
2019.3.18現在
未定

4/27 28 29 30 5/1 2 3 4 5 6

午　前 午　後 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

いけした女性クリニック銀座 中央区銀座2-8-4泰明ビル3F 03-3562-1966 いけした女性クリニック銀座

鄭一診療室 中央区銀座3‐7‐16銀座NSビル3F 03-5250-7117 鄭一診療室

4/27　9：30～13：00 5/2　14：30～19：00

他　9：30～12：00 他　14：30～17：00

吉川医院 中央区銀座1‐9‐17 03-3561-4010 吉川医院

小山嵩夫クリニック 中央区銀座1-7-10ヒューリック銀座ビル3F 03-3561-0711 9：30～12：00 13：30～17：00 小山嵩夫クリニック

やべ耳鼻咽喉科 中央区銀座1‐6‐13106ギンザビル4Ｆ 03-3538-6366 - - やべ耳鼻咽喉科

銀座内科センター診療所 中央区銀座3-2-12全研ビル5F 03-3562-7130 銀座内科センター診療所

銀座吉田医院 中央区銀座2-4-8GINZA YUKI BLDG.9F 03-3561-5537 10：00～13：30 15：00～19：00 銀座吉田医院

対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 中央区銀座2-6-5銀座トレシャス7F 03-3535-2992 対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座

有楽橋クリニック 中央区銀座2‐2‐17龍保険ビル4Ｆ 03-3567-8788 有楽橋クリニック

銀座スキンクリニック 中央区銀座3-3-14銀座グランディアビルII３F 03-5524-3880 銀座スキンクリニック

BOOCSホリスティッククリニック東京 中央区銀座3-4-1大倉別館4F 03-5159-7151 BOOCSホリスティッククリニック東京

銀座並木通りクリニック 中央区銀座4-2-2第1弥生ビル7F 03-3562-7773 銀座並木通りクリニック

銀座レディースクリニック 中央区銀座4-6-11銀座センタービル6F 03-3535-1117 銀座レディースクリニック

両角レディースクリニック 中央区銀座2-5-11Ｖ88銀座ビルディング4F 03-5159-1101 両角レディースクリニック

エムエフシー 中央区銀座1-8-7VORT銀座DDI 9Ｆ 03-6264-4333 エムエフシー

アイケアクリニック銀座院 中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階 03-5524-6003 アイケアクリニック銀座院

コムロ美容外科 中央区銀座1-6-8DEARGINZA8F 03-6228-7570 コムロ美容外科

オーク銀座レディースクリニック 中央区銀座2-6-12大倉本館7階 03-3567-0099 オーク銀座レディースクリニック

銀座こうのとりレディースクリニック 中央区銀座1-3-9マルイト銀座ビル7Ｆ 03-5159-2077 銀座こうのとりレディースクリニック

小松診療所 中央区銀座7-12-18第一銀座ビル3F 03-3543-7611 小松診療所

西銀座診療所 中央区銀座6‐9‐7近畿建物ビル3Ｆ 03-3571-0777 西銀座診療所

研医会診療所 中央区銀座5‐3‐8 03-3571-0194 研医会診療所

岡添耳鼻咽喉科クリニック 中央区銀座6-9-4岩崎ビル5F 03-3573-5487 - - 岡添耳鼻咽喉科クリニック

楠原ウィメンズクリニック 中央区銀座5-6-2銀座七宝ビル6Ｆ 03-6274-6433 楠原ウィメンズクリニック

銀座さわだ内科クリニック 中央区銀座5-9-15銀座清月堂ビル4F 03-3572-4898 銀座さわだ内科クリニック

銀座ウィメンズクリニック 中央区銀座6‐12‐13大東銀座ビル4F 03-5537-7600 銀座ウィメンズクリニック

エー・ジー・イー牧田クリニック 中央区銀座5-5-14JPR銀座並木通りビル5F 03-6252-4550 - - エー・ジー・イー牧田クリニック

銀座すずらん通りレディスクリニック 中央区銀座6‐9‐7近畿建物銀座ビル8Ｆ 03-3569-7711 銀座すずらん通りレディスクリニック

4/27　14：30～18：30

他　14：30～17：00

4/27　10：00～12：00 4/27　13：15～15：00

5/1　10：30～13：30 5/1　15：00～18：30

せいこレディースクリニック銀座 中央区銀座7-2-4ムサシ7ビル4F 03-5568-3128 せいこレディースクリニック銀座

銀座の杜クリニック 中央区銀座7-2-4ムサシ7ビル6F 03-3571-7883 銀座の杜クリニック

銀座在宅醫院 中央区銀座7-11-6GINZA　ISONOビル5階 03-6826-1220 銀座在宅醫院

メディカルスキャニング銀座 中央区銀座5-4-6ロイヤルクリスタル銀座2F 03-6274-0061 メディカルスキャニング銀座

なおえビューティークリニック 中央区銀座5-5-1ニュウ銀座千疋屋ビル9F 03-5537-7560 なおえビューティークリニック

4/27　14：00～18：30

4/30　12：00～18：30

銀座しまだ内科クリニック 中央区銀座8‐4‐26イワキビル4F 03-3574-9103 - - 銀座しまだ内科クリニック

三原橋医院 中央区銀座4‐10‐12銀座サマリヤビル 3F 03-3541-6608 9：30～12：00 - 三原橋医院

木挽町医院 中央区銀座4‐11‐4 03-3541-3800 9：00～12：00 13：00～17：00 休診なし（通常通り） 木挽町医院

市川医院 中央区銀座2‐11‐19銀座市川ビル 03-3541-7202 市川医院

青木クリニック 中央区銀座1‐13‐7木挽ビル BF 03-5250-0131 青木クリニック

銀座プリマ・クリニック 中央区銀座7‐10‐5ランディック第三銀座ビル２階 03-5537-0671 9：00～12：00 14：00～18：00 銀座プリマ・クリニック

東銀座 小川診療所 中央区銀座3-12-7原町ビル2F 03-4455-7422 - - 東銀座 小川診療所

藤井隆広クリニック 中央区銀座4‐13‐11銀座Ｍ＆Ｓビル７Ｆ 03-3544-6266 藤井隆広クリニック

永峯クリニック銀座 中央区銀座7-10-5-3Ｆ 03-6280-6545 永峯クリニック銀座

銀座ハートクリニック 中央区銀座8-16-5銀座中央ビル1F 03-5148-3921 銀座ハートクリニック

銀座富士クリニック 中央区銀座4‐11‐2丸正ビル2F 03-3542-8371 8：30～11：30 - 銀座富士クリニック

松屋通りクリニック 中央区銀座3-12-11第2タチバナ銀座ビル3F 03-6278-5661 松屋通りクリニック

銀座医院 中央区銀座4-12-15歌舞伎座タワー16Ｆ 03-3542-2660 - - 銀座医院

冨田実アイクリニック銀座 中央区銀座4-12-19日章興産ビル 03-6228-4200 冨田実アイクリニック銀座

東銀座タカハシクリニック 中央区銀座3-11-13松本銀座ビル5F 03-3524-1200 東銀座タカハシクリニック

栗原クリニック 中央区銀座8‐12‐5峯田ビル3F 03-3541-6573 - - 栗原クリニック

白倉内科診療所 中央区銀座4‐13‐18医療ビル1F 03-3543-4361 9：30～13：00 14：00～17：00 白倉内科診療所

4の部

佐々眼科 中央区銀座5-1-10銀座寿一会ビル 03-3573-5110 - 佐々眼科

小林チヒロ眼科クリニック

銀座内科・神経内科クリニック 中央区銀座6‐12‐10銀座龍岡ビル2Ｆ 03-6253-8786 予約制 銀座内科・神経内科クリニック

はるねクリニック銀座

3の部
小林チヒロ眼科クリニック 中央区銀座5‐6‐2銀座七宝ビル7Ｆ 03-3574-1501 10:30～13：00

2の部

はるねクリニック銀座 中央区銀座1‐5‐8Ginza Willow Avenue BLDG6F 03-5250-6850

備　　　考 医　療　機　関　名

午後休診

部 医　療　機　関　名 住　　　　　所 T　E　L
診　療　時　間

2019年 GW診療体制一覧
診療日 休診日 午前休診


