沢町497-2 ☎544-4664
（私）のぞみ保育園 松原町5-7-17 ☎541-1565
（私）昭島ゆりかご第二保育園 田中町3-5-20 ☎544-6829
（私）拝島保育園 拝島町2-4-26 ☎541-1074
（私）昭栄保育園 拝島町3-17-11 ☎544-1401
（私）昭和郷保育園 中神町1260 ☎543-1588
（私）昭和郷第二保育園 中神町1260 ☎541-5983
（私）中神保育園 朝日町5-4-17 ☎545-0255
（私）むさしの保育園 中神町1294-4 ☎543-8280
（私）あきみ保育園 上川原町1-10-18 ☎519-4010
（私）同援はいじま保育園 松原町5-2-25 ☎543-1166
（私）なしのき保育園 上川原町1-23-1 ☎543-6670
（私）Nicot拝島 美堀町5-21-1 ☎543-0707
（私）認定こども園イコロ昭和の森 拝島町4041-1 ☎545-0156
（私）保育園アルペジオ昭島昭和町園 昭和町3-23-28 ☎545-5650
（私）すまいる・たいむ 松原町4-3-19-103 ☎519-6389
（私）同援事業所内保育室あっぷる 中神町1260 ☎543-4626
（私）ほぉむり・たいむ 松原町4-3-19-102 ☎545-6230

《幼稚園》
（私）あけの星幼稚園 玉川町3-11-2 ☎544-0853 
（私）昭島台幼稚園 中神町1-21-23 ☎543-1200
（私）昭島恵泉幼稚園 昭和町4-11-16 ☎541-0743 
（私）栗ノ沢幼稚園 田中町1-25-27 ☎544-1311
（私）昭島すみれ幼稚園 緑町1-4-6 ☎541-0448
（私）啓明学園幼稚園 拝島町3-8-13� ☎541-7818
（私）昭島幼稚園 中神町1232 ☎541-0753
（私）認定こども園イコロ昭和の森 拝島町4041-1 ☎545-0156

《認証保育所》
（私）つみき保育園 松原町5-2-7 ☎545-3667

《学　校》
◎小学校・中学校
（市）東小学校 東町2-2-18 ☎541-0048
（市）共成小学校 郷地町2-6-1 ☎545-0383
（市）富士見丘小学校 福島町890� ☎541-0055
（市）武蔵野小学校 武蔵野2-3-1 ☎543-8666
（市）玉川小学校 福島町2-8-1 ☎541-0067
（市）中神小学校 朝日町5-8-5 ☎541-3542
（市）つつじが丘小学校 つつじが丘2-1-30 ☎546-1170
（市）光華小学校 昭和町4-5-13 ☎541-0313
（市）成隣小学校 大神町4-4-1 ☎541-0068
（市）田中小学校 田中町3-4-1 ☎543-1511
（市）拝島第一小学校 拝島町1-14-14 ☎541-1044
（市）拝島第二小学校 拝島町3927-2 ☎541-1059
（市）拝島第三小学校 松原町3-12-15 ☎541-1274
（市）昭和中学校 東町2-6-22 ☎541-0065
（市）福島中学校 福島町3-20-1 ☎541-2940
（市）瑞雲中学校 つつじが丘2-2-6 ☎544-6511
（市）清泉中学校 宮沢町1-9-1 ☎541-0762
（市）拝島中学校�� 緑町2-2-12 ☎541-1040
（市）多摩辺中学校 拝島町4-6-30 ☎545-5501
（私）啓明学園初等学校・中学校 拝島町5-11-15 ☎541-1003

◎高等学校
（都）昭和高等学校 東町2-3-21 ☎541-0222
（都）拝島高等学校 拝島町4-13-1 ☎543-1772
（私）啓明学園高等学校 拝島町5-11-15 ☎541-1003

◎専門学校
東京西の森歯科衛生士専門学校 拝島町3970-13 ☎543-0118
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《その他の機関》
あきしま就職情報室
（勤労商工市民センター内） 昭和町3-10-2 ☎544-8617

シルバー人材センター 中神町2-32-18 ☎544-7060
昭島市商工会
（勤労商工市民センター内） 昭和町3-10-2 ☎543-8186

昭島市勤労市民共済会
（勤労商工市民センター内） 昭和町3-10-2 ☎543-1959

東京都下水道局
多摩川上流水再生センター 宮沢町3-15-1 ☎545-4120

多摩立川保健所
（東京都立川保健衛生仮庁舎内）立川市羽衣町2-63 ☎524-5171

立川児童相談所 立川市曙町3-10-19 ☎523-1321
立川年金事務所 立川市錦町2-12-10 ☎523-0352

立川公証役場
立川市柴崎町3-9-21
エルフレア立川ビル
2階

☎524-1279

東京都西赤十字血液センター 立川市緑町3256 ☎529-0401
東京都労働相談情報センター
国分寺事務所

国分寺市南町
3-22-10

☎042-
323-8511

立川・昭島・国立聖苑組合
立川聖苑（火葬場）

立川市羽衣町
3-20-18 ☎522-2730

立川合同庁舎（都） 立川市錦町4-6-3
立川都税事務所 ☎523-3171
東京都多摩環境事務所 ☎523-0237
東京都多摩建築指導
事務所 ☎548-2025

立川地方合同庁舎（国） 立川市緑町4-2
ハローワーク立川 ☎525-8609
立川税務署 ☎523-1181
関東財務局立川出張所 ☎524-2195
東京法務局立川出張所 ☎524-2716

立川労働基準監督署

（方面）
☎523-4472

（安全衛生課）
☎523-4473
（労災課）

☎523-4474
東京税関立川出張所 ☎522-6004

昭島ガス もくせいの杜1-1-1 ☎546-1111
東京電力（多摩カスタマーセンター）
電気料金・引っ越し・
契約の変更

☎0120-
995-661

その他の電気に関する
問い合わせ

☎0120-
995-662

J：COM多摩 立川市栄町6-1-1
立飛ビル6号館別館

☎0120-
27-6663

昭島郵便局 松原町1-9-31 ☎541-5421

《警察・消防》
昭島警察署 上川原町1-1-1 ☎546-0110
※次の交番などへ連絡したいときは、昭島警察署へ。
昭島駅前交番 昭和町2-1-20
拝島駅前交番 松原町4-12-27
福島交番 東町5-9-13
東中神駅前交番 玉川町1-7-2
小荷田交番 拝島町3-2-29
多摩大橋交番 中神町3-1-1
玉川駐在所 玉川町5-17-18
中神駐在所 中神町1277
大神駐在所 大神町3-6-3
拝島駐在所 拝島町1-13-7
堀向駐在所 拝島町3933
つつじが丘駐在所 つつじが丘3-5-22
東町地域安全センター 東町4-11-13

昭島消防署 松原町1-14-1 ☎545-0119
昭島消防署　昭和出張所 玉川町3-1-2 ☎543-0119
昭島消防署　大神出張所 つつじが丘3-2-2 ☎546-0119
立川防災館 立川市泉町1156-1 ☎521-1119

《交通機関》
JR東日本
テレフォンセンター
列車時刻、運賃・料金、
空席情報

☎050-
2016-1600

忘れ物 ☎050-
2016-1601

西武拝島駅 美堀町5-21-2 ☎541-5000

立川バス福生営業所 福生市志茂151 ☎042-
551-1200

西東京バス青梅営業所 青梅市末広町1-3-3 ☎0428-
32-0621

《学童クラブ》
東学童クラブ 東町2-2-18 ☎545-4733
福島学童クラブ 郷地町2-6-2 ☎544-3208
富士見学童クラブ 福島町890 ☎541-7864
武蔵野学童クラブ 武蔵野2-3-2 ☎544-7683
第二武蔵野学童クラブ 武蔵野2-3-1 ☎545-8182
玉川学童クラブ 福島町2-8-1 ☎545-0510
第二玉川学童クラブ 福島町2-8-1 ☎545-0363
中神学童クラブ 朝日町4-5-9 ☎543-2044
第二中神学童クラブ 朝日町5-8-5 ☎546-3060
つつじが丘学童クラブA つつじが丘2-1-9 ☎545-4988
つつじが丘学童クラブB つつじが丘2-1-9 ☎545-0443
昭和学童クラブ 昭和町4-5-13 ☎545-4534
第二昭和学童クラブ 上川原町1-10-18 ☎545-9090
大神学童クラブ 大神町4-18-14 ☎545-4349
田中学童クラブ 田中町3-5-17 ☎544-7740
拝島第一学童クラブA 拝島町1-14-14 ☎545-3341
拝島第一学童クラブB 拝島町1-14-14 ☎544-3481
拝島第二学童クラブ 拝島町3927-2 ☎544-5165
美堀学童クラブ 拝島町3927-2 ☎546-5577
緑学童クラブ 緑町4-13-26 ☎545-4489
拝島第三学童クラブ 松原町3-12-15 ☎545-2217
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《都・多摩地区市町村》
◎東京都庁

新宿区西新宿2-8-1 ☎03-
5321-1111

◎市役所・町村役場

八王子市役所 八王子市元本郷町
3-24-1

☎042-
626-3111

立川市役所 立川市泉町1156-9 ☎523-2111

武蔵野市役所 武蔵野市緑町2-2-28 ☎0422-
51-5131

三鷹市役所 三鷹市野崎1-1-1 ☎0422-
45-1151

青梅市役所 青梅市東青梅
1-11-1

☎0428-
22-1111

府中市役所 府中市宮西町2-24 ☎042-
364-4111

調布市役所 調布市小島町2-35-1 ☎042-
481-7111

町田市役所 町田市森野2-2-22 ☎042-
722-3111

小金井市役所 小金井市本町6-6-3� ☎042-
383-1111

小平市役所 小平市小川町
2-1333

☎042-
341-1211

日野市役所 日野市神明1-12-1 ☎585-1111

東村山市役所 東村山市本町1-2-3 ☎042-
393-5111

国分寺市役所 国分寺市戸倉1-6-1 ☎042-
325-0111

国立市役所 国立市富士見台
2-47-1 ☎576-2111

福生市役所 福生市本町5 ☎551-1511

狛江市役所 狛江市和泉本町
1-1-5

☎03-
3430-1111

東大和市役所 東大和市中央
3-930 ☎563-2111

清瀬市役所 清瀬市中里5-842 ☎042-
492-5111

東久留米市役所 東久留米市本町
3-3-1

☎042-
470-7777

武蔵村山市役所 武蔵村山市本町
1-1-1 ☎565-1111

多摩市役所 多摩市関戸6-12-1 ☎042-
375-8111

稲城市役所 稲城市東長沼2111 ☎042-
378-2111

羽村市役所 羽村市緑ケ丘5-2-1 ☎555-1111
あきる野市役所 あきる野市二宮350 ☎558-1111

西東京市役所 西東京市南町5-6-13 ☎042-
464-1311

瑞穂町役場 西多摩郡瑞穂町
大字箱根ケ崎2335 ☎557-0501

日の出町役場 西多摩郡日の出町
大字平井2780 ☎597-0511

奥多摩町役場 西多摩郡奥多摩町
氷川215-6

☎0428-
83-2111

檜原村役場 西多摩郡檜原村
467-1 ☎598-1011

昭和公園のバラ ススキと雲 多摩大橋
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番号 医療機関名 電　話 所在地 診療科目
1 浅見胃腸科外科医院 544-5300 東町5-4-11 内・消・外
2 あさみ眼科 549-0881 東町5-4-11 眼
3 くじらの森整形外科・皮膚科 542-1212 東町5-1-42 整・皮
4 中西医院 543-1355 郷地町2-12-17 内・小
5 植ビルクリニック 544-2171 郷地町2-36-8-101 内・小・放
6 栄田医院 541-0218 玉川町3-18-14 内・小・外
7 竹口病院 541-0176 玉川町4-6-32 内・外・整・消内・リハ
8 昭島相互診療所 545-2712 福島町908-17 内・循・糖・呼内・腎内・神
9 中神内科呼吸器科クリニック 549-2366 朝日町1-6-2 内・呼・アレ
10 大屋皮膚科 542-3970 朝日町3-1-1�かどやビル2階 皮
11 永山整形外科 544-8662 朝日町3-6-3 内・整・リハ・リウ
12 小松眼科 541-1731 朝日町3-7-9 眼
13 マタニティークリニック小島医院 541-0020 朝日町4-1-27 産・婦・放
14 富士診療所 541-2263 朝日町4-2-26 小・内
15 平畑整形外科クリニック 545-8555 中神町1169-14 整・外・皮・内・リハ
16 中神北口耳鼻咽喉科 544-8723 中神町1174-36 耳
17 しんクリニック 519-2721 中神町1176-17�アーバンパレス中神1F 内・循・漢内
18 中神眼科形成外科 519-6738 中神町1180-8 眼・皮・形
19 大田医院 541-0311 中神町1237 内・小
20 昭島病院 546-3111 中神町1260 内・外・整・泌・皮・耳・眼・歯
21 昭島リウマチ膠原病内科 546-0011 宮沢町495-30 内・リウ・アレ
22 昭和の杜病院 500-2611 宮沢町522-2 内・腎内・リハ
23 うしお病院 541-5423 武蔵野2-7-12 内・胃・整・皮・外・麻・歯
24 つつじが丘診療所 545-4737 つつじが丘3-5-6-119 内・小・胃・外・放・呼・消
25 しょうわの森こどもクリニック 519-1237 美堀町1-1-1�ヤオコー西武立川駅前店2階 小
26 星医院 546-6401 昭和町1-7-8 内
27 堀内クリニック 546-2111 昭和町2-5-2�第2宝伊ビル2階 内・消・循・アレ・リハ
28 なりさわ内科クリニック 541-8820 昭和町2-1-14�パレットビル2階 内・糖
29 石原レディースクリニック 545-9022 昭和町3-18-21 産・婦
30 わたなべ耳鼻咽喉科医院 543-8288 昭和町4-4-1 耳
31 湯浅整形外科医院 541-1978 昭和町5-2-4 整・リウ・リハ
32 大須賀医院 541-0257 昭和町5-6-1 内・小
33 昭島整形外科 542-2552 昭和町5-15-11 整・リハ
34 八尾眼科 542-4146 昭和町5-15-17�スクエア昭島ビル1階 眼
35 佑和クリニック 545-6655 上川原町2-21-13 内・小
36 太陽こども病院 544-7511 松原町1-2-1 小・耳
37 昭島クリニック 546-3387 松原町2-9-1 耳
38 まことクリニック 546-2800 松原町2-9-1 内・循・リハ・小・外
39 東京西徳洲会病院 500-4433 松原町3-1-1 内・循・消・外・小・脳・皮・整・神・麻・

婦・泌・心外・リハ・歯外・放・形・乳
40 松原町クリニック 546-8610 松原町4-2-1 内・小・外
41 昭島腎クリニック 546-8581 松原町4-7-3 内・循・外
42 拝島やまかみクリニック 519-2650 松原町4-11-7�拝島・西武ビル3F 内・リウ・呼
43 拝島整形外科 543-6788 松原町4-11-11�サクラメディカルビル3階 整・リハ・皮
44 昭島あさひクリニック 519-5644 松原町4-12-5�カネイシビル2階 内・外
45 いしわた眼科 546-1153 松原町4-12-8�慶ビル1階 眼
46 医師会診療所 543-3020 緑町2-28-1 内・小　※�休日当番日のみ開設
47 昭島内科クリニック 519-2213 緑町5-1-6 内・消・循・呼
48 蓮村整形外科内科 545-4312 田中町2-24-26 整・リハ・リウ・内
49 田中団地診療所 545-2514 田中町3-5-17-103 内・小・消・皮・外・肛・泌・循
50 冨岡眼科 500-1516 田中町562-1�モリタウン東館2階 眼
51 金光クリニック 545-2156 田中町562-8�昭島昭和ビル2階 内・循・眼
52 中西クリニック 541-2611 田中町562-8�昭島昭和ビル3階 脳・内・外
53 たかつきクリニック 543-6781 田中町562-8�昭島昭和第一ビル北館2階 精
54 ながせ皮フ科 545-1321 田中町562-8�昭島昭和第一ビル北館1階 皮
55 昭島駅前耳鼻咽喉科 519-4387 田中町562-8�昭島昭和第一ビル北館1階A室 耳・アレ
56 大久保内科クリニック 500-0013 拝島町2-16-17 内・消・循・糖・腎内

平成30年度　市内医療機関 ▶昭島市保健福祉センター 健康課健康係　☎544-5126

※�休診中、診療科目などの変更がありますので、事前に各病院へ問い合わせてください。（保険証は必ずご持参ください）
� （平成30年11月1日現在）

内＝内科、アレ＝アレルギー科、小＝小児科、皮＝皮膚科、胃＝胃腸科、外＝外科、整＝整形外科、肛＝肛門科、眼＝眼科、放＝放射
線科、麻＝麻酔科、産＝産科、婦＝婦人科、リウ＝リウマチ科、リハ＝リハビリテーション科、呼＝呼吸器科、耳＝耳鼻咽喉科、泌＝
泌尿器科、歯＝歯科、消＝消化器科、循＝循環器科、脳＝脳神経外科、神＝神経内科、心外＝心臓血管外科、歯外＝歯科口腔外科、形
＝形成外科、精＝精神科、乳＝乳腺外科、糖＝糖尿病科、腎内＝腎臓内科、漢内＝漢方内科、消内＝消化器内科、呼内＝呼吸器内科
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番号 歯科医療機関名 電　話 所在地
1 よしお歯科クリニック 541-4081 東町1-2-7
2 野田矯正歯科クリニック 540-0966 東町1-16-38
3 楠本歯科クリニック 541-9131 東町3-2-13�ドウエル東町1階
4 生駒歯科医院 543-1182 郷地町1-6-18�遠藤ビル2階
5 内山歯科医院 541-6480 郷地町2-32-1
6 東中神駅前歯科 542-6480 玉川町1-1-12�エルビル2階
7 藤沢歯科医院 544-2186 玉川町1-6-5�野口ビル3階
8 中尾歯科医院 543-0888 玉川町1-7-3-105
9 多摩歯科診療所 543-4651 玉川町1-8-1-12
10 平田歯科医院 541-0465 玉川町3-1-23
11 野田歯科医院 541-9073 玉川町3-2-16�ノダハイツ102
12 神山歯科医院 544-5103 玉川町4-6-8
13 アイ歯科医院 545-4618 玉川町4-12-22�菊華ビル1階
14 松田歯科医院 546-5586 朝日町1-4-7
15 大西歯科医院 500-0243 朝日町1-6-2-102
16 あおい歯科 500-6611 朝日町3-1-31�ウエスタンガーデン102
17 松尾歯科医院 541-4625 朝日町3-8-1
18 関歯科クリニック 544-2336 中神町1136-131
19 わたなべ歯科医院 544-6670 中神町1137-122
20 佐々木歯科医院 543-3030 中神町1157-65
21 つつじ野歯科医院 545-5846 中神町1162�玉川ビル1階
22 たきしま歯科医院 545-8248 中神町1176-32�HIMビル2階
23 メナー歯科 541-0308 中神町1237
24 高橋歯科医院 541-0761 中神町1284-51
25 ミシマ歯科医院 546-6755 中神町1304-12
26 稲垣歯科医院 545-4713 中神町1364-60�めぐみ貸店舗1階
27 松葉歯科医院 546-7048 宮沢町3-4-16
28 ハロースマイル歯科 545-4808 宮沢町500-1�ザ・ビック昭島店2階
29 うしお病院 541-5423 武蔵野2-7-12
30 武蔵野歯科医院 543-4843 つつじが丘3-5-6
31 ハート歯科クリニック 519-4217 美堀町1-1-1�ヤオコー西武立川駅前店2階
32 細野歯科医院 544-4182 美堀町5-20
33 大沢歯科医院 544-9763 昭和町1-14-18
34 すみたけ歯科 519-1148 昭和町2-3-16�CHERS�AMISⅡ2階
35 ささき・歯科クリニック 500-4970 昭和町2-7-21�2階
36 ひろ歯科クリニック 500-5255 昭和町3-10-12
37 伊藤歯科医院 543-1313 昭和町4-6-12�ハロルドマンション1階
38 昭和町歯科医院 546-1182 昭和町4-11-19
39 聖和歯科クリニック 542-4184 昭和町5-10-16�森高ビル3階
40 アルファ矯正歯科クリニック 543-4187 昭和町5-10-18�中野ビル3階
41 山本歯科医院 541-2771 昭和町5-1-18
42 こやなぎ歯科 542-4182 昭和町5-4-11
43 昭島歯科 546-3377 松原町1-1-15
44 不二歯科クリニック 541-1735 松原町1-2-1�太陽こども病院3階
45 関歯科診療所 544-7220 松原町1-2-25
46 西多摩歯科クリニック 542-1239 松原町1-11-10�A102
47 エムズデンタルクリニック 848-9321 松原町1-34-1
48 昌幸歯科医院 543-4182 松原町2-3-17�橋本ビル2階
49 グリーン歯科クリニック 500-7800 松原町3-2-12�イトーヨーカドー拝島店2階
50 あき歯科医院 500-8148 松原町4-1-9
51 滝沢歯科医院 541-8870 松原町4-11-11�サクラメディカルビル2階
52 サン歯科医院 544-8282 松原町4-11-14�里見ビル2階
53 松原町歯科医院 546-5837 松原町5-8-17�亀田ビル2F
54 みまや歯科クリニック 519-2671 緑町2-30-23�フレスポタウン昭島2F�202
55 緑町歯科クリニック 549-0031 緑町3-4-4
56 協和歯科医院 542-6696 緑町3-24-16
57 寺村歯科医院 545-4182 緑町4-18-11
58 田中団地歯科 544-9155 田中町3-5-17-102
59 モリタウン歯科クリニック 500-1192 田中町562-1�モリタウン東館1階
60 柏手歯科医院 545-7123 田中町562-8�昭島昭和ビル203
61 真山歯科クリニック 545-6677 拝島町4-15-23
62 長谷川歯科医院 545-7307 拝島町5-10-34

平成30年度　市内歯科医療機関 ▶昭島市保健福祉センター 健康課健康係　☎544-5126

※事前に各病院へ問い合わせてください。（保険証は必ずご持参ください）� （平成30年11月1日現在）
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