
都道府県 施設名 住所 代表連絡先 公式サイトURL

とまこまいレディースクリニック 北海道苫小牧市弥生町２丁目１２−５ 0144-73-5353 http://www.tomakomai-ladies.net

さっぽろARTクリニック 北海道札幌市北区北7条西4丁目1-2KDX札幌ビル4F 0120-700-5880 http://sapporoart.com

美加レディースクリニック 北海道札幌市豊平区平岸3条13丁目5-21 南平岸ビル1～3階 011-833-7773 https://www.mikalady.jp

エナレディースクリニック 北海道石狩市花川南9条1丁目86 0133-72-8688 http://www.ena-clinic.com

時計台記念クリニック 北海道札幌市中央区北1条東1丁目 011-251-2221 http://www.tokeidaihosp.or.jp/center/woman/art.html

金山生殖医療クリニック 北海道札幌市中央区北1条西4丁目1-1 011-200-1122 https://www.kaneyama-clinic.jp

神谷レディースクリニック 北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ビル2F 011-231-2722 https://kamiyaclinic.com

足立産婦人科クリニック 北海道釧路市中園町8番1号 0154-25-7788 http://www.adachi-woman.jp

京野アートクリニック仙台 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F 022-722-5991 http://ivf-kyono.jp

仙台ARTクリニック 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-13 022-791-8851 http://www.sendai-art-cl.jp

横田マタニティーホスピタル 群馬県前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103 https://www.yokotamaternity.com

神岡産婦人科医院 群馬県前橋市石倉町5-22-1 027-253-4152 http://www.kamioka.or.jp

埼玉県 大宮レディスクリニック 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル14F 048-648-1657 http://www.omiya-lc.com

京野アートクリニック高輪 東京都港区高輪3-13-1 TAKANAWA COURT 5F 03-6408-4124 https://ivf-kyono.com

はらメディカルクリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 03-3356-4211 https://www.haramedical.or.jp

ファティリティクリニック東京 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東1F 03-3406-6868 http://fert-tokyo.jp

杉山産婦人科 東京都新宿区西新宿1-19-6 山手新宿ビル 03-5381-3000 https://www.sugiyama.or.jp/shinjuku/index

オーク銀座レディースクリニック 東京都中央区銀座2-6-12 03-3567-0099 https://www.oakclinic-group.com/ginza_ladys/

山王病院 東京都港区赤坂 8-10-16 03-3402-3151 https://www.sannoclc.or.jp/hospital/patient/department/repro/index.html

日本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木1-1-5 03-3822-2131 https://www.nms.ac.jp/hosp/section/female.html

泉医院 東京都立川市曙町2-14-16 立川グランドホテル1階 042-522-2233 http://www.izumi-iin.com

小杉医院 東京都世田谷区羽根木１−３−２ 03-3323-5777 https://www.kosugi.or.jp

浅川産婦人科 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町22-15 0120-030-111 https://asakawa.or.jp

産婦人科クリニックさくら 神奈川県横浜市青葉区新石川2-9-3 045-911-9936 http://www.cl-sacra.com

神奈川ARTクリニック 神奈川県相模原市南区相模大野6-19-29 042-701-3855 http://www.kanagawa-art.jp

浅川産婦人科（オンライン診療のみ） 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町22-15 045-581-3541 https://asakawa.or.jp/

千葉県 高橋ウイメンズクリニック 千葉県千葉市中央区新町１８−１４ 千葉新町ビル 043-243-8024 https://www.takahashi-w-clinic.jp/

岐阜県 操レディスホスピタル 岐阜県岐阜市津島町６丁目１９ 058-233-8811 https://www.misao-ladies.jp/

竹内産婦人科ARTセンター 愛知県豊橋市新本町２３  0532-52-3463 https://takeuchi-art.jp

おち夢クリニック名古屋 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12　久屋パークサイドビル8階 052-968-2203 https://www.art-ochi.com

ARTクリニックみらい 愛知県岡崎市大樹寺2-2-2 0564-24-9293 https://art-cl-mirai.com

つつじが丘ウイメンズクリニック 愛知県豊橋市つつじが丘2-3-10 0532-66-5550 http://www.t-w-c.jp

静岡県 いながきレディースクリニック 静岡県沼津市宮前町12-11 055-926-1709 https://art-ilc.jp

三重県 みのうらレディースクリニック 三重県鈴鹿市磯山3丁目９番17号 059-380-0018 http://www.minouralc.com

和歌山県 うつのみやレディースクリニック 和歌山県和歌山市美園町5丁目4番20 073-423-1987 http://utsunomiya-lc.com

滋賀県 草津レディースクリニック 滋賀県草津市渋川1丁目２番26−207号 077-566-7575 http://klc.nomura-magokoro-med.or.jp

京都府 足立病院 京都府京都市中京区東洞院通り二条下ル 075-221-7431 https://www.adachi-hospital.com

奈良県 ASKAレディースクリニック 奈良県奈良市北登美ヶ丘3-3-17 0742-51-7717 http://aska-cl.com

リプロダクションクリニック大阪 大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪タワーA 15F 06-6136-3344 http://www.reposaka.jp

HORACグランフロント大阪クリニック 大阪府大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪 タワーB　15F 06-6377-8824 http://www.ivfhorac.com

IVFなんばクリニック 大阪府大阪市西区南堀江1丁目17-28 なんばSSビル3F 06-6534-8824 http://www.ivfnamba.com

IVF大阪クリニック 大阪府東大阪市長田東1丁目1-14 06-4308-8824 https://www.ivfosaka.com

医療法人　定生会　谷口病院 大阪府泉佐野市大西1-5-20 072-463-3232 https://www.taniguchi-hp.org/

扇町ARTレディースクリニック 大阪府大阪市北区神山町1-7アーバネックス神山町ビル5F 06-6311-2511 https://www.olc.ne.jp

神戸元町夢クリニック 兵庫県神戸市中央区明石町44番地　神戸御幸ビル3階 078-325-2121 http://www.yumeclinic.or.jp

英ウイメンズクリニック 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目1-2 三宮セントラルビル2・7・8階 078-392-8723 http://www.hanabusaclinic.com

オガタファミリークリニック 兵庫県芦屋市 松ノ内町２−３ エウルビル２，３階 0797-25-2213 http://www.ogatafamilyclinic.com/

山下レディースクリニック 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１−８ 三宮プラザWEST 078-265-6475 https://www.ylc.jp/

神戸ARTレディスクリニック 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1　ミント神戸15F 078-261-3500 http://www.ivf.co.jp/

絹谷産婦人科 広島県広島市中区本通8-23本通ヒルズ4階 082-247-6399 http://www.kinutani.org

広島HARTクリニック 広島県広島市南区松原町3-1-301 082-567-3866 http://www.hiroshima-hart.jp

IVFクリニックひろしま 広島県広島市南区松原町5-1　BIG FRONTひろしま4F 082-264-1131 http://ivf-hiroshima.jp

山口県 徳山中央病院 山口県周南市孝田町１番１号 0834-28-4411 https://tokuyama.jcho.go.jp/産婦人科/

つばきウイメンズクリニック 愛媛県松山市北土居５丁目１１−７ 089-905-1122 http://www.tsubaki-wc.com/

福井ウィメンズクリニック 愛媛県松山市星岡4丁目2番7号 089-969-0088 http://www.fukuiwc.jp/

香川県 厚仁病院 香川県丸亀市通町133番地 0877-23-2311 http://koujinkai-kagawa.net

セントマザー産婦人科医院 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9番12号 093-601-2000（初診に
関してはメールで）

https://www.stmother.com

古賀文敏ウイメンズクリニック 福岡県福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ5F 092-738-7711 https://koga-f.jp

高木病院 福岡県大川市大字酒見141番地11 0944-87-0068 http://takagi.kouhoukai.or.jp/funin-c/

蔵本ウイメンズクリニック 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-19 092-482-5558 http://kuramoto.or.jp

IVF詠田クリニック 福岡県福岡市中央区天神1丁目12-1　日之出福岡ビル6Ｆ 092-735-6655 http://www.ivf-nagata.com

長崎県 岡本ウーマンズクリニック 長崎県長崎市江戸町7-1 095-820-2864 http://www.okamotoclinic.gr.jp/index.html

佐賀県 谷口眼科婦人科 佐賀県武雄市武雄町大字武雄385-2 0954-23-3130 http://eiseikai-artclinic.com

熊本県 ソフィアレディースクリニック水道町 熊本県熊本市中央区水道町9-5-1 096-322-2996 http://www.suidouchou-lc.jp

松田ウイメンズクリニック 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階 099-224-4124 http://www.synapse.ne.jp/~kaz/index.html

竹内レディースクリニック 鹿児島県姶良市東餅田502-2 0995-65-2296 http://takeuchi-ladies.jp
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