
都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
北海道

ｸﾞﾚｰｽ歯科 0797 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1-北2-1ピープルエグザズ白石1F http://www.gracedc.com/

東栄ﾌｧﾐﾘｰ歯科医院 1115 003-0874 北海道札幌市白石区米里4条1-6-13 http://touei-family.com/

新札幌ﾕｷ歯科 0599 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4-9-15 なし

柳瀬歯科医院 1177 004-0867 北海道札幌市清田区北野7条3-6-13 http://byoinnavi.jp/clinic/121388

風の杜歯科 1163 060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7-3　おおわだビル2F http://www.kazenomorishika.com/

松本ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 0874 060-0002 北海道札幌市中央区北2条西1　マルイト札幌ビル2F http://www.ns-search.jp/dentist/514455

北２条歯科ｸﾘﾆｯｸ 0836 060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-32第37桂和ビル9F http://www.sapporo-k2.com/

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ歯科医院 0648 060-0002 北海道札幌市中央区北2条西3-1-8朝日生命ビル2F http://www.dental-park.jp/granddc/

ﾜﾀﾅﾍﾞ歯科診療所 0188 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3　ヒューリック札幌ビル4F http://www.watanabeshika.com/

にし歯科クリニック 1262 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4　日本生命札幌ビル3F http://www.nishi-dental-clinic.ne.jp/

ｱｽﾃｨ歯科ｸﾘﾆｯｸ 1145 060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5　アスティ45ビル6F http://astydentalclinic.wix.com/astydc#!shoukai/cipy

丸山歯科医院 0241 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5　住友生命札幌ビル8F http://maruyamadent.com/

吉村歯科医院 0281 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6-2-2札幌センタービル14Ｆ http://www.e-kyousei.com/php/pss/m/02061/

いわきり歯科 1197 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西14-1-6 http://byoinnavi.jp/clinic/120917

よしたに歯科医院 0796 060-0010 北海道札幌市中央区北10条西15-1-6 http://www.yoshitani-dental.com/

内海歯科医院 0560 060-0042 北海道札幌市中央区大通西3　明治生命大通ビル10F なし

ﾌｼﾞﾀ歯科診療所 0208 060-0051
北海道札幌市中央区南1条東1-5 大通バスセンタービル1号
館8F

なし

日之出歯科診療室 0958 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4-13 http://www.h-dent.jp/odori/

ともより歯科 1064 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-札幌スカイビル2F http://members3.jcom.home.ne.jp/eiki0305/

サンデンタルクリニック 0305 064-0810 北海道札幌市中央区南10条西14-1-21 http://sundent.jp/

中央歯科ｸﾘﾆｯｸ 0795 060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-1-1東館札幌駅前ビル内 なし

パストラルデンタルクリニック 1231 060-0808 北海道札幌市北区北8条西4-1-1　パストラルビルN8-2F http://hokuyukai.or.jp/pdc/

近藤歯科医院 0798 062-0932 北海道札幌市豊平区岸2条2-3-28 http://www.kondo-dental.net/

はやし歯科ｸﾘﾆｯｸ 1004 065-0017 北海道札幌市東区北17条東19-1-1 http://itp.ne.jp/ap/0117801185/

ｺﾓﾝｽﾞ歯科 0828 065-0042 北海道札幌市東区本町2条8-コモンズビル2F http://comons-dental.com/access.html

向陽台歯科 0223 066-0056 北海道千歳市白樺2-2-1 http://byoinnavi.jp/clinic/121921

仲屋歯科医院 0699 068-0005 北海道岩見沢市5条東11-45-3 なし

山口歯科医院 0926 070-0028 北海道旭川市東8条4-1-17 なし

ｴﾙﾑ駅前歯科医院 0383 070-0030 北海道旭川市宮下通7-2399-1明治屋ビル3F http://elm-dentalclinic.com/

ｱｽﾃｯｸ歯科 0327 070-0031 北海道旭川市1条通10-左1号 http://www.asutec.jp/

いあい歯科医院 0746 070-0033 北海道旭川市3条通9-右8号 http://www.kyoku-shi.com/clinichp/36-iai.html

ﾏｷﾀ歯科医院 0059 070-0034 北海道旭川市4条通11-2320マキタビル2F http://www.makita-dent.com/

元木ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｸ 0168 070-8014 北海道旭川市神居4条10-1-12 http://motokidental.com/

伊藤歯科医院 0829 079-8416 北海道旭川市永山6条6-7-3 なし

天堂歯科医院 0692 079-8417 北海道旭川市永山7条5-9-14 http://www.kyoku-shi.com/clinichp/151-miyatamunehisa.html

酒井歯科医院 0852 080-0010 北海道帯広市大通南10-19-2 なし

きたの歯科矯正歯科クリニック 1160 080-0012 北海道帯広市西2条南10-11-3 http://www.kitanoshika.com/

もり歯科医院 0971 080-0015 北海道帯広市西5条南4-12番地 http://www.mori-dental.com/

くにやす歯科ｸﾘﾆｯｸ 1087 080-0018 北海道帯広市西8条南29-5-3 http://www.kunident.com/index02.html

たちばな歯科医院 0897 080-0803 北海道帯広市東3条南6-2-1 なし

朴澤歯科東病院 0707 080-0804 北海道帯広市東4条南8-1 なし

ヒロハヤシ歯科 1196 080-0804 北海道帯広市東4条南12-2 http://www.hiro884.com/

北斗病院 0468 080-0835 北海道帯広市稲田町基線7番地5 http://www.hokuto7.or.jp/

伊藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 0285 085-0014 北海道釧路市末広町10-1番地 なし

高橋歯科医院 0577 085-0014 北海道釧路市末広町11-2 なし

高橋徹次歯科診療室 0922 085-0015 北海道釧路市北大通6-1-7高橋ビル２Ｆ http://www.ttdental.info/

あい歯科ｸﾘﾆｯｸ 0896 085-0826 北海道釧路市城山2-4-28 http://ai-kushiro.com/

ふくしま歯科医院 0741 085-0835 北海道釧路市浦見4-2-23 http://www.yoihani.jp/

ﾌｧﾐﾘｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0207 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ポスフール2F なし

めぐみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 1068 088-0623 北海道釧路郡釧路町光和3-15-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0154383033/index.html

ﾎﾜｲﾄ歯科 0925 090-0036 北海道北見市幸町4-3-21 なし

いいだ歯科クリニック 0619 090-0041 北海道北見市北1条西1-15 http://www.iidadental.net/

とん田車町歯科 0694 090-0833 北海道北見市とん田東町634-42 なし

せきのう歯科医院 0913 096-0015 北海道名寄市西5条南8- なし

盆子原歯科医院 0908 097-0005 北海道稚内市大黒3-3-25 なし

木葉歯科医院 0980 040-0011 北海道函館市本町11-11 なし

ごとう歯科医院 0054 040-0011 北海道函館市本町30-11 http://byoinnavi.jp/clinic/121460

額賀歯科医院 1080 040-0053 北海道函館市末広町4-25 http://www14.plala.or.jp/nukagasika/

大内歯科医院 1226 040-0064 北海道函館市大手町10-21 http://www.medical-h.net/o-uchi/

みやむら歯科クリニック 1259 041-0801 北海道函館市桔梗町417-62 http://www.medicalpage.net/dental/miyamura/

みはら歯科矯正ｸﾘﾆｯｸ 0695 041-0806 北海道函館市美原3-1-3 http://www.kireinaha.info/

富本歯科医院 0914 041-0811 北海道函館市富岡町2-17-25 http://www8.ncv.ne.jp/~tomimoto/

おきつ歯科医院 0687 047-0032 北海道小樽市稲穂2-13-7 http://www.do-ceramics.com/search/hokkaido/cat9/post_197.php

ちりべつファミリー歯科医院 1207 050-0076 北海道室蘭市知利別町3-5-7 http://www.dental-revolution.com/clinic_info.php?id=924

松田歯科医院 0891 050-0081 北海道室蘭市日の出町1-24-25 なし

王子総合病院 0668 053-8506 北海道苫小牧市若草町3-4-8 http://www.ojihosp.or.jp/

青森

小笠原歯科医院 0137 030-0813 青森県青森市松原3-14-27武田ビル2F なし

山田歯科医院 0149 030-0821 青森県青森市勝田2-4-9 なし

清藤歯科医院中央診療所 1156 030-0822 青森県青森市中央1-21-2 http://www.seidoh.esutera.com/

藤川歯科医院 0379 030-0823 青森県青森市橋本2-12-1 なし

たかや歯科ｸﾘﾆｯｸ 0950 030-0843 青森県青森市浜田2-15-18 http://www.takaya-dental.com/
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ﾐﾅﾄﾔ歯科医院 0446 030-0844 青森県青森市桂木4-4-10 http://www.minatoya-shika.com/

柳谷歯科医院 0726 030-0846 青森県青森市青葉3-1-9 http://www.yanagiyashika.com/

中央歯科ｸﾘﾆｯｸ 0113 030-0861 青森県青森市長島2-12番6号 なし

石山歯科医院 1065 030-0862 青森県青森市古川1-21-4 なし

たかはし歯科クリニック 1205 030-0862 青森県青森市古川3-15-1 http://www.takahashishika.com/

船越歯科医院 0595 030-0903 青森県青森市栄町2-8-18 http://nttbj.itp.ne.jp/0177430321/index.html

とき歯科 1088 030-0921 青森県青森市原別5-9-1 http://www.dentalsherlock.com/aomori/toki/toki.html

安田ﾌｧﾐﾘｰ歯科 0068 030-0944 青森県青森市筒井4-2-40 なし

ﾎﾜｲﾄ歯科医院 1101 030-0962 青森県青森市佃1-20-10 なし

松舘歯科医院 0354 031-0000 青森県八戸市新井田西3-18-10 http://www.hachinohe.jp/byouinch/byo.matudate.d.html

ハーモニー歯科医院 1181 031-0004 青森県八戸市南類家5-8-12 http://www.hachinohe.jp/byouinch/byo.harmony.d.html

石亀歯科まさる矯正歯科 1075 031-0041 青森県八戸市廿三町7 http://www.ishigameshika.com/

夏掘ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0967 031-0072 青森県八戸市城下1-15-28 http://www.natsubori-dc.com/

渋田歯科クリニック 1230 031-0833 青森県八戸市大久保字沢目13-5 http://www.shibuta.jp/index.html

しんどう歯科医院 0086 039-1103 青森県八戸市長苗代2-17-5 http://www.shindoh-dc.com/

柏崎歯科医院 1071 039-1164 青森市八戸市下長4-5-19 http://www.kashiwazaki-dental.com/cerec.html

くまさか歯科 0637 039-1165 青森県八戸市石堂1-27-13 http://www.f-arts.co.jp/kuma/

よしだ歯科医院 0504 033-0034 青森県三沢市東町1-1-10 http://nttbj.itp.ne.jp/0176524433/index.html

北村歯科医院 1054 034-0011 青森県十和田市稲生町12-27 なし

佐々木歯科ｸﾘﾆｯｸ 1123 034-0082 青森県十和田市西2-3-25 なし

熊谷歯科医院 0848 035-0035 青森県むつ市本町1-1 http://kumagai.dentalmall.jp/

こだま歯科医院 1209 036-0357 青森県黒石市追子野木1-247-39 http://www.kodama-do.com/

赤石歯科医院 0597 036-8013 青森県弘前市上瓦ヶ町17-2 なし

小林歯科医院 1034 037-0055 青森県五所川原市柏原町50 http://www.kobayashi-dentistry.com/

津島歯科診療所 0696 037-0063 青森県五所川原市大町9 http://www.tsushima-do.jp/

岩手

くろさわ歯科医院 1263 020-0015 岩手県盛岡市本町通2-3-11 http://kurosawadental.jp/

たかﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1007 020-0021 岩手県盛岡市中央通1-6-26サトウビル　2F http://www.taka-dc.com/price/

岡村歯科医院 0639 020-0021 岩手県盛岡市大通り2-6-14 http://www.satorino.com/

小林歯科医院 0259 020-0024 岩手県盛岡市菜園2-7-33トーカンジェネラス菜園公園通2F http://nttbj.itp.ne.jp/0196541088/index.html

国労会館歯科 0380 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通4-4 なし

小山田歯科医院 0526 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通8-11盛岡駅前ビル3F http://www.dentalsherlock.com/iwate/oyamada/oyamada.html

駅西通り　おばら歯科医院 1116 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-5-3 http://www.obara-dc.com/

岩手県歯科医師会 0442 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-5-25 http://iwate8020.jp/index2.html

木のまち歯科医院 1079 020-0063 岩手県盛岡市材木町2-26近三ビル3F http://www.kinomachi.com/

小守林歯科医院 0473 020-0063 岩手県盛岡市材木町9-1 http://www17.ocn.ne.jp/~komodent/clinic.html

ﾄｼ歯科医院 0069 020-0122 岩手県盛岡市みたけ3-27-15 http://toshi-dental.jp/

中ノ橋歯科クリニック 0386 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-11-20 http://www.morioka-21net.com/nakanohashi-sika-clinic/

ふじむら歯科医院 0638 020-0878 岩手県盛岡市肴町3-30-102 http://www.fujimurashika.com/

流通ｾﾝﾀｰ歯科診療所 0175 020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-2-15流通会館2F http://byoinnavi.jp/clinic/174742

阿部歯科医院 0835 021-0031 岩手県一関市青葉1-11-6 なし

おやま歯科矯正ｸﾘﾆｯｸ 0351 024-0061 岩手県北上市大通り2-3-1 http://nagasawa-act.chips.jp/report/cn16/pg85.html

おだしま歯科ｸﾘﾆｯｸ 0928 024-0063 岩手県北上市九年橋3-18-15サンファミリーミタ１Ｆ http://www.yours-kitakami.com/

かまいし駅前歯科医院 0927 026-0031 岩手県釜石市鈴子町1-1プロスパービル２Ｆ http://www.kamaishi-dc.com/

歯科　福成医院 0843 026-0043 岩手県釜石市新町13-21 http://byoinnavi.jp/clinic/119991

中居歯科医院 0700 027-0074 岩手県宮古市保久田8-10 http://byoinnavi.jp/clinic/150254

渋民歯科ｸﾘﾆｯｸ 0929 028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字泉田67-15 http://shibutami.byoinnavi.jp/pc/

沼宮内歯科医院 1055 028-4303 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第10地割153番地 http://nttbj.itp.ne.jp/0195622488/index.html

國香歯科医院 1124 028-6103 岩手県二戸市石切所字川原60-3
http://www.med-
info.pref.iwate.jp/imin/kikan/showShikaDetail1.do?kikanCd=0330006

宮城

すがの歯科医院 0029 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-2-72
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/f44b78d22e4dfec6aa66b306e1c
fe7b9b5d95450/

ﾅｵｷ歯科医院 0924 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1アジュール仙台5F なし

すみれ歯科医院 0865 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-9-2浜屋ビル2F http://www.dentalsherlock.com/miyagi/sumire/sumire.html

本町歯科医院 0196 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 なし

本町たなか歯科医院 0445 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-9-7仙台YFビル２F http://www.honchotanaka-dd.com/

歯科ﾊｰﾌﾑｰﾝ 0236 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-3 http://www.half-moon.or.jp/

佐藤ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 1151 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-5　7F http://sato-do.com/

古内歯科ｸﾘﾆｯｸ 0182 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10仙都会館3F http://www.furuuchi-clinic.jp/

たかはし歯科医院 0853 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-9-15仙台中央マンション1F http://www.t-dent.com/

河北診療所歯科 1095 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-2-26 http://www.haisha-guide.jp/clinic/165882

かんざき歯科医院 1249 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-1-18　尚豊ビル3F http://www.kanzaki-shika.jp/

二日町歯科クニリック 1270 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町8-1 http://futsukamachi-shika.com/

ﾄﾗｽﾄﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0972 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-7 なし

ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0789 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-18定禅寺パークビル3F なし

歯科ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 0106 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1日本生命ビル9F http://hwbb.gyao.ne.jp/newjapan/

電力ﾋﾞﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0869 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1電力ビル本館2F http://www.d-biru-shika.com/

山村歯科医院 1099 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-3 http://www.yamamura-shika.com/implant.html

後藤吉平歯科 0999 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字町20-1 http://www.kippeichan.com/

長町病院附属ｸﾘﾆｯｸ 1150 982-0011 宮城県仙台市太白区長町3-6-2 http://www.nagamachi1.com/shoplist/2013-04-293/

鶴巻田島歯科 0429 983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2-3-29 なし

まさこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 1081 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東1-10-1-101 なし

新田東歯科ｸﾘﾆｯｸ 1014 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-1-5 なし

恵聖第二歯科医院 0576 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-45農協会館 なし

小松歯科医院 0982 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-3-15 http://nttbj.itp.ne.jp/0222934677/index.html
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つつじがおか歯科・矯正歯科 1212 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-11-13 http://www.tsutsujigaoka-dent.com/

おろしまち歯科医院 0045 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-15-2卸町会館2F なし

かばの町歯科医院 0006 984-0037 宮城県仙台市若林区蒲町字東68-2 http://st.cat-v.ne.jp/kaba.dc/

こうやま歯科医院 0819 984-0823 宮城県仙台市若林区志波町2-17 http://www.kouyama-dc.com/

誠寿歯科医院 0283 985-0853 宮城県多賀城市高橋2-19-20 http://www.syuwakai.com/seiju/

せいの歯科医院 1029 985-0863 宮城県多賀城市東田中2-40-32-102 なし

こだま歯科ｸﾘﾆｯｸ 0708 986-0832 宮城県石巻市泉町3-10-40 https://dental-city.com/105578/

ｻｻｷ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0932 986-0853 宮城県石巻市大街道北4-6-18 http://sasaki-dentalclinic.jp/access.html

さとう歯科医院 0275 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江3-9-10 なし

さくら歯科医院 0745 987-0511 宮城県登米郡迫町佐沼字錦43-2 なし

米倉歯科ｸﾘﾆｯｸ 0377 988-0043 宮城県気仙沼市南郷1-3 なし

きじま歯科 0935 988-0215 宮城県気仙沼市字最知北最知6-2 なし

もり歯科ｸﾘﾆｯｸ 0933 989-1241 宮城県柴田郡大河原町63-1 http://www.haisha-guide.jp/clinic/185498

遠藤歯科医院 1021 989-2448 宮城県岩沼市二木1-14-21 なし

南郷歯科診療所 0278 989-4205 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田３３ http://byoinnavi.jp/clinic/171253

仁歯科ｸﾘﾆｯｸ 0701 989-6162 宮城県大崎市駅前大通2-3-2 なし

秋田

中通歯科診療所 0222 010-0001 秋田県秋田市中通6-1-58 http://www.meiwakai.or.jp/sika/index.html

あいば歯科 0067 010-0065 秋田県秋田市茨島2-4-6 http://aiba-implant.com/map/index.html

遠藤歯科医院 0820 010-0921 秋田県秋田市大町3-2-35 なし

山王鈴木歯科医院 0467 010-0922 秋田県能代市上町10-23 http://www.dental-suzuki.net/

歯科ｱｷﾀｸﾘﾆｯｸ 0302 010-0951 秋田県秋田市山王1-9-10 http://byoinnavi.jp/clinic/142874

山王有明歯科医院 0744 010-0951 秋田県秋田市山王2-1-53 http://www.ariake-shika.com/

杉山歯科ｸﾘﾆｯｸ 0864 010-0951 秋田県秋田市山王3-5-15 http://www.su-dc.com/

山本歯科医院 1153 012-0857 秋田県湯沢市千石町4-1-20 http://yamamoto-shika.jp/

ささき歯科医院 1182 013-0074 秋田県横手市三本柳字寺田197 http://sasakishikaiin.com/

根田歯科医院 0794 017-0846 秋田県大館市常盤木町3-14 なし

かんざか歯科医院 0978 018-0116 秋田県にかほ市象潟4-塩越244-1 なし

山形

斎藤歯科医院 0381 990-0031 山形県山形市十日町4-2-1 http://www.saito-d.net/

本町歯科診療所 0410 990-0043 山形県山形市本町1-4-26 http://itp.ne.jp/shop/KN0600060600022650/

笹原歯科医院 0930 990-0061 山形県山形市五十鈴3-9-23 http://山形歯科.com/

ｺｽﾓ歯科ｸﾘﾆｯｸ城西 0419 990-0832 山形県山形市城西町5-3-1
http://www12.plala.or.jp/CosmoDental/01_about/03_introduction.ht
ml

高橋歯科医院 0073 990-2423 山形県山形市東青田5-1-16 なし

大滝歯科医院 0172 990-2435 山形県山形市青田4-9-26 なし

ﾚｲﾝﾎﾞｰ歯科医院 0910 992-0023 山形県米沢市下花沢2-7-32-6 http://www.citydo.com/prf/yamagata/guide/sg/115001660.html

伊藤歯科医院 0697 992-0031 山形県米沢市大町3-5-32 http://yoneshi.org/dentist/central/ito

春日歯科医院 0263 992-0044 山形県米沢市春日2-4-59 http://yoneshi.org/dentist/northern/kasuga

斉藤歯科医院 1020 993-0005 山形県長井市片田町3-5 http://www.dc-saito.jp/

永澤歯科医院 0634 994-0062 山形県天童市長岡北3-5-42 なし

三條歯科医院 0994 996-0028 山形県新庄市万場町5-14 なし

石黒歯科医院 0931 997-0029 山形県鶴岡市日吉町8-6 なし

白幡歯科医院 0276 997-0838 山形県鶴岡市淀川町19-7 なし

菅原歯科医院 0072 998-0034 山形県酒田市中央西町1-20 なし

土田歯科医院 0895 998-0842 山形県酒田市亀ヶ崎5-7-5 なし

小国町立病院 1089 999-1356 山形県西置賜郡小国町あけぼの1-1 http://www.ogunibyoin.jp/

ゆざわ歯科 0543 999-3512 山形県西村山郡河北町谷地中央3-12-6 なし

福島

こもりや歯科 1148 960-0611 福島県伊達市保原町字堀ノ内16-1 http://www.komo-dc.com/index.html

赤塚歯科ｸﾘﾆｯｸ 0666 960-8031 福島県福島市栄町6-6ユニックスビル２F http://www.akatsuka-dc.com/

ﾀｰﾐﾅﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0568 960-8031 福島県福島市栄町41-1西口ショッピングセンター内 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1206.html

入野歯科医院 1135 960-8053 福島県福岡市三河南町14-7 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_908.html

石井歯科医院 1056 960-8101 福島県福島市上町3-10 http://nttbj.itp.ne.jp/0245223855/index.html

生愛会歯科ｸﾘﾆｯｸ 0793 960-8151 福島県福島市大笹生字向平6-1 http://www.seiaikai.jp/aisatu1.htm

田中歯科ｸﾘﾆｯｸ 0734 960-8153 福島県福島市黒岩林ノ内38-3 なし

佐藤歯科医院 0915 960-8165 福島県福島市吉倉字谷地42-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index.cfm?cl_id=1001

三本松歯科医院 0012 960-8252 福島県福島市御山字三本松19-1 なし

山本歯科医院 1035 961-0971 福島県白河市昭和町148-5 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1460.html

大内歯科医院 0907 962-0022 福島県須賀川市丸田町255 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1533.html

本内歯科医院 1047 962-0848 福島県須賀川市弘法垣40-2 なし

印南歯科医院 1149 962-0859 福島県須賀川市塚田28-2 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1532.html

冨塚歯科医院 1102 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字太夫場加29-1 http://www.tomitsuka-dc.com/

駅前ときわ歯科 1117 963-8002 福島県郡山市駅前1-14-3アカデミービル2F http://www.ekimaetokiwa-dentaloffice.com/

太田記念病院 1042 963-8004 福島県郡山市中町5-25 http://www.ohta-hp.or.jp/

中村歯科医院 1232 963-8005 福島県郡山市清水台2-7-25 http://byoinnavi.jp/clinic/143490

いまむら歯科ｸﾘﾆｯｸ 1048 963-8014 福島県郡山市虎丸町24-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_651.html

桑野佐藤歯科医院 0071 963-8025 福島県郡山市桑野2-4-3タチバナビル2F http://www.ac.auone-net.jp/~kg-sato/

ぬかざわ歯科医院 1120 963-8025 福島県郡山市桑野2-20-17ジネックスビル2F
http://www.whiteessence.com/shop/koriyama.kuwano/?utm_source
=google&utm_medium=cpc&gclid=CMHLk_eY68QCFUgIvAodN5IAEQ

野田桑野歯科医院 0219 963-8025 福島県郡山市桑野3-16-12 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_625.html

さくら歯科ｸﾘﾆｯｸ 1038 963-8034 福島県郡山市島2-48-17 http://www9.plala.or.jp/sakura-shika/

大内歯科医院 1138 964-0916 福島県二本松市向原264-9
https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/ap/qq/sho/cwdetaillt01_001.
aspx?kikancd=0730000150

ほんだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0791 964-0917 福島県二本松市本町1-24 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1708.html

おおほり歯科医院 1022 965-0009 福島県会津若松市八角町2-22 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1059.html

みゆき歯科ｸﾘﾆｯｸ 0790 965-0037 福島県会津若松市中央2-5-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1062.html
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菊地歯科医院 0617 965-0824 福島県会津若松市北青木3-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_464.html

飯寺ﾌｧﾐﾘｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0936 965-0846 福島県会津若松市門田町大字飯寺字村東1080-4 なし

むろい歯科医院 1125 967-0004 福島県南会津郡町田島字本町甲3841-6 http://nttbj.itp.ne.jp/0241628020/index.html

荒井歯科ｸﾘﾆｯｸ 0665 969-1104 福島県本宮市荒井久保田92-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1676.html

大道寺歯科医院 0535 969-1133 福島県本宮市本宮町中條84 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1675.html

鈴木歯科医院 0070 970-8021 福島県いわき市平中神谷宿畑11-2 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_134.html

藁谷歯科医院 0827 970-8026 福島県いわき市平字童子町4-10 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index.cfm?cl_id=213

中山定則歯科医院 0953 970-8026 福島県いわき市平字三倉63-6 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_160.html

ｱｰﾄ歯科 1040 971-8111 福島県いわき市小名浜大原甲新地44-4 http://art-sika.sakura.ne.jp/

かしまひるた歯科医院 0818 971-8143 福島県いわき市鹿島町下蔵持字里屋8-1 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_38.html

すがわら歯科医院 1195 972-8316 福島県いわき市常磐西郷町岩崎19-1 http://www.sugawaradental.com/

伏見屋歯科医院 0640 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町1-85 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_183.html

小林歯科医院 1128 975-0032 福島県南相馬市原町区桜井町2-86-1 http://reijyu0110.byoinnavi.jp/pc/

ﾋﾛｼ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0960 976-0042 福島県相馬市中村塚田50 http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_1961.html

茨城

ｳﾗﾗ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0625 300-0036 茨城県土浦市大和町9-2　ウララ2-204 http://urala.com/

さくらい歯科医院 0759 300-1512 茨城県取手市藤代365-1 なし

桜ヶ丘歯科医院 0547 305-0031 茨城県つくば市吾妻3-17-16 http://www.keishikai.com/sakuragaoka/

ｾﾝﾄﾗﾙ歯科 0217 305-0051 茨城県つくば市二の宮2-14-16 なし

大久保歯科医院 0367 305-0051 茨城県つくば市二の宮3-26-13 http://www.ohkubo-dc.net/

松代歯科医院 0514 305-0056 茨城県つくば市松野木95-4 http://www.matsushiroshika.com/

大木歯科医院 0975 305-0861 茨城県つくば市谷田部2880-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0298380123/index.html

長澤歯科医院 0349 306-0033 茨城県古河市中央町3-3-5 なし

さいとう歯科 0249 306-0112 茨城県古河市東山田4035-10 なし

福田歯科医院 0563 306-0204 茨城県古河市下大野1936-7 http://dental-fukuda.jp/

小森谷歯科医院 0343 306-0204 茨城県古河市下大野2161-3 なし

かわまた歯科医院 0432 306-0221 茨城県古河市駒羽根870-5 なし

中村歯科医院 0251 306-0417 茨城県古河市境町若林2276 なし

智晴歯科医院 0898 309-1734 茨城県笠間市南友部388-15 なし

諸岡歯科医院 0221 310-0011 茨城県水戸市三の丸1-4-2コトブキビル3F なし

村山歯科医院 0017 310-0012 茨城県水戸市城東2-13-32 http://byoinnavi.jp/clinic/67719

伊勢歯科医院 0180 310-0021 茨城県水戸市南町1-4-17 http://www.kurobane.biz/annai/ise-shika.htm

こばやし歯科 0466 310-0021 茨城県水戸市南町3-4-48 http://www.koba-dent55.jp/

浅田歯科医院 0787 310-0021 茨城県水戸市河和田町1-1513-32 http://asddc2061.com/

大金歯科医院 0413 310-0063 茨城県水戸市五軒町2-1-5 http://www.ibasikai.or.jp/?p=4065

さいとう歯科 0295 310-0063 茨城県水戸市五軒町2-4-8 なし

永木歯科医院 0081 310-0803 茨城県水戸市城南1-1-17 http://www2u.biglobe.ne.jp/~nagaki/

のぐち歯科医院 0822 310-0803 茨城県水戸市城南2-5-45 http://www.ibasikai.or.jp/?p=4110

ｸﾎﾞﾀ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0804 310-0817 茨城県水戸市柳町2-8-10 http://www.hospita.jp/detail/2187/

松尾歯科医院 0534 310-0836 茨城県水戸市元吉田町1630-4 http://www.ibasikai.or.jp/?p=4112

むろふし歯科 0189 310-0836 茨城県水戸市元吉田町2199-1 http://www.murofushi-sika.jp/

松崎歯科 0421 310-0847 茨城県水戸市米沢町113-2 http://www.matsuzaki-dent.jp/

つばき歯科医院 0562 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25茨城県開発公社ビル2F なし

勝田大成歯科医院 0041 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町42-3 http://www.taisei-dental.com/

たかはし歯科医院 0297 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦659-9 なし

楠美歯科医院 0571 314-0032 茨城県鹿嶋市宮下2-11-11 なし

小貫歯科医院 0817 316-0015 茨城県日立市金沢町3-20-10
http://www.hitachi-
dental.org/hitachi/search/hitachi/taga_s/05_onuki.htm

ｴﾝｼﾞｪﾙ歯科医院 0437 319-1111 茨城県那珂郡東海村石川駅西2-11-7 http://angel-smile-dental.com/

栃木

大橋歯科ｸﾘﾆｯｸ 0890 320-0014 栃木県宇都宮市大曽4-11-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0286256006/index.html

荒井歯科診療所 0164 320-0811 栃木県宇都宮市大通り2-1-5明治生命宇都宮大通ビル3F http://www18.ocn.ne.jp/~adc/

天沼歯科医院 0203 320-0811 栃木県宇都宮市大通り5-2-12 http://byoinnavi.jp/clinic/65319

なかやま歯科ｸﾘﾆｯｸ 0076 320-0861 栃木県宇都宮市西1-3-19 http://n-nakayama.byoinnavi.jp/pc/

大場歯科医院 0636 321-0917 栃木県宇都宮市西刑部町2611-15 なし

笠倉歯科医院 0079 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1840-2 http://byoinnavi.jp/clinic/65239

あつ歯科 0868 321-0945 栃木県宇都宮市宿郷5-23-4 http://www.atu-dental.com/

齋藤歯科医院 0198 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-6-11 なし

川津歯科医院 0130 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-11-8 なし

森下歯科ｸﾘﾆｯｸ 0405 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-18 なし

ひやま歯科ｸﾘﾆｯｸ 0517 321-0966 栃木県宇都宮市今泉1-1-8 http://www.hiyama-dc.com/

佐貫歯科医院 0989 321-0966 栃木県宇都宮市今泉3-5-25 http://nttbj.itp.ne.jp/0286213880/index.html

おのざき歯科医院 1057 321-3223 栃木県宇都宮市ゆいの杜4-7-1 http://www.onozakishika.com/

小林歯科医院 0239 323-0032 栃木県小山市天神町1-5-13 http://kobayasident.byoinnavi.jp/pc/

斎藤歯科クリニック 0539 323-0822 栃木県小山市駅南町1-12-6 なし

まつや歯科医院 0031 329-0201 栃木県小山市粟宮1006-3-10 http://www.matsuya-dental.com/

稲村歯科医院 0702 324-0056 栃木県大田原市中央2-4-10 なし

わたらせ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0561 326-0824 栃木県足利市八幡町1-21-6 なし

マキオ歯科医院 0416 326-0831 栃木県足利市掘込町2848-23 http://nttbj.itp.ne.jp/0284733770/index.html

アップル歯科クリニック 1208 327-0821 栃木県佐野市高萩町1220-4 http://www.apple-dental-sano.com/

うえの歯科医院 0565 327-0837 栃木県佐野市植野町2282-3 なし

関根歯科医院 0713 328-0043 栃木県栃木市境町3-16 なし

生駒ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0016 329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚1-195-21 http://byoinnavi.jp/clinic/65787

群馬

高南歯科医院 0108 370-0033 群馬県高崎市中大類町632 http://kohnanshika.com/
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都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
星野歯科ｸﾘﾆｯｸ 0161 370-0073 群馬県高崎市緑町4-12-8 http://www.hoshino-dc.jp/

高橋歯科医院 0105 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町69-5 なし

高崎ﾀﾜｰ21ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0506 370-0841 群馬県高崎市栄町3-23高崎タワー21ビル2F http://nttbj.itp.ne.jp/0273268211/index.html

丸橋歯科ｸﾘﾆｯｸ 0291 370-0841 群馬県高崎市栄町21-1 http://www.maruhashi.com/

はるな生協歯科診療所 0854 370-0851 群馬県高崎市上中居町1461-1 http://www.harunacoop.jp/harunashika/

石井歯科医院 0463 370-0857 群馬県高崎市上佐野町278-8 http://takashi8020.jp/member/ishiishikaiin/

山鹿歯科医院 0296 370-0321 群馬県太田市新田木崎町1188 http://www.yamagashika.com/

浦野歯科医院 0084 371-0026 群馬県前橋市大手町2-9-5 なし

坂村歯科医院 0361 374-0023 群馬県館林市大手町3番5号 なし

中島歯科医院 0393 375-0024 群馬県藤岡市藤岡111 なし

埼玉

もみの木歯科医院 0262 330-0033 埼玉県さいたま市北区本郷町61 なし

渋谷歯科医院 0118 330-0038 埼玉県さいたま市北区宮原町2-22-10 http://www.stepone.tv/shibuya/

加納歯科医院 0187 330-0038 埼玉県さいたま市北区宮原町4-117-9 http://kanoushika.com/kanoushika.html

早川歯科 0630 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-11ハシモトビル2F http://早川歯科.jp/

阪歯科医院 0923 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-18ドクターハウス3F なし

前川歯科医院 0311 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-163-2 http://nttbj.itp.ne.jp/0486410277/index.html

関デンタルクリニック 0048 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-249
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/b43c11e02a4c192e881440e1ae
563c19844c9303/

本多歯科ｸﾘﾆｯｸ 0508 330-0854 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 http://www.honda-dental.net/

いけだ歯科クリニック 0747 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-159ホクシンビル2F http://ikeda-dental-clinic.net/

enデンタルクリニック 1178 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-7-4　丸広百貨店3F http://www.en-dentalclinic.jp/

ふじた歯科ｸﾘﾆｯｸ 0803 336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸2-14-8カーザアメニタ1F http://www.fujita-dental.jp/

ぶぞう歯科 1222 336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3-31-1-107 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0501426/

サンライズ歯科 0990 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-39-3英和ビル２F http://www.hahoo.jp/~sunrise/

ほんざわ歯科医院 1016 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-27-17 http://www016.upp.so-net.ne.jp/honzawa_dc/

ファミリエ歯科医院 0555 332-0032 埼玉県川口市中青木2-8-23-101 なし

鯨井歯科医院 0124 333-0801 埼玉県川口市東川口2-13-7 なし

ﾐｯｸｵｰﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 1044 340-0022 埼玉県草加市谷塚1-2-45ライオンズマンション谷塚駅前1F http://mic.ddo.jp/mic.html

なかむら歯科医院 1198 341-0011 埼玉県三郷市采女1-235-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0489580118/index.html

浅賀歯科医院 1023 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-1-57 http://www.asakaimplant.or.jp/

新井歯科医院 0469 345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-5-14 http://www.citydo.com/prf/saitama/guide/sg/250000662.html

花崎歯科医院 0490 347-0016 埼玉県加須市花崎北1-10-3花崎ビル2F http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0941975/

田中歯科ｸﾘﾆｯｸ 0788 350-0314 埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘1-18-2 なし

川越パール歯科 0938 350-1122 埼玉県川越市脇田町103川越マイン3F http://www.k-pearl-dc.com/

粕谷歯科医院 0038 350-1165 埼玉県川越市南台3-1-9 http://byoinnavi.jp/clinic/32678

ﾀｶｻﾞﾜ歯科医院 0435 350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町3-10-13 なし

いとう歯科ｸﾘﾆｯｸ 0228 352-0004 埼玉県新座市大和田5-17-25 なし

荻島歯科医院 1204 352-0004 埼玉県新座市大和田4-2-27 http://byoinnavi.jp/clinic/32500

永井歯科 0912 357-0033 埼玉県飯能市八幡町26-5 http://www1.ocn.ne.jp/~nagai-d/

中島歯科医院 0832 359-0021 埼玉県所沢市東所沢5-2-17第2YTビル１F http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0940752/

英ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1090 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-2-1エーワンビル2F なし

荻野歯科医院 0670 360-0032 埼玉県熊谷市銀座1-74 なし

竹本歯科医院 0225 360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-48大栄日生熊谷ビル2F http://www.take-shika.com/

熊谷駅ビル歯科医院 0627 360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-115 http://www.kumagaya-shika.com/

上杉歯科医院 0152 361-0016 埼玉県行田市藤原町3-14-2 http://www.uesugi-dental.com/

千葉

旭町歯科医院 0238 260-0002 千葉県千葉市中央区旭町19-10 http://byoinnavi.jp/clinic/58316

井上歯科 1162 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1　塚本大千葉ビル5F http://www.chiba-seiyuukai.or.jp/

新井歯科医院 0342 260-0016 千葉県千葉市中央区栄町16-11 なし

ﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0863 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-5-8アサヒロイヤルマンション2F http://www.tanabe-dent.jp/

ﾎﾟｰﾄｽｸｴｱ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0316 260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町1番35号千葉ポートサイドタワー
5F

http://www.port-square-dental.com/

佐瀬歯科医院 1105 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉3-14-6 http://sase-shika.com/index.html

水谷歯科医院 0426 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸2-14-5 なし

弁天歯科ｸﾘﾆｯｸ 0761 260-0043 千葉県千葉市中央区弁天町256-8KMビル6F http://nttbj.itp.ne.jp/0432850230/index.html

有明歯科医院 0505 260-0841 千葉県千葉市中央区白旗2-18-7ニューハイツ白旗1F なし

南町歯科医院 0338 260-0842 千葉県千葉市中央区南町3-18-15 http://www.minamicho-dental.com/

幕張伊藤歯科医院 0875 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-CD3 http://www.localplace.jp/t000281078/

幕張デンタルオフィス 0802 261-7102
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6ワールドビジネスガーデンイー
スト2F

http://www.makuhari-dental.com/p02.php

まくはり本郷歯科 0176 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-4-1ESビル2F http://nttbj.itp.ne.jp/0432766480/index.html

いけだ歯科医院 0042 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町444-64 http://byoinnavi.jp/clinic/58448

きよしｹ丘歯科診療所 0551 270-0013 千葉県松戸市小金きよしヶ丘1-13-9 なし

新松戸歯科 0465 270-0034 千葉県松戸市新松戸1-439-6新松戸駅前ビル３F http://www.shinmatsudodental.com/

ｲｰｽﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ流山 0983 270-0164 千葉県流山市流山9-800-2イトーヨーカドー2F http://www.dc-nagareyama.jpn.org/

菊池歯科医院 0653 270-0176 千葉県流山市加6-1196-6 なし

原歯科医院 0271 270-2261 千葉県松戸市常盤平6-19-2 http://nttbj.itp.ne.jp/0473878197/index.html

ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ吉田 0353 272-0035 千葉県市川市新田5-13-14 http://www.city.ichikawa.lg.jp/medical/d/d0044.html

パール歯科 0240 273-0005 千葉県船橋市本町4-41-19セントラルビル4F http://www.pearl-dental.com/

新美歯科医院 0540 273-0021 千葉県船橋市海神6-9-2さくらそう１F http://www.niimi-dc.com/

むらかみだい歯科医院 0252 276-0028 千葉県八千代市村上1902-44 http://byoinnavi.jp/clinic/59362

高橋歯科医院 0094 276-0028 千葉県八千代市村上2091-10黒沢池ビル1F http://www.tdent.jp/

松木歯科医院 0211 276-0043 千葉県八千代市萱田町1036－12 なし

山田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0064 277-0005 千葉県柏市柏3-7-26 http://www006.upp.so-net.ne.jp/yamada-dc/method.html

パール歯科ｸﾘﾆｯｸ 1067 277-0014 千葉県柏市東1-2-6 http://www.pearl-sika.com/

相沢歯科ｸﾘﾆｯｸ 0355 277-0813 千葉県柏市大室1192-3イーストハイム102 なし
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松葉ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0573 277-0827 千葉県柏市松葉町4-9-2 http://matsuba.chiiki-site.com/shop/menu04-basic_detail_15.htm

菜のはな歯科クリニック 1221 277-0862 千葉県柏市篠籠田1462-1 http://www.nanohana-shika.com/

陽臨堂ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0116 278-0031 千葉県野田市中根36-1イオンショッピングセンターノア店3F http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0962921/

中谷歯科医院 0567 284-0025 千葉県四街道市さちが丘1-11-19 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0504514/

明陽会 0549 286-0036 千葉県成田市加良郡5-7-1 http://www.meiyo.or.jp/

伊藤歯科医院 0289 286-0048 千葉県成田市公津の杜3-3-11 http://www.ito-dental-kozunomori.com/

池田歯科ﾀｰﾐﾅﾙｸﾘﾆｯｸ 0816 286-0116 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 なし

佐藤歯科医院 0688 290-0081 千葉県市原市五井中央西2-14-3 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0940831/

さくら歯科ｸﾘﾆｯｸ 0550 292-0806 千葉県木更津市諸西東2-2-1 http://www.doctors-search.com/d-kisarazu/sakuradental_kisa/

かずさ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0900 292-0823 千葉県木更津市貝渕2-10-7 http://nttbj.itp.ne.jp/0438258000/index.html

東京

大手町ファースト歯科医院 0626 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア1階 http://mizuho-kai.jp/iin/16otemachi.html

松翁会歯科診療所 0785 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-5大手町タワーB1F http://www.shouohkai-dental.com/

4Dデンタルオフィス 1224 100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1　飯野ビルB1 http://www.4ddental.jp/

山口歯科室 0235 100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1虎ノ門三井ビル地下1F http://www.d-yamaguchi.com/

上條歯科医院 1174 101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-16　マルメビル1F http://www.e-kamijo.com/

福田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0566 101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-7 なし

神田橋ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 1066 101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2小川ビル1F http://scuel.me/hospital/1320149658/

小谷歯科医院 0371 101-0047 東京都千代田区内神田1-17-8内神田ビル http://www.kotanishika.com/

あづさ歯科 1082 101-0047 東京都千代田区内神田2-12-6パシフィックマークス内神田1F http://www.azusa-dental.com/

千代田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0883 101-0047 東京都千代田区内神田3-21-6村越ビル2F なし

駿河台下ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 1152 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-2-3水野ビル5F http://www.clean-teeth.net/

千代田ファーストビル歯科 1241 101-0065 東京都千代田区西神田3-8-2　千代田ファーストビル1F http://www.chiyoda1st.com/

柴山歯科診療所 1096 102-0072 東京都千代田区飯田橋4-7-11カクタス飯田橋ビル1F なし

アーク歯科クリニック 1206 102-0076 東京都千代田区五番町5-1 http://www.arkdent.com/ichigaya/

こくば歯科 1261 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-18　1F http://www.kokuba-d-c.com/

ﾕｷ･ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1083 103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1IKビル1F なし

日本橋　すこやか歯科 1158 103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町1-6-3　豊第2ビル1F http://www.oshima-dentalclinic.jp/

室町歯科医院 0732 103-0022 東京都中央区日本橋宝町2-2-1日本橋三井タワー5F http://homepage3.nifty.com/muromachishika/

宇佐美歯科ｸﾘﾆｯｸ 0309 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-7トミヤマビル3F http://udc.jisseki.net/

矢澤歯科医院 0916 103-0027 東京都中央区日本橋2-14-5 http://www.goodental.com/dental/da75/clinic65506.php

ｼﾛﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0431 104-0031 東京都中央区京橋1-1-9千疋屋ビル３Ｆ－A なし

半田歯科医院 1025 104-0054 東京都中央区勝どき3-2-3 なし

勝どき歯科医院 1058 104-0054 東京都中央区勝どき2-9-12HBビル2F http://www.kachidoki-clinic.com/

吉沢歯科 0985 105-0001 東京都港区虎ノ門5-2-7土井ビル3F http://www.e-shika.jp/yoshizawa-dental/07iinjyoho.html

石井歯科医院　 0046 105-0004 東京都港区新橋1-9-1　新橋二光ビル3F http://www.tokyo-endodontist.com/

糟谷歯科医院 0202 105-0004 東京都港区新橋2-1-10第一田村町ビル4F なし

亀田ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0491 105-0004 東京都港区新橋3-2-6杉本ビル なし

芝歯科室 0968 105-0012 東京都港区大門1-10-5芝パークビル2F http://www.hokushikai.com/

山口歯科医院 1133 105-0013 東京都港区浜松町2-2-11廣瀬ビル2F http://yamaguchidc.net/allergy.html

氏家歯科医院 0154 106-0032 東京都港区六本木5-5-1ミニヨンビル3F http://www.dental-ujiie.jp/

曽根田歯科診療所 0961 108-0073 東京都港区三田1-2-16プラザ麻布ビル１F http://www.town-clinic.com/dental/tokyo/minato/soneda/

鳥和歯科医院 0267 108-0073 東京都港区三田3-14-11鳥和ビル3F
http://www.shibashikaishikai.or.jp/shiba/dental/index.php?url=denta
l/slug/chowa

ﾏﾂｻﾞｶﾔﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0307 110-0005 東京都台東区上野3-29-5松坂屋南館6F http://matsuzakaya-dental.com/cure/index.html

川村歯科医院 0265 110-0016 東京都台東区台東東3-14-1 なし

さや歯科医院 1199 111-0035 東京都台東区西浅草3-16-8　2F http://www.saya-shikaiin.com/

浅草橋ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0712 111-0053 東京都台東区浅草橋5-2-2-浅草橋ハイツ302 http://www.asakusabashi-dc.com/

アクアグリーンコート歯科 1265 113-0021
東京都文京区本駒込2-28-10　文京グリーンコートイーストウ
イング3F

http://byoinnavi.jp/clinic/6342

おおひら歯科 1250 113-0021 東京都文京区本駒込6-13-23 http://byoinnavi.jp/clinic/6254

平井歯科医院 0043 113-0033 東京都文京区小石川1-8-10 http://www.hirai-dental.jp/index.html

錦糸町駅ビル歯科ｸﾘﾆｯｸ 1131 130-0022 東京都墨田区江東橋3-14-5テルミナ6F http://www.kinshicho-dc.com/index.html

山田歯科医院 0229 130-0026 東京都墨田区両国3-16-3-201 なし

あゆみﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0604 133-0056 東京都江戸川区南小岩7-27-3長嶋ビル2F なし

昭和通り歯科 0801 133-0056 東京都江戸川区南小岩8-7-10 http://www.f-dental.jp/

宝田歯科 0603 133-0056 東京都江戸川区南小岩8-9-1 http://www.takarada-dc.com/

恩田歯科医院 0631 133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-257 なし

山根歯科医院 0545 135-0053 東京都江東区辰巳1-9-49 なし

東雲デンタルオフィス 1236 135-0062 東京都江東区東雲1-9-17-204 http://www.shinonome-dental.com/

トヨムラ歯科医院 0286 136-0071 東京都江東区亀戸2-28-16 なし

宝田歯科医院 0125 140-0003 東京都品川区八潮5-6-37-104 なし

たかす歯科ｸﾘﾆｯｸ 0605 141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10　　第1野村ビル7F http://www.takasu-dental.jp/

大崎シティデンタルクリニック 1274 141-0032 東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー3F http://www.sokushinkai.com/osaki/

大崎デンタルオフィス 1273 141-0032 東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー3F http://housei-kai.or.jp/

大崎ThinkPark歯科 1272 141-0032 東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower3F http://osaki-thinkpark-shika.com/

カドヤ歯科医院 0119 143-0001 東京都大田区東海3-2-1大田市場事務棟2F http://www.otashijo-kanren.jp/tenpo/ji_1.html

平和島歯科 0546 143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 http://www.trc-inc.co.jp/enterprise/facility/medical/clinic02.html

おばま歯科医院 1024 144-0044 東京都大田区本羽田1-6-15クローバーハイムⅡ http://www.geocities.jp/obama_sika/

小山歯科 0686 144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-13森ビル5F http://koyama-dent.com/

ヒロカズデンタルクリニック 1183 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-11 http://www.hirokazu.or.jp/

山浦歯科医院 0237 150-0011 東京都渋谷区東1-32-12渋谷プロパティ東急ビル1F http://www.sibusi.or.jp/search/tiiki/yamaura_c_shika.html

松原歯科医院 0889 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-13-10恵比寿壱番館2F http://www.6480.net/

とがわ歯科 0815 150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-3-2大外ビル5F http://togawa-dental.com/

サイトウ歯科 0184 151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-9本間ビル3F http://saitousika.com/article/sika5.htm

カトウ歯科 0359 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1ANNEX209 http://www.implant-kato.com/staff.html
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玉川ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0969 158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1玉川高島屋SC本館R階 http://www.tamagawa-dc.net/

ﾋﾛ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0268 160-0004 東京都新宿区四谷1-8中川ビル1F http://hiro-sc.8148.net/

明宝ﾋﾞﾙ歯科 0308 160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1明宝ビル2F なし

新宿西口歯科医院 1005 163-0404 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル http://www.ikashika.jp/

歯科診療室新宿NSﾋﾞﾙ 0489 163-0804 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル４F http://www.dps-ns0322.com/

神尾歯科医院 0032 166-0003 東京都杉並区高円寺南2-13-1 http://www.kamioshika.com/

岩倉歯科医院 0760 167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-12サカエビル3F なし

うえたに歯科医院 0624 168-0064 東京都杉並区永福3-37-6 http://www.uetani.jp/

浜田山パーク歯科医院 1171 168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-5　松本ビル1F http://www.hamadayama-p-dc.com/

ちだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0306 169-0051 東京都新宿区西早稲田2-19-27学生宿舎明館 なし

山下歯科診療所 0304 170-0004 東京都豊島区北大塚2-1-1大塚プラザ4F http://hozankai.com/ootuka-shika/

宮本歯科医院 0937 173-0014 東京都板橋区大山東町40-6 なし

高島平歯科医院 0548 175-0082 東京都板橋区高島平1-48-3 http://nttbj.itp.ne.jp/0339360418/index.html

やまだ歯科医院 0531 181-0002 東京都三鷹市牟礼7-5-15サンパレス牟礼1F http://www.goodental.com/dental/65886/

望月歯科医院 0706 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-45-2麻沼ビル2F なし

若松歯科医院 0292 183-0023 東京都府中市宮町1-40府中サウスビル３Ｆ http://watokukai.com/

見崎歯科医院 0288 184-0004 東京都小金井市本町5-38-13
http://search.10man-
doc.co.jp/printGM.php?tbl=tokyo&srl=00162850

山﨑歯科医院 0530 190-0003 東京都立川市栄町4-23-13シャトーレ石川208 http://www.tachikawa-dental.or.jp/clinic/view/yamasaki-shika

まき歯科ｸﾘﾆｯｸ 1157 190-0012 東京都立川市曙町2-5-17　イトウビル5F http://www.maki-shika.com/

岡本ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0554 190-0013 東京都立川市富士見町7-37-22 なし

にいむら歯科医院 0088 190-0022 東京都立川市錦町2-2-3今井ビル http://www.niimura.or.jp/

酒井歯科医院 0075 190-0022 東京都立川市錦町3-9-23 http://www.tachikawa-dental.or.jp/clinic/view/sakai-shika

第一歯科 0080 190-0023 東京都立川市柴崎町2-1-4 http://tachikawa-dc.com/

矢沢歯科医院 0022 190-0023 東京都立川市柴崎町3-16-2 http://yazawa-dental.jp/

第一ﾋﾞﾙ歯科医院 0015 191-0062 東京都日野市多摩平1-2第一ビル3F なし

黒沢歯科医院 1036 191-0062 東京都日野市多摩平1-6-20 http://www.9630-dc.com/

ｱｻﾋﾋﾞﾙ歯科 0390 191-0062 東京都日野市多摩平1-8-12　朝日ビル1F http://www.asahi-dental.net/

京王八王子駅前歯科 1122 192-0046 東京都八王子市明神町4-7-1京王駅前ビル3F http://www.hachiouji-shika.jp/

てる歯科医院 0363 192-0085 東京都八王子市中町2-18鶴屋ビル3F http://www.teru-dc.com/

きぬた歯科 0689 193-0931 東京都八王子市台町4-48-9 http://kyouseishika-kinuta.com/

岩本歯科医院 0598 194-0013 東京都町田市原町田4-3-14白鳥ビル2F http://www.s-iwamoto.com/

クロイワ歯科 1045 194-0022 東京都町田市中町1-5-3ビル7階 http://www.kuroiwa-shika.com/access.html

厚誠歯科　町田 1188 194-0022 東京都町田市森野1-19-20　小田急バス町田ビル2F http://www.koseikai.com/index.php

町田ホタカ歯科医院 0600 194-0023 東京都町田市旭町1-1-14 なし

おざわ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0917 205-0001 東京都羽村市小作台2-13-3 なし

野崎歯科ｸﾘﾆｯｸ 0739 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-6 なし

神奈川

こみやま歯科 0685 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-2-2第一小宮山ビル なし

やがさき歯科 0132 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝の口1-22-1 http://www.apple-shika-clinic.com/

わかば歯科ｸﾘﾆｯｸ 0646 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3143 なし

百合ヶ丘駅前歯科医院 0762 215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-19-5 http://mayroyal.or.jp/yurigaoka_st.html

平沼歯科ｸﾘﾆｯｸ 0542 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平1-4-16 http://www.hiranuma-dc.com/

石川歯科ｸﾘﾆｯｸ 0460 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-5-6ITビル２F http://dental-ishikawa.jp/

高島歯科医院 0324 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-2-7 http://www.takashimashika.com/

鶴見歯科医院 0461 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-1-7 http://www.tsurumi-shika.jp/

ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ歯科(三島) 0220 220-8107
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー7F
クリニックフロア

http://landmark.mishima-shika.com/

ヤマダ歯科クリニック 0578 221-0045
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-18-18アイランドパレス東
神奈川2F

なし

小野歯科ｸﾘﾆｯｸ 0993 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-24サンセイビル1F http://www.kouhoku.org/4741000.html

ｾﾝﾄﾗﾙ歯科 0298 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15太田興産ビル http://www.central-doc.jp/

森歯科医院 0181 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-22エクセレントプラザ202 http://www.mori-dental-clinic.jp/

浅野歯科医院 1097 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-10 なし

金子歯科ｸﾘﾆｯｸ 0250 224-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町117-1山仁第10ビル1F http://www.kaneko-dental.com/

山本歯科医院 0834 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘2-19-1 http://yamamotodc.biz/

さいとう歯科 1114 231-0005 神奈川県横浜市中区本町1-3綜通横浜ビル2F http://www.saito-web.com/faq.html

五條歯科医院 0272 231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-22日本生命横浜本町ビル1F http://gojodc.net/

五十嵐歯科ｸﾘﾆｯｸ 1109 231-0015 神奈川県横浜市中区上町3-46-1　木村ビル704 http://www.igarashi-shika.jp/index.html

ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ佐藤歯科 0091 231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通り5-2アーバンネット横浜ビル
B1F

http://urbannetsato.dentalmall.jp/

船木歯科診療所 0224 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地産業貿易センタービル3F http://www.funaki-shika.or.jp/index.php

宮地歯科ｸﾘﾆｯｸ 0109 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-5-11K.スパイヤービル1F http://www.miyachidental.com/

みらい歯科 1214 231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町3-110-1 http://www.mirai-shika.com/

グリンデンタルクリニック 1242 231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町3-160-4　ちぇるる野毛1F http://medical-intel.com/

松井歯科医院 0357 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2産業センター3F http://www.matsuishika.com/

サンズ歯科 0544 236-0051 神奈川県横浜市金沢区高岡東2-5-28 なし

むろづか歯科ｸﾘﾆｯｸ 0077 240-0001 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町5-8-202 http://byoinnavi.jp/clinic/25309

荒井歯科医院 0654 240-0043 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町150-4 http://www.arai-118.com/index.html

若葉歯科 0574 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望ヶ丘99-3第５山庄ビル202 http://www.wakaba-shika.com/

ﾌﾟﾗｻﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0266 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12ショッパーズプラザ横須賀5F http://www.plaza-dental.jp/

鈴木歯科医院 0179 243-0004 神奈川県厚木市水引2-5-7 なし

歯科　なかむら 0888 243-0013 神奈川県厚木市泉町13-6光正ビル1F http://atsugi-dental.or.jp/SA/post-53.html

本厚木駅前青木歯科 0970 243-0014 神奈川県厚木市旭町1-25-5ハピネスビル５F http://atsugi-dental.or.jp/HA/post-22.html

水野歯科医院 0876 243-0018 神奈川県厚木市中町2-1-15米新ビル5F http://www.mizuno-dc.com/

厚誠会歯科　本厚木 0259 243-0018 神奈川県厚木市中町2-2-1小田急本厚木ミロード新館7F http://www.koseikai.com/clinic/

安藤歯科医院 0231 243-0031 神奈川県厚木市戸室5-8-2 http://www.athlete-dentist.com/

まこと歯科医院 0503 243-0816 神奈川県厚木市林4-2-10 http://nttbj.itp.ne.jp/0462240014/index.html
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都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
ライオン歯科 0570 243-0432 神奈川県海老名市中央2-4-1海老名イオン2F http://www.lion-dental.org/

久崎歯科医院 0244 250-0045 神奈川県小田原市城山1-6-37 http://www.yoiha2.e-doctor.info/

鴨宮歯科医院 1126 250-0874 神奈川県小田原市鴨宮162 http://www.kamonomiya-dcl.jp/

むらおか歯科医院 0243 251-0016 神奈川県藤沢市弥勒寺2-3-28 なし

サンタ歯科医院 0984 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢388-1冨士ビル新館１F http://www.santa-dental.jp/

高橋歯科医院 1189 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢8-3　プレジデント藤沢112 http://www.takahashishika.jp/

児島歯科医院 1164 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-16 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0964631/

歯科　熱田医院 0242 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-14-601 http://www.atsuta-shika.com/

山崎歯科 0488 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央1-9-20 なし

湘南ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0738 254-0034 神奈川県平塚市宝町１－１ラスカ7F http://www.shonan-shika.com/

吉橋歯科医院 0204 254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-40ツリートップビル201 なし

新潟

小林歯科クリニック 1169 940-0033 新潟県長岡市今朝白2-8-5 http://nagaokada.com/?p=309

ﾜｷﾔ歯科医院 0813 940-0061 新潟県長岡市城内町3-893-36丸山ビル3F http://www.wakiya-dc.jp/

やまもと歯科医院 0150 940-0875 新潟県長岡市新保3-1-48 http://nagaokada.com/?p=333

かさい歯科医院 1229 940-1151 新潟県長岡市三和3-8-3 http://nttbj.itp.ne.jp/0258315665/index.html

いだ歯科医院 0492 940-2106 新潟県長岡市古正寺1-249-1イオン2F なし

松村歯科 0966 943-0803 新潟県上越市春日野1-669 http://www.tokushinkai.or.jp/clinic/joetsu/

おがわ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0951 946-0012 新潟県魚沼市浦町2 http://www.ogawa-dental-clinic.com/

小島歯科医院 0434 949-2112 新潟県妙高市田口10-13 なし

花園歯科 1013 950-0086 新潟県新潟市中央区花園1-2-2 http://hanazonodc.com/

やまざき歯科ｸﾘﾆｯｸ 0591 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-5-3第2内山ビル2F http://813tam.byoinnavi.jp/pc/

ｲｼﾓﾄ歯科医院 0293 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-7-8アイエム第一ビル１F なし

ｵｱｼｽﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1121 950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町1-5ドゥークスビル2-A http://miyamakai.or.jp/oasis/oasis.html

浅妻歯科医院 0026 950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-2-3　コープ野村万代2F http://byoinnavi.jp/clinic/123825

小野歯科ｸﾘﾆｯｸ 0873 950-0088
新潟県新潟市中央区万代1-4-33損保ジャパンアクサ新潟ビ
ル3F

http://www.ono-dental.com/

高瀬歯科 0959 950-0088 新潟県新潟市中央区万代2-3-34万代グレース101 なし

にわ歯科医院 0111 950-0901 新潟県新潟市中央区弁天1-1-16サンテラス石宮ビル2F なし

岡田歯科医院 0487 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-10-7 http://nttbj.itp.ne.jp/0252430875/index.html

星野歯科医院 0024 950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-63マルヤマビル4F http://www.hoshino-shikaiin.com/#header

勝見歯科医院 0028 950-0971 新潟県新潟市中央区近江319-10 http://www.ha-niigata.jp/search/detail.asp?code=172

財)新潟県歯科保健協会 0097 950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南3-8-13新潟県歯科医師会館内 http://niigata-dhs.com/

ﾐﾄﾞﾘ歯科医院 0621 952-1315 新潟県佐渡市河原田諏訪町80 http://nttbj.itp.ne.jp/0259523134/index.html

歯科榎本医院 0940 955-0045 新潟県三条市一ノ門2-8-15 http://dental-enomoto.com/index2.htm

佐藤歯科 0777 955-0053 新潟県三条市北入蔵2-9-43 なし

金子歯科医院 0754 955-0853 新潟県三条市北四日町9-9 なし

とよしま歯科医院 0714 957-0053 新潟県新発田市中央町1-1-2 http://www.toyoshima-dental.com/

山田歯科医院 0698 957-0053 新潟県新発田市中央町1-6-19 http://nttbj.itp.ne.jp/0254248318/index.html

高桑歯科 0564 959-1200 新潟県燕市新町4737-8 なし

富山

高橋歯科医院 0245 930-0004 富山県富山市桜橋通り2-25富山第一生命ビル2F http://www.takahashi-dental.info/

さとみﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0373 930-0028 富山県富山市荒町1-20本藤ビル1F http://www.satomi-dental.com/

稲波歯科 0856 930-0856 富山県富山市牛島新町5-5　インテックビルタワー　2F https://sites.google.com/site/inanamidentalclinic/

狩野歯科ｸﾘﾆｯｸ 0103 930-0858 富山県富山市牛島町13-15百川ビル5F http://www.sika-kano.jp/

山田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0485 930-0906 富山県富山市金泉寺222-1 なし

北陸中央病院 0270 932-8503 富山県小矢部市野寺123 https://www.kouritu.go.jp/hospital/hokuriku/

桜馬場歯科内科医院 0682 933-0033 富山県高岡市東下関1-24 http://www.h4.dion.ne.jp/~sakuraba/

木村歯科医院 0779 933-0913 富山県高岡市本町3-9塩谷ビル なし

わだ歯科医院 0684 939-0306 富山県射水市小杉町手崎1591-7 http://www6.canet.ne.jp/users/wdc/

石川

金沢西病院　歯科 0350 920-0025 石川県金沢市駅西本町6-15-41 http://www.knh.or.jp/

香林歯科･矯正歯科 1110 920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1金沢パークビル2F http://koubaort.web.fc2.com/

宮田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0247 920-0342 石川県金沢市畝田西3-204 http://nttbj.itp.ne.jp/0762676138/index.html

ジョムデンタルクリニック 1170 920-0811 石川県金沢市小坂町16-14 http://www.jomdental.com/

ホワイト歯科診療所 0752 920-0847 石川県金沢市堀川町4-22 http://www.ida1926.or.jp/iin_dtl.php?no=158

ケン歯科ｸﾘﾆｯｸ 0995 920-0853 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢2F http://www.ken-dc.com/

もりもと歯科 0516 920-0854 石川県金沢市安江町11-6 http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130069

佐々木歯科医院 0133 920-0865 石川県金沢市長町3-5-20 http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130079

香林坊歯科ｸﾘﾆｯｸ 0524 920-0981 石川県金沢市片町1-1-29PEKビル４F http://www.dental100.jp/result2013_065/

安宅歯科医院 0690 920-0999 石川県金沢市柿木畠5-6安宅ビル http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130112

清水歯科医院 0034 921-8031 石川県金沢市野町4-6-1 なし

ひがし歯科 0418 921-8043 石川県金沢市西泉1-14 http://higashi-shika.or.jp/

ヴィ歯科医院 0941 921-8806 石川県野々市市三日市町47街区1 http://v-dentalclinic.com/staff/index.html

浜岸歯科医院 0901 926-0058 石川県七尾市湊町1-145 http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=3130021

福井

山崎歯科医院 0986 910-0002 福井県福井市町屋3-6-13 http://nttbj.itp.ne.jp/0776216262/index.html

三浦歯科医院 0384 910-0005 福井県福井市大手2-6-5プラザホテル２Ｆ なし

高橋歯科医院 0589 910-0005 福井県福井市大手2-7-3 http://www.takahashi-fukui.jp/

パール歯科 0326 910-0854 福井県福井市御幸4-20-16福井産業ビル2F http://www.fcda.or.jp/8020/248023/

歯科坂本医院 0942 914-0063 福井県敦賀市神楽町1-1-25 http://byoinnavi.jp/clinic/168190

あさざわ歯科 0010 915-0084 福井県越前市村国3-7-7 http://nttbj.itp.ne.jp/0778230821/index.html

水谷歯科医院 0372 915-0803 福井県越前市平出3-8-40 なし

山梨

とざわ歯科 1264 400-0025 山梨県甲府市朝日1-6-3 http://nttbj.itp.ne.jp/0552523121/index.html

8/17

http://www.lion-dental.org/
http://www.yoiha2.e-doctor.info/
http://www.kamonomiya-dcl.jp/
http://www.santa-dental.jp/
http://www.takahashishika.jp/
http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0964631/
http://www.atsuta-shika.com/
http://www.shonan-shika.com/
http://nagaokada.com/?p=309
http://www.wakiya-dc.jp/
http://nagaokada.com/?p=333
http://nttbj.itp.ne.jp/0258315665/index.html
http://www.tokushinkai.or.jp/clinic/joetsu/
http://www.ogawa-dental-clinic.com/
http://hanazonodc.com/
http://813tam.byoinnavi.jp/pc/
http://byoinnavi.jp/clinic/123825
http://www.ono-dental.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0252430875/index.html
http://www.hoshino-shikaiin.com/#header
http://www.ha-niigata.jp/search/detail.asp?code=172
http://niigata-dhs.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0259523134/index.html
http://dental-enomoto.com/index2.htm
http://www.toyoshima-dental.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0254248318/index.html
http://www.takahashi-dental.info/
http://www.satomi-dental.com/
https://sites.google.com/site/inanamidentalclinic/
http://www.sika-kano.jp/
https://www.kouritu.go.jp/hospital/hokuriku/
http://www.h4.dion.ne.jp/~sakuraba/
http://www6.canet.ne.jp/users/wdc/
http://www.knh.or.jp/
http://koubaort.web.fc2.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0762676138/index.html
http://www.jomdental.com/
http://www.ida1926.or.jp/iin_dtl.php?no=158
http://www.ken-dc.com/
http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130069
http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130079
http://www.dental100.jp/result2013_065/
http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=5130112
http://higashi-shika.or.jp/
http://v-dentalclinic.com/staff/index.html
http://i-search.pref.ishikawa.jp/detail.php?rd_no=3130021
http://nttbj.itp.ne.jp/0776216262/index.html
http://www.takahashi-fukui.jp/
http://www.fcda.or.jp/8020/248023/
http://byoinnavi.jp/clinic/168190
http://nttbj.itp.ne.jp/0778230821/index.html


都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
由井歯科 0313 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-9-6 なし

今村臨床歯科研究所 0510 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-13-7 なし

大森歯科医院 0392 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-19-8　丸の内HMビル http://nttbj.itp.ne.jp/0552377736/index.html

小川歯科医院 1134 400-0032 山梨県甲府市中央1-12-33 なし

秋山歯科医院 0753 400-0032 山梨県甲府市中央2-5-31 なし

中村歯科医院 0414 400-0032 山梨県甲府市中央2-9-16 なし

あいざわ歯科ｸﾘﾆｯｸ 1076 400-0836 山梨県甲府市小瀬町1143-3 http://www5d.biglobe.ne.jp/~sarusaru/

江間歯科医院 0443 400-0858 山梨県甲府市相生1-6-1 http://www.emasika.jp/

日原歯科医院 0092 404-0042 山梨県塩山市上於曽1041 なし

はやかわ歯科医院 1185 405-0011 山梨県山梨市三ケ所787-3 http://www.hayakawa-dc.net/

長野

島田歯科医院 0027 380-0803 長野県長野市三輪3-52-25 http://nttbj.itp.ne.jp/0262333355/index.html

永島歯科医院 1078 380-0813 長野県長野市鶴賀緑町1621 なし

橋本容子歯科医院 0095 380-0821 長野県長野市鶴賀上千歳町1413 http://nttbj.itp.ne.jp/0262324076/index.html

高見澤歯科医院 1218 380-0823 長野県長野市南千歳2-12-4 http://www.takamisawa-dental.com/

久保田歯科医院 0509 380-0824 長野県長野市南石堂町1260アーバニーズクボタ2F なし

谷口歯科医院 1010 380-0824 長野県長野市南石堂町1271 http://www.taniguchishika.jp/

和田第二歯科医院 0227 380-0911 長野県長野市大字稲葉2502 http://nttbj.itp.ne.jp/0262232643/index.html

いいだ歯科医院 0885 380-0928 長野県長野市若里6-1-6ベルウィング2F なし

本村歯科医院 0378 380-0935 長野県長野市中御所岡田町130-10 なし

山田歯科医院 0486 381-0031 長野県長野市西尾張郡1120-3 なし

こばやし歯科クリニック 1176 381-0042 長野県長野市稲田3-1-9 http://kobayashi-haisya.jp/

新村歯科医院 0939 390-0001 長野県松本市宮田23-2 http://www.dental-revolution.com/clinic_info.php?id=1392

百瀬歯科医院 0167 390-0811 長野県松本市中央1-10-1 http://momose-dc.com/

中田歯科医院 0826 390-0815 長野県松本市深志1-1-21 http://www.shika-nakata.jp/

竹淵歯科医院 0174 390-0815 長野県松本市深志2-1-7 http://www.takebuchi-shika.com/

岩原歯科医院 0962 390-0815 長野県松本市深志2-2-5 なし

清水歯科医院 0529 390-0841 長野県松本市渚3-1-44 なし

あい歯科医院 0277 390-0846 長野県松本市南原2-1-18 http://www.ai-sika.biz/

犬飼歯科 0021 390-0874 長野県松本市大手2-9-23　セントラルビオス2F http://www.machinoha.com/

窪田歯科医院 0592 390-0874 長野県松本市大手3-2-19 http://www.topaz-dent.jp/

山岸歯科医院 0735 390-0874 長野県松本市大手3-3-6 http://www.yamagishishika.com/

ﾛｯｷｰ歯科医院 0750 392-0015 長野県諏訪市中洲3612-4 なし

しんえい歯科ｸﾘﾆｯｸ 0778 393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4280 なし

大澤歯科医院 0751 395-0041 長野県飯田市中央通り3-45 なし

新井歯科医院 0825 395-0152 長野県飯田市育良町1-22-11 なし

松本歯科大学病院 0234 399-0704 長野県塩尻市広丘郷原1780 http://www.mdu.ac.jp/hospital/

小木曽歯科医院 0588 399-4501 長野県伊那市西箕輪6866-4 http://nttbj.itp.ne.jp/0265722513/index.html

倉田歯科医院 0279 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村3444 http://www.kuratadent.com/

ﾋｶﾘ歯科医院 0502 399-8303 長野県安曇野市穂高5685-3 http://hikarishika.byoinnavi.jp/pc/

師岡歯科 1179 399-8602 長野県北安曇郡池田町大字会染5097-2 なし

岐阜

ぎふﾃﾞﾝﾀﾙﾌｫﾚｽﾄ 0397 500-8043 岐阜県岐阜市伊奈波3-12-5 http://mc-koukeikai.jp/

小川歯科医院 0430 500-8381 岐阜県岐阜市市橋3-12番1号 なし

補天堂青木歯科 0331 500-8833 岐阜県岐阜市神田町7-1番地MCビル3F http://www.hotendo.com/

Y DENTAL CLINIC 1091 500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-27大岐阜ビル3F http://www.y-dental-clinic.com/

渡辺歯科ｸﾘﾆｯｸ 0572 501-0112 岐阜県岐阜市市鏡島精華3-7-14 なし

伊藤歯科医院 0115 501-3734 岐阜県美濃市千敏町2757-8 http://www.itoh-shika.info/

いまい歯科 0436 503-0112 岐阜県安八郡安八町東結1514-1 なし

金森歯科本院 0147 503-0873 岐阜県大垣市南高橋町2-11-1 http://kanamori-honin.or.jp/

鵜飼歯科医院 0782 5049-5401 岐阜県土岐市駄知町1911 なし

中島歯科医院 0678 505-0021 岐阜県美濃加茂市森山町3-11-15 http://nakashima-shika.jp/

河合歯科医院 0329 506-0008 岐阜県高山市下初田町3-2 http://www.gifukenshi.or.jp/~takayama/dental_clinic/kawai.html

高木歯科医院 0681 506-0026 岐阜県高山市花里町6-27 http://homepage3.nifty.com/takagidc/clinic.html

梅村歯科医院 0008 506-0052 岐阜県高山市下岡本町1219-1 http://byoinnavi.jp/clinic/126616

ｱｲﾋﾞｰﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0955 506-0052 岐阜県高山市下岡本町1857-8 http://www.ivy-dental.com/

うしお歯科医院 0023 507-0025 岐阜県多治見市宮前町2-56 http://byoinnavi.jp/clinic/126631

田口歯科医院 0163 509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川1794-1 なし

加藤歯科医院 0783 509-6134 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町4-29-2 なし

可地歯科医院 0018 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1-6-7 http://www.eda8020.enat.jp/kachisika.html

根﨑歯科医院 0660 509-7607 岐阜県恵那郡山岡町下手向字大正70-1 なし

静岡

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 1050 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-3パレットビル9F http://nttbj.itp.ne.jp/0559543322/index.html?wq=

堺澤歯科医院 0643 410-0801 静岡県沼津市大手町2-9-5 http://casmo.jp/hosp/030.html

KLTメモリアル歯科 0299 410-0801 静岡県沼津市大手町3-2-20殖産住宅ビル3F http://www.klt-implant.net/

神田歯科 0911 410-0801 静岡県沼津市大手町5-6-2 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_32731.html

田川歯科医院 0256 410-0801 静岡県沼津市大手町5-13-5 なし

庵原歯科医院 0525 410-0803 静岡県沼津市添地町149 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_32719.html

青木歯科ｸﾘﾆｯｸ 0332 411-0036 静岡県三島市一番町9-8青木ビル2F http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_32860.html

浅井歯科診療所 0183 411-0855 静岡県三島市本町2-9 http://www.asaishika.com/

ホワイト歯科ｸﾘﾆｯｸ 0328 414-0027 静岡県伊東市竹の内1-5-13 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_32648.html

和田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0334 416-0913 静岡県富士市平垣本町6-41 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33102.html

尾崎歯科医院 0464 420-0005 静岡県静岡市葵区北番町90 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33287.html

敬天堂歯科医院呉服町クリニック 1243 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町1-4-6　松浦ビル2F http://www.keitendo.com/
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小澤歯科医院 1015 420-0034 静岡県静岡市葵区常盤町2-5-7 http://www.ozawa-shika.jp/

五井歯科医院 0093 420-0812 静岡県静岡市葵区古庄3-19-34
http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33416.html?mo
de=print

根本歯科医院 0352 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷5-13-5 http://www.ne.jp/asahi/nemoto/dental/

かみや歯科 0902 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-18-4 http://www.kamiya-dent.com/

山元歯科 0556 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町7-7サンピア5F http://www.yamamoto-d-c.com/

川口歯科医院 0002 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-16 http://www.kawaguchi-dental.net/

八木歯科 0424 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町3-1ケンタッキービル４Ｆ http://nttbj.itp.ne.jp/0542514151/index.html

トヨタ歯科医院 0310 420-0916 静岡県静岡市葵区瀬名中央4-7-15 http://nttbj.itp.ne.jp/0542642244/index.html

サニー歯科医院 0177 422-8032 静岡県静岡市駿河区有東3-9-24 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33429.html

小澤歯科ｸﾘﾆｯｸ 0500 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地2-10-24 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33427.html

田野歯科医院 0294 422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇994-1 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33426.html

オリエント歯科医院 0860 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町10-6 http://www.orient-d-shizuoka.jp/

パール歯科ｴｽﾊﾟﾃｨｵｸﾘﾆｯｸ 1118 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25エスパティオ2F http://www.pearl-shika.jp/page14

港歯科医院 0233 425-0021 静岡県焼津市港3-4-16 http://www.shizuoka-hk.org/center00153.html

丸山歯科医院 0615 430-0907 静岡県浜松市中区高林4-6-23 http://maruyama-dc.jp/

みどりの森歯科医院 0614 430-0907 静岡県浜松市中区高林4-14-23 なし

田代歯科医院 0867 430-0914 静岡県浜松市中区中央2-10-1 http://www.tashiro-dental.jp/

加藤歯科医院 0014 430-0925 静岡県浜松市中区寺島町166 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33944.html

山本歯科医院 1051 430-0928 静岡県浜松市中区板屋町573 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_34142.html

みやじま歯科ｸﾘﾆｯｸ 1069 430-0929 静岡県浜松市中区中央1-15-16-102 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_34159.html

フジタ歯科室 0209 430-0933 静岡県浜松市中区鍛治町140-2天龍浜松ビル７F http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_34082.html

ｽｷﾞﾔﾏ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0362 430-0946 静岡県浜松市中区元城町218-3 http://www.sugident.com/index.php

鈴木歯科医院 0395 430-0946 静岡県浜松市中区元城町218-11 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33957.html

青山歯科室 0333 430-7708 静岡県浜松市中区板屋町111-2アクトタワー8F http://www.aoyama.websapo.jp/

ふじわら歯科医院 0131 433-8119 静岡県浜松市中区高丘北1-9-15 http://h.dcmap.net/e/detail/55/

篠ケ瀬歯科 0053 435-0042 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町761番地 http://www.sasagaseshika.com/

ﾄﾑﾗ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0862 435-0054 静岡県浜松市中区早出町1234-3 http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_34167.html

三浦歯科医院 0786 436-0054 静岡県掛川市城西1-12-17 http://nttbj.itp.ne.jp/0537223459/index.html

近藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 0918 436-0077 静岡県掛川市駅前8-4山崎ビル１Ｆ http://www.kondo-dc.jp/

ふじもと歯科ｸﾘﾆｯｸ 0842 437-0012 静岡県袋井市国本2029-1
http://cancerqa.scchr.jp/shizuoka/ganmap/sigen_3_33876.html?mo
de=print

愛知

おおすか歯科 0679 440-0072 愛知県豊橋市船町80 なし

城所歯科医院 0375 440-0076 愛知県豊橋市大橋通1-17-2 なし

森川矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 0919 440-0076 愛知県豊橋市大橋通1-68静銀ニッセイ豊橋ビル８Ｆ http://www.morikawa.or.jp/

加藤歯科医院 0462 440-0804 愛知県豊橋市呉服町42 なし

山口歯科医院 0190 440-0814 愛知県豊橋市前田町1-7-18 なし

おおの歯科 0633 444-0011 愛知県岡崎市欠町字三田々北通り22-5イーストガーデン１F なし

あけぼの歯科医院 0425 444-0025 愛知県岡崎市曙町1-8 なし

安達歯科医院 0394 444-0043 愛知県岡崎市唐沢町1-18 なし

大場歯科医院 1026 446-0062 愛知県安城市明治本町19-31 http://www.k-salad.com/search/hospital/ooba-shika.shtml

二村医院 0335 448-0028 愛知県刈谷市桜町4-24番地 http://www.futamura.or.jp/

内堀歯科医院 0954 450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1国際センタービル10F
http://www.uchibori-dc.com/cgi-
bin/uchiborishika/sitemaker.cgi?mode=page&page=page1&category

ﾃﾙﾐﾅｲﾝﾌﾟﾗﾄｾﾝﾀｰ 0877 450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4JR名古屋コンコースファッ
ションワン内

http://www.termina-implant.com/

名鉄歯科 0812 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1名鉄ビル10F http://www.meitetsu-shika.gr.jp/

ﾆｭｰﾅｺﾞﾔｸﾘﾆｯｸ歯科 0716 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2近鉄ビル10F http://newnagoyaclinicshika.com/

日比野歯科医院 0976 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-36-6 なし

渡辺歯科 0861 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-7松岡ビル3F http://watanabesika.jp/

稲葉歯科 0586 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-16-22名古屋ダイヤビル3F なし

中塚歯科医院 0001 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-3-25大名古屋ビルヂング3F http://health.goo.ne.jp/hospital/fbj-52889

ﾅｺﾞﾔｸﾘﾆｯｸ 1147 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-19 なし

みやかわﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1059 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28　１F http://www.miyakawa-dental.jp/staff_blog/entry-202.html

ＩＭﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｸ 0736 450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30名古屋三井ビル本館
B1F

http://www.im-dc.com/

ﾚｼﾞｬｯｸ歯科室 0193 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-25-2名鉄レジェック3F
http://www.gho-
net.com/search/index.php?action=hospital&hospital_id=95730

田中歯科 0100 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南5-4-19第8スカイパレス1F なし

ｽﾃｰｼｮﾝｽﾜﾝ歯科矯正歯科 0784 450-6019 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4JRセントラルタワーズ19F http://www.swankai.com/station/

ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽﾜﾝ歯科 1030 450-6208 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア8F http://www.swankai.com/midland/

山本歯科医院 1271 451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-4-15 http://www.yamamoto-do.jp/index.html

矢澤歯科医院 0358 455-0043 愛知県名古屋市港区魁町4-6 なし

名鉄清水歯科ｸﾘﾆｯｸ 0740 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3-6-34パレマルシェ神宮5F http://nttbj.itp.ne.jp/0526832388/index.html

番町歯科 0811 456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番3-7-6 なし

亀井歯科 0521 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-5 なし

歯科ｻﾝｾｰﾙ 0365 460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-9BFS伏見ビル8F http://www.sincere-dental.com/

谷口歯科医院 0629 460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-20大永ビルディング4F http://www.geocities.jp/mqcbs357/

T-DENTAL 1217 460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-9-27　NOF名古屋伏見ビル1F http://www.t-dental.info/

ｳｴﾑﾗ歯科医院 0186 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-10錦三ビル4F http://uemura-dental.jp/

日生歯科診療所 0009 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-24-17　日本生命栄町ビル3F http://www.nissei-dental.com/

明生ふくよ歯科 0178 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町1-1番地明治生命ビル4F http://health.goo.ne.jp/hospital/fbj-52658

第一歯科医院 0195 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町1-1-3日丸名古屋ビル3F http://www.daiichishika.jp/

朝倉歯科 0893 460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-10-2 なし

栄ｽﾜﾝ歯科・矯正歯科 0440 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-15-8服部名古屋栄ビル７F http://www.swankai.com/sakae/

疋田歯科 1111 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-27-5栄センドビル3F http://www.hikita-dc.com/

久屋歯科室 1072 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-8-201 http://www.hdo21.com/

K･DentalOffice木村歯科 0050 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町33-9　KBLDG5F http://www.qlife.jp/hospital_detail_524492

丹羽歯科医院 1159 461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-25-6 http://niwasika.com/
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都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
ﾎﾟﾙﾄ歯科 0404 462-0822 愛知県名古屋市北区大曽根3-4-14 ポルト大曾根2F http://www.porte-shika.com/

新田歯科医院 0162 464-0067 愛知県名古屋市千種区池下2-1-4 http://www.photoland-aris.com/nitta-shikaiin/

今池デンタルクリニック 1161 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-10-12 http://www.imaike-dc.jp/

山田歯科医院 0013 464-0076 愛知県名古屋市千種区豊年町4-13中京レンガビルB棟E-1 http://yamadashika.net/

北山歯科医院 0120 464-0077 愛知県名古屋市千種区神田町32-7 http://chikusa.dental-c.net/shikaiin/iindata/utiyama/kitayama.html

高田歯科室 0849 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池1-6-2クレストアマノ1F http://takadashikashitsu.com/

はちまえ歯科 0417 465-0018 愛知県名古屋市名東区八前2-907八前ハイツ１Ｆ なし

本郷歯科診療所 0584 465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-115 なし

ちあき歯科 0977 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-205 http://www.chiaki-shika.com/pc/

愛健歯科医院 1237 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-207 http://www.aikenshika.com/

富士美歯科医院 0645 468-0015 愛知県名古屋市天白区原1-405 http://www1.s3.starcat.ne.jp/fujimi-d/

トヨタ歯科 1191 470-0373 愛知県豊田市四郷町与茂田14-1 http://byoinnavi.jp/clinic/129303

丸子歯科 0336 471-0071 愛知県豊田市東梅坪町8-7-6 http://www.marukoshika.jp/

みどり歯科ｸﾘﾆｯｸ 0035 471-0845 愛知県豊田市田中町1-119-7
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/655b8b8ce8b857c102c4bfd30e
86fac80277d654/

かじま歯科医院 1256 479-0873 愛知県常滑市かじま台1-228-2 http://nttbj.itp.ne.jp/0569363400/index.html

ﾊﾟﾚ歯科・矯正歯科 0839 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田字若宮3926-10パレマルシェ5F http://pare-dental.com/

中奈良歯科 0677 483-8256 愛知県江南市中奈良町西浦104 なし

かとう歯科ｸﾘﾆｯｸ 0903 485-0023 愛知県小牧市大字北外山2213-6 http://www.kato-dental-clinic.jp/

山田歯科医院 0943 488-0044 愛知県尾張旭市南本池ヶ原町3-126-2 http://yamada-dentalclinic.jp/

ﾐﾙｷｰｳｪｲﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0756 491-0858 愛知県一宮市栄3-7-18ミルキーウェイビル6F http://nttbj.itp.ne.jp/0586245196/index.html

滝歯科医院 0757 491-0859 愛知県一宮市本町1-4-19 http://www.takioptimalhealth.jp/

高橋歯科医院 0731 491-0918 愛知県一宮市末広2-2-2 http://nttbj.itp.ne.jp/0586447265/index.html

ﾃｼﾏ歯科医院 0894 470-2334 愛知県知多郡武豊町中根4-78-1 なし

三重

ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸﾌｸｵｶ 0330 510-0074 三重県四日市市鵜の森1-4-10 http://www.good-dent.com/

西城歯科 0459 510-0075 三重県四日市市安島2-10-9 http://www.saijo-dental.jp/index.html

谷口歯科 0944 510-0833 三重県四日市市中川原1-6-26 なし

笹川歯科医院 0427 510-0944 三重県四日市市笹川2-19 なし

ハーモニィ歯科 1140 512-0923 三重県四日市市高角町2732-1 なし

みのうら歯科医院 0385 514-0027 三重県津市大門33-13 http://nttbj.itp.ne.jp/0592284453/index.html

今中歯科医院 0403 514-0033 三重県津市丸ノ内16-9 なし

カワラダ歯科 0030 514-0042 三重県津市新町2-5-52 http://kawarada.net/

西尾歯科 1137 514-0062 三重県津市観音寺町799-7TTCビル2F http://www.citydo.com/prf/mie/guide/sg/303000868.html

岩沢歯科 0952 510-0243 三重県鈴鹿市白子3-2-12 http://iwasawa-dental.net/

横山歯科 0676 516-0077 三重県伊勢市宮町1-3-24 http://www.seepa.jp/u/yokoyamashika/

稲浜歯科 0824 518-0862 三重県伊賀市上野片原町2773 http://www.inahama.eei.jp/

滋賀

はまおおつ歯科 1073 520-0043 滋賀県大津市中央2-2-17 http://www.hamaootsu-dental.com/

山内歯科医院 0444 520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-10滋賀ビル４F http://shiga-da.org/archives/dental-clinic/23

膳所(ｾﾞｾﾞ)グリーン歯科 0515 520-0802 滋賀県大津市馬場2-10-16膳所駅前キューズモール１F http://www.greendental.jp/category/1483396.html

吉川歯科医院 0458 520-2144 滋賀県大津市大萱1-18-2瀬田大昭ビル2F http://shiga-da.org/archives/dental-clinic/39

植西第三歯科医院 0387 520-2153 滋賀県大津市一里山1-14-43 http://shiga-da.org/archives/dental-clinic/24

かねだ歯科医院 0406 520-2331 滋賀県野洲市小篠原1977-5 http://nttbj.itp.ne.jp/0775861234/index.html

大槻歯科医院 0319 520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺町1-1-52 http://www.yodental.net/pc/

たなか歯科ｸﾘﾆｯｸ 0730 522-0054 滋賀県彦根市西今町1131-15 http://e-yoyaku.sakura.ne.jp/

ヒコネ矯正歯科 0887 522-0074 滋賀県彦根市大東町10-12クロスビル1F http://www.hikone-shika.com/

梅影歯科医院 0476 525-0027 滋賀県草津市野村7-17-20 http://shiga-da.org/archives/dental-clinic/292

山田歯科医院 0402 525-0032 滋賀県草津市大路1-9-9 なし

南歯科ｸﾘﾆｯｸ 0368 525-0037 滋賀県草津市西大路町1-28
http://gokidoc.net/kansai/shiga/25206/3801-00008570-
000/clinic_top/

京都

河原町歯科医院 0323 600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東入御旅町40 http://www.kawaramachi-kyousei.com/

生野歯科診療所 0847 600-8008
京都府京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビ
ル７F

なし

ニシダ歯科 0142 600-8383
京都府京都市下京区大宮通綾小路下ル綾大宮町60シェルハ
イム中塚1F

http://www.nishida-dc.jp/

とみい歯科ｸﾘﾆｯｸ 1085 600-8494
京都府京都市下京区市場通油小路東入傘鉾町49ハウスセゾ
ン1F

http://www.tomii418.com/004/

若松歯科医院 0212 600-8499 京都府京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町534 http://www.dental-revolution.com/clinic_info.php?id=1580

林歯科医院 0020 601-8424 京都府京都市南区西九条川原城町3
http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_001.aspx?se
rviceid=pwdetaillt&chosanendo=2007&chosano=1&kikankbn=3&kikan

橋本歯科医院 0226 604-0021 京都府京都市中京区押小路通室町西入蛸薬師町293 なし

上松歯科医院 0553 604-0044
京都府京都市中京区小川通御池上ル下古城町398ロイヤル
プラザ１F

http://www.uematsushika.com/

烏丸ビューティーﾃﾞﾝﾀﾙクリニック 0991 604-0832 京都府京都市中京区鍵屋町481-4　プチパレス烏丸御池1Ｆ http://www.karasuma-bdc.com/index.html

デンタルクリニックTAKANNA 1233 604-8153
京都府京都市中京区烏丸通り四条上ル箏町688　第15長谷ビ
ル2F

http://www.takanna.jp/

スズキ歯科医院 0475 604-8175 京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町354-2 http://www.d-suzuki.com/

渡辺歯科医院 0216 604-8344 京都府京都市中京区大宮通六角下ル六角大宮町234 http://nttbj.itp.ne.jp/0758127828/index.html

田伏歯科医院 0737 612-0088 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町2-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0756413223/index.html

ふくだ歯科医院 0956 612-8421 京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町82インペリアル明日香1F なし

奥野歯科 1119 614-8158 京都府八幡市上奈良北ノ口4-3 http://www.okunoshika.com/

京都ルネス病院 1092 620-0054 京都府福知山市末広町1-38 http://www.renaiss.jp/

小倉歯科診療所 0987 620-0055 京都府福知山市篠尾新町1-95 http://nttbj.itp.ne.jp/0773235770/index.html

藤田歯科医院 0480 620-0932 京都府福知山市西羽合21-2 なし

竹屋町森歯科クリニック 0691 624-0928 京都府舞鶴市竹屋20 http://morishika.main.jp/

大阪

ｱﾓｳﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0763 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-100駅前第4ビル1F http://www.amo-d.com/

黒川歯科 0767 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-200大阪駅前第2ビル2F http://www.geocities.jp/dr96kawa/

福西歯科ｸﾘﾆｯｸ 1037 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25ハービスプラザ506 http://www.f-dent.com/

ABO歯科クリニック 1219 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-45　マルイト西梅田ビル205-1 http://www.abodental.com/
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オクノ歯科 0892 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4阪急ターミナルビル7F http://www.okuno-dental.jp/hospital/

加納歯科医院 0992 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4阪急ターミナルビル9F http://www.kanoshika.com/

高畑歯科医院 0715 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝ビル2F http://www.welcare.info/

梅垣歯科　新梅田ｼﾃｨ診療所 1027 531-0076
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88梅田スカイビルタワーイース
ト7Fクリニックフロア内

http://umegaki-dental.com/

藤井歯科医院 0396 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24　新大阪第一生命ビル2F なし

伊藤歯科医院 0945 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー2F http://www.itoh-dental.com/

城村歯科医院 1077 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21新御堂筋ビル7F http://www.jomura.jp/

北條歯科医院 1167 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-1-8　日研ビル2F http://www.hojyo-dental.com/

ミナミ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0857 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-15双葉ビル2F http://www.minami-dental.com/

ＯＢＰデンタルクリニック 0764 540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツインMDタワー21F http://www.twin-dental.jp/

渡瀬歯科 0851 540-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪センタービル10F なし

浅井歯科医院 0808 540-6121 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツインMDタワー21F http://www.ducksclub.com/asai-t/

辻合歯科医院 0870 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-12高麗橋藤波ビル4F http://www.tsujiai-dental.com/

河村歯科医院 1031 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-1-14高麗橋山本ビル1F http://www.kawamura-shika.net/

国際ビル歯科 0369 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング16F http://www.fukumikai.jp/

橋本歯科医院 1234 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-2-3 http://www.hashimotodental.jp/

本町船場歯科クリニック 1213 541-0057 大阪府大阪市中央区北九宝寺町3-1-6　船場ミッドキューブ1F http://www.osaka-dental.net/

山口歯科 0880 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル3F http://www.yamaguchidentaloffice.com/

弓立歯科医院 0652 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西5-3-8
http://www.mfis.pref.osaka.jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?serv
iceid=pwdetaillt&chosanendo=2011&chosano=1&kikankbn=3&kikanc

新垣歯科医院 1070 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀2-4-6道頓堀秀栄ビル3F なし

小室歯科難波診療所 0602 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15近鉄難波ビル3F http://www.dk-komuro.com/03-iin-2-namba.html

小室歯科阿倍野診療所 0647 545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス近鉄
本店ウイング8F

http://www.komuro-dental.com/

大西歯科医院 1154 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-8-14　肥後橋SKビル1F http://www.onishi-shika.com/

なかやま歯科 0974 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-3林四ツ橋ビル2F http://www.nakayama-dc.com/

重地歯科医院 0878 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-13-3 なし

堀坂歯科医院 0606 556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-13-20パークシティ御堂筋ビル
2F

http://www.horisaka-dc.com/

くきデンタルオフィス 1211 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　パークスタワー8F http://www.kuki.dental-net.jp/

岡歯科医院 0743 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3-139 http://www1.odn.ne.jp/okasika/

坂田歯科 0400 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3　千里朝日阪急ビル3F なし

廣岡歯科医院 0766 563-0024 大阪府池田市鉢塚1-8-2 なし

遠藤歯科診療所 0501 564-0063 大阪府吹田市江坂1-23-5 http://www.endo-dental.biz/

鵜飼歯科 0140 566-0011 大阪府摂津市千里丘東1-11-1 なし

藤井歯科クリニック 1245 566-0053 大阪府摂津市鳥飼野々1-30-6 http://www.fujii-shika1.com/

小坂歯科医院 0866 566-0064 大阪府摂津市鳥飼中1-23-3 http://www.myclinic.ne.jp/kosaka_shika/pc/

ながいえ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0317 567-0053 大阪府茨木市豊原町5-8 http://pc.fdoc.jp/hp/117816/

上領歯科医院 0483 570-0083 大阪府守口市京阪本通1-3-2新近藤ビル3F http://www.moriguchi-shikaishikai.jp/detail-kamiryou.htm

荒木歯科医院 0552 570-0083 大阪府守口市京阪本通1-7-4フロレアール守口1F http://www.moriguchi-shikaishikai.jp/detail-araki.htm

フカオ歯科ｸﾘﾆｯｸ 0765 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-44井田ビル2F http://www1.odn.ne.jp/~fukao-dc/

たかやま歯科医院 0810 577-0818 大阪府東大阪市小若江4-11-18　1F なし

のざき歯科 0979 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3-5-4 http://www.ndc.gr.jp/

結城歯科医院 0456 581-0084 大阪府八尾市植松町4-8-4ファンション渋川１F なし

横井歯科診療所 0840 581-0802 大阪府八尾市北本町2-15-31梅村ビル1F http://www.yokoi-dc.or.jp/

たに歯科医院 0587 586-0024 大阪府河内長野市西之山町6-5 なし

岸川歯科 0809 590-0048 大阪府堺市堺区一条通17-8 http://www.kishikawa-dental.org/

福田歯科医院 0477 590-0963 大阪府堺市堺区少林寺町東2-1-21 なし

恒久会歯科医院 0997 590-0985
大阪府堺市堺区戎島町4-45-1ホテルアゴーラリージェンシー
堺1F

http://gokidoc.net/kansai/osaka/27141/3301-20000487-
000/clinic_top/

奥田歯科医院 0664 591-8023 大阪府堺市北区百舌鳥町5-729 http://www.mvpro.jp/dental/okuda/

浮舟歯科医院 0423 596-0076 大阪府岸和田市野田町1-6-19グランデビル４Ｆ なし

服部歯科 0841 596-0076 大阪府岸和田市野田町3-6-30HIROビル1F なし

兵庫

北野歯科医院(英語可) 1275 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長挟通1-1-1 http://www.kitanosika.com/foreign.html

島原歯科医院 0581 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-1京町WESTーKビル５F http://nttbj.itp.ne.jp/0783311154/index.html

神戸元町歯科 1244 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1-1-1　新元町ビル2F http://www.smilesalon.jp/

関本歯科医院 0033 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1-6-6 http://sekimoto.dental/

久野歯科 0261 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1-14-11石崎ビル4F http://www.kunosika.com/pc/

太田歯科医院 0337 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通4-12関水ビル3F http://ohta.motomachi-1.com/

村瀬歯科医院 0399 650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59　神戸朝日ビルディング13Ｆ なし

藤井歯科医院 1168 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-25　ももの木ビル3F http://www.fujiidc.com/

大木歯科診療所 0859 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20山田東急ビル9F なし

ミヤタ歯科 0474 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-5マキビル3F http://bcaweb.bai.ne.jp/miyata-dental/

佐本歯科医院 1276 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町4-11-13　高嶋ビル2F http://samoto-dc.com/

三宮クローバー歯科クリニック 1238 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1　ミント神戸15F http://www.sannomiya-clover.com/

宮本歯科医院 0729 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町3-1-2 なし

小笠原歯科医院 0611 654-0021 兵庫県神戸市須磨区平田町3-3-7 なし

河田歯科医院 1132 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-5名谷センタービル2F http://kawatashika.com/index.php

納歯科医院 0904 656-0025 兵庫県洲本市本町3-2-15 なし

黒田歯科医院 0058 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-14-23富松フルトビル3F http://www.kuroda-shika.com/

あぼ歯科医院 0780 668-0064 兵庫県豊岡市高屋968-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0796240730/index.html

アーバン歯科室 1165 670-0922 兵庫県姫路市二階町64 http://www.urban-dental-office.com/

塩見歯科診療所 0457 670-0927 兵庫県姫路市駅前町188-1ビオレ姫路６F http://www.shiomishika.jp/contents/outline.html

松本歯科医院 1144 670-0949 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町88 なし

斉藤歯科医院 0201 670-0955 兵庫県姫路市安田1-26番地 なし

ふくおか歯科 0725 673-1431 兵庫県加東市社378-5 http://www.fukuoka-shika.com/

高橋歯科医院 0321 675-0132 兵庫県加古川市別府町宮田町15 なし

12/17

http://www.okuno-dental.jp/hospital/
http://www.kanoshika.com/
http://www.welcare.info/
http://umegaki-dental.com/
http://www.itoh-dental.com/
http://www.jomura.jp/
http://www.hojyo-dental.com/
http://www.minami-dental.com/
http://www.ndc.gr.jp/
http://www.yokoi-dc.or.jp/
http://nttbj.itp.ne.jp/0783311154/index.html
http://www.smilesalon.jp/
http://sekimoto.dental/
http://www.kunosika.com/pc/
http://ohta.motomachi-1.com/
http://www.fujiidc.com/
http://bcaweb.bai.ne.jp/miyata-dental/
http://www.sannomiya-clover.com/
http://kawatashika.com/index.php
http://www.kuroda-shika.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0796240730/index.html
http://www.urban-dental-office.com/
http://www.shiomishika.jp/contents/outline.html
http://www.fukuoka-shika.com/


都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
宮崎歯科医院 0607 675-2312 兵庫県加西市北条町北条16の5 http://miyazakidental.com/

奈良

西田歯科医院 0101 630-8115 奈良県奈良市大宮町3-4-34青垣ビル2F http://www.gigi-gaga.com/

やお歯科 0471 630-8115 奈良県奈良市大宮町7-2-5田村ビル201 http://www.yaoshika.jp/

稲田ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0484 630-8131 奈良県奈良市大森町45-4 http://www.inada-dc.com/

民上歯科診療所 1166 630-8225 奈良県奈良市西御門町27-1　三和東洋ビル3F http://mikamishika-nara.com/

樽井歯科医院 0823 630-8244 奈良県奈良市三条町606-95 http://tarui.dental-net.jp/index.html

和歌山

公園前中山歯科 0411 640-8154 和歌山県和歌山市六番丁43　ハピネス六番丁ビル3F http://nakayamashika.jp/

小西歯科ｸﾘﾆｯｸ 0055 640-8269 和歌山県和歌山市東長町7-12 http://www.konishi-dc.net/

マルヤマ歯科 0127 640-8287 和歌山県和歌山市築港1-16-3 http://tooth-fairy.jp/search/detail.php?id=T05292

佐武歯科医院 0374 640-8297 和歌山県和歌山市西河岸町99 http://dental-satake.com/

山西歯科 0781 640-8323 和歌山県和歌山市太田200-1 なし

はやし歯科医院 1011 640-8331 和歌山県和歌山市美園町4-69-8林ビル１F http://www.hayashishika.net/

片岡歯科医院 0325 640-8341 和歌山県和歌山市黒田100-6 http://nttbj.itp.ne.jp/0734751803/index.html

金尾歯科医院 0680 640-8343 和歌山県和歌山市吉田537 http://kanaoshika.com/index.html

矢田歯科医院 0946 646-0031 和歌山県田辺市高雄3-9-16 http://yata-dc.or.jp/

亀屋ビル歯科 0758 647-0016 和歌山県新宮市谷王子456-1亀屋ビル2F なし

鳥取

尾崎歯科ｸﾘﾆｯｸ 0920 680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町601 http://nttbj.itp.ne.jp/0857202222/index.html

佐々木歯科医院 0407 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町156-3 http://www.sasaki-dental.net/

たかの歯科ｸﾘﾆｯｸ 0807 683-0052 鳥取県米子市博労町2-31 http://www.takano-dc.jp/

秋山歯科医院 0855 683-0064 鳥取県米子市道笑町2-222-3 なし

田本歯科医院 0669 683-0065 鳥取県米子市万能町9 http://www.ttrda.jp/item1622.html

さかもと歯科クリニック 1227 683-0853 鳥取県米子市両三柳3452 http://sdc6460.com/

島根

森江歯科医院 0522 690-0001 島根県松江市東朝日町149-7 なし

ﾗｲｵﾝ歯科医院 1018 690-0012 島根県松江市古志原3-18-15 http://nttbj.itp.ne.jp/0852290118/index.html

松江生協歯科診療所 1008 690-0017 島根県松江市西津田８-8-8 http://www.matsue-seikyo-dental.com/

しかた矯正小児歯科医院 1093 690-0065 島根県松江市灘町1-9 http://nttbj.itp.ne.jp/0852214632/index.html

中畑歯科医院 0451 690-0823 島根県松江市東本町2-59 http://www.shimane-da.or.jp/clinic/matue/0852221754.html

片岡歯科医院 1190 690-0825 島根県松江市学園1-4-43 http://www.mable.ne.jp/~kataoka.d.o/

みしま歯科医院 0523 693-0051 島根県出雲市小山町296-5 http://www.shimane-da.or.jp/clinic/izumo/0853216293.html

フジタ歯科 0171 694-0041 島根県大田市長久町長久口267-3 なし

岡本歯科 0663 697-0026 島根県浜田市田町1470 http://www.shimane-da.or.jp/clinic/hamada/0855221440.html

こんどう歯科医院 1252 697-1326 島根県浜田市治和町　イ89-7 http://www.kondou-dc.jp/

岡山

黒瀬歯科医院 1094 700-0024 岡山県岡山市北区元町29-10 http://www.qlife.jp/hospital_detail_538926

桂歯科クリニック 1200 700-0026 岡山県岡山市北区奉還町1-9-4 http://www.katsura-dc.jp/

黒住歯科医院 0507 700-0821 岡山県岡山市北区中山下2-4-46 なし

明生会歯科診療所 0662 700-0902 岡山県岡山市北区錦町6-17 http://www.meiseikai.com/

ふくだ歯科医院 1193 700-0902 岡山県岡山市北区錦町7-4 http://www.fukudashika.com/

友沢歯科医院 0401 700-0903 岡山県岡山市北区幸町3-9 第二友沢ビル2F http://www.tomozawa-dental.com/whitening.html

安東歯科医院 0479 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-1-1オリックス岡山ビル4F
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/5c37a5eed6df0b6c0300b22bc1
50ddf06f2e61b0/

浦田歯科医院 0905 700-0913 岡山県岡山市北区大供1-2-1礒村ビル3F なし

財)淳風会　大共診療所 0580 700-0913 岡山県岡山市北区大供2-3-1 http://junpukai.or.jp/center/

ｵﾘｰﾌﾞﾌｧﾐﾘｰﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0315 700-0923 岡山県岡山市北区東古松504-3アスベックビル2F http://www.olive-family.com/info/index.html

藤井歯科大元上町診療所 0656 700-0925 岡山県岡山市北区大元上町8-15 http://nttbj.itp.ne.jp/0862433766/index.html

野上歯科医院 0356 700-0927 岡山県岡山市北区西古松2-22-12 なし

たんぽぽ歯科医院 0957 700-0964 岡山県岡山市北区中仙道1-1-31虫明ビル103 なし

まき歯科ｸﾘﾆｯｸ 1043 700-0975 岡山県岡山市北区今3-1-35 http://maki-dental.jp/

藤井歯科医院 0110 700-0975 岡山県岡山市北区今5-1-27 なし

北山歯科 1106 701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5112-103 なし

上田歯科医院 1248 708-0841 岡山県津山市川崎1639-15 http://caloo.jp/hospitals/detail/3330010603

橋本歯科医院 0601 710-0055 岡山県倉敷市阿知2-12-8 http://nttbj.itp.ne.jp/0864220465/index.html

スマイル歯科ｸﾘﾆｯｸ 0749 710-0841 岡山県倉敷市堀南628-12 http://www.tofukai.or.jp/clinic/smile1.html

てらち歯科医院 0438 712-8055 岡山県倉敷市南畝7-1-36 なし

広島

はまだ歯科 0341 720-0052 広島県福山市東町3-1-15 http://www.hamada-dental.jp/

高橋歯科医院 0128 720-0053 広島県福山市大黒町2-32 http://www.net-se.co.jp/0849211270/

伏見町歯科ｸﾘﾆｯｸ 0659 720-0062 広島県福山市伏見町4-20 http://mizuho-kai.jp/fushimi.html

田中歯科医院 0345 720-0064 広島県福山市延広町8-11 なし

ｿﾙﾎﾞﾝﾇ歯科医院 0085 720-0812 広島県福山市霞町4-5-21 http://www.fukuyama-dent.jp/dentist/user/6

坂本歯科医院 1017 720-0818 広島県福山市西桜町1-3-13 http://www.sakamotoshika.net/

たかはし歯科医院 0418 721-0926 広島県福山市大門町1-50-39 なし

蔵王歯科医院 0673 721-0973 広島県福山市南蔵王町5-9-18ゆめタウン蔵王SC内 http://mizuho-kai.jp/zaou.html

つちはし歯科医院 0675 723-0051 広島県三原市宮浦5-6-19 なし

松岡歯科医院 1246 728-0013 広島県三次市十日市東4-1-.30　SCサングリーン2F http://matsuokasika.xsrv.jp/

板阪歯科医院 1251 729-0141 広島県尾道市高須町4756-29 http://www.onomichi.ne.jp/oshikai/database/itasaka.html

センタービル歯科 0061 730-0011 広島県広島市中区基町6-27 http://nttbj.itp.ne.jp/0822253315/index.html

清水歯科医院 0047 730-0011 広島県広島市中区基町11-5和光紙屋町ビル2F http://mizuho-kai.jp/shimizu.html

なかむら歯科クリニック 1216 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-27　1F http://nakamuradc.net/

後藤歯科医院 0512 730-0015 広島県広島市中区橋本町10-1 http://www.hpda.or.jp/map/detail/id/847

幟町デンタルクリニック 1235 730-0016 広島県広島市中区幟町3-54　ラフィーネ幟町1F http://www.noborimachi.com/
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都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
石本歯科医院 1028 730-0017 広島県広島市中区鉄砲町9-24　2F なし

芦浦歯科医院 0672 730-0021 広島県広島市中区胡町6-26福屋本店11F なし

紙屋町歯科医院 0513 730-0031 広島県広島市中区紙屋町1-5-10 http://www.kamiyachou-dental.com/

柄歯科医院 0248 730-0035 広島県広島市中区本通7番30号2F http://www.tsuka-dental.com/

山崎医院　歯科 1000 730-0051 広島県広島市中区大手町2-6-11 http://www.yamasakidental.com/

大手町歯科医院 0258 730-0051 広島県広島市中区大手町3-8-17 http://nttbj.itp.ne.jp/0822461131/index.html

楪歯科医院（ﾕｽﾞﾘﾊ） 0269 730-0805 広島県広島市中区十日市町1-4-25-201 http://www.hpda.or.jp/map/detail/id/14?symfony=ksxafrkj

大崎歯科医院 0528 730-0806 広島県広島市中区西十日市町10-12第3西十日市ビル1F http://osaki-dental.jp/

かこまち歯科医院 0596 730-0812 広島県広島市中区加古町6-7 http://www.hpda.or.jp/map/detail/id/3?symfony=ymnmnqmz

藤岡歯科診療所 0121 730-0852 広島県広島市中区猫屋町3-28 http://haisha-yoyaku.jp/bun2sdental/detail/index/id/z000004815/

おりづる歯科医院 0776 731-0102 広島県広島市安佐南区川内5-10-20 http://ha3.seikyou.ne.jp/home/oriduru-d/

五日市ﾌｧﾐﾘｰ歯科 0616 731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前2-18-1アネックスKS　2F http://nttbj.itp.ne.jp/0829218148/index.html

いわい歯科医院 1194 732-0052 広島県広島市東区光町1-11-13-202 http://www.iwai-dc.jp/

中本歯科医院 0194 732-0807 広島県広島市南区荒神町4-1晋全ビル http://www.hpda.or.jp/map/detail/id/77

中西歯科医院 0963 732-0816 広島県広島市南区比治山本町16-35　１２F http://251-6480.com/syoukai3.html

出崎歯科医院 1032 732-0823 広島県広島市南区猿猴橋町1-8 http://desaki-d.com/

アーク歯科クリニック 0117 733-0003 広島県広島市西区三篠3-6-9 なし

渡辺歯科医院 0674 733-0011 広島県広島市西区横川町3-3-6ヒノイビル4F http://www.watanabe-bambi.com/

赤川歯科医院 0748 737-0045 広島県呉市本通3-4-7 なし

なんば歯科矯正歯科 0246 739-0006 広島県東広島市西条上市町6-23エレアーバンビル1F http://nanba-dental.com/

山口

安田歯科医院 0733 741-0061 山口県岩国市錦見6-13-11 なし

銀座１丁目歯科 0301 745-0032 山口県周南市銀座1-22銀座ビル2F http://www.lupinus.or.jp/

かねおか歯科ｸﾘﾆｯｸ 0719 745-0044 山口県周南市千代田町1-18 なし

ほんだ歯科 0481 745-0076 山口県周南市梅園町3-10 なし

ハートデンタルクリニック 1267 745-0823 山口県周南市周陽1-11-29 http://byoinnavi.jp/clinic/177393

世良歯科医院 0112 745-0845 山口県周南市河東町2-10 なし

緒方歯科医院 0704 747-0036 山口県防府市戎町1-10-28 なし

ふなつ歯科 0144 747-1221 山口県山口市鋳銭司四辻5958-3 なし

内田歯科医院 0557 747-1221 山口県山口市鋳銭司下中津5672-1 http://www.uchidadental.com/gaiyou.html

野中歯科医院 0478 753-0021 山口県山口市桜畠2-8-7 なし

藤井歯科 0884 754-0002 山口県山口市小郡下郷1184 http://www.fujii-dc.info/

山内歯科小郡 0159 754-0021 山口県山口市小郡黄金町7-66-201 http://info.pasola.net/mnavi/page/2065.html

ｱｲﾍﾞｯｸｽﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1146 754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-8 なし

ごとう歯科 0408 754-0031 山口県山口市小郡新町6-3-1 http://gotoshika-ogoori.sakura.ne.jp/

シーモール歯科クリニック 0610 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-8シーモール下関3F http://nttbj.itp.ne.jp/0832236480/index.html

アイリス歯科 1247 751-0869 山口県下関市伊倉新町4-4-39 http://www.iris-dental-implant.com/

やすもと歯科医院 0143 754-0897 山口市嘉川福岡3598-2 http://yasumoto-shika.jp/clinic/index.html

椙山歯科医院 0703 755-0042 山口県宇部市松島町9-5 http://www.sugiyamasika.com/

今田歯科医院 1239 758-0021 山口県萩市今古萩町58 http://nttbj.itp.ne.jp/0838262771/index.html

みすみ歯科医院 1255 759-0209 山口県宇部市厚南北5-2-32 http://byoinnavi.jp/clinic/152528

徳島

尾形歯科医院 0087 770-0847 徳島県徳島市幸町3-35自治会館1F なし

勝瀬歯科医院 0151 770-0851 徳島県徳島市徳島町城ノ内6-83 http://www.katsusedc.jp/

近藤歯科 0452 770-0866 徳島県徳島市末広町1-4-22 なし

庄野歯科医院 0575 770-0906 徳島県徳島市東山手町1-21-1 http://www.shono-dental.jp/

小林歯科医院 0947 770-0923 徳島県徳島市大道1-37 なし

石橋歯科医院 1039 770-0923 徳島県徳島市大道2-35-1 http://wwwc.pikara.ne.jp/haisya/

ひはら歯科医院 0981 778-0002 徳島県三好市池田町マチ2518-10 http://www.dc-hihara.com/

香川

松崎ファミリー歯科矯正歯科 0065 760-0007 香川県高松市中央町1-5MBSビル6F http://www.matsuzaki-dental.com/

川上矯正歯科医院 1113 760-0017 香川県高松市番町1-3-30 http://www.e-kawakami.jp/

山口歯科医院 0156 760-0017 香川県高松市番町3-2-1池田番町ビル3F なし

高橋歯科医院 0300 760-0017 香川県高松市番町3-15-21 なし

医)ｱ歯科　ｱ歯科診療所 0453 760-0018 香川県高松市天神前6-6 http://wwwb.pikara.ne.jp/ashika/

池田歯科医院 0858 760-0023 香川県高松市寿町2-4-20　高松センタービル3F http://byoinnavi.jp/clinic/137910

まつおか歯科医院 0264 760-0027 香川県高松市紺屋町10-6 http://nttbj.itp.ne.jp/0878216537/index.html

丸亀町ハビット歯科クリニック 1260 760-0029 香川県高松市丸亀町13-3　3F http://habitdc.com/

ヨネダ歯科医院 1143 760-0043 香川県高松市今新町4-7 なし

西岡歯科医院 0011 760-0062 香川県高松市塩上町3-14-17 http://nishiokadent.com/

アキ歯科室 0628 760-0079 香川県高松市松縄町44-7 なし

フレンズ歯科クリニック 1172 760-0080 香川県高松市木太町5023-25 http://www.friends-dental.com/

矢野歯科医院 0322 761-8054 香川県高松市東ハゼ町22-1 なし

関元歯科医院 0881 761-8064 香川県高松市上之町3-9-28 なし

フラワー歯科 1220 761-8072 香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松2F http://www.flower-sika.com/

岡田歯科医院 0871 761-8081 香川県高松市成合町725-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0878859700/index.html

なかむら歯科医院 0134 761-8084 香川県高松市一宮町1591-6 なし

蓮井歯科ファミリークリニック 1180 761-0704 香川県木田郡三木町下高岡693-1 http://www.hasui.net/

愛媛

田窪歯科 0594 790-0002 愛媛県松山市二番町3-47-17 http://itp.ne.jp/shop/KN3800060700032351/

大井歯科医院 0107 790-0003 愛媛県松山市三番町4-7-12 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=96

松村歯科医院 0039 790-0003 愛媛県松山市三番町5-1-9 http://homepage1.nifty.com/atusi-m/

石岡歯科医院 0155 790-0038 愛媛県松山市和泉北1-7-8 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=31

そめじ歯科医院 1215 790-0053 愛媛県松山市竹原2-6-13 http://www.someji.jp/
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日野満歯科医院 0129 790-0878 愛媛県松山市勝山町2-4-1 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=484

坂田歯科医院 0590 790-0878 愛媛県松山市勝山町1-15-8 http://www.sakata-implant.jp/

ひでき歯科医院 0391 790-0952 愛媛県松山市朝生田町2-9-33 http://www.hideki-dental.com/

児玉歯科 0886 791-8084 愛媛県松山市石風呂町1-10 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=226

近藤歯科医院 0346 793-0030 愛媛県西条市大町84-12 http://www.saishika.jp/map/south/s01-kondo.html

石野歯科医院 0376 797-0046 愛媛県西予市宇和町上松葉66-1 なし

永木歯科医院 0775 798-0040 愛媛県宇和島市中央町1-5-5 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=422

番城歯科ｸﾘﾆｯｸ 0148 798-0084 愛媛県宇和島市川内1079-14 http://www.ehimeda.or.jp/doctor/sdental_u/detail.php?id=84

城辺歯科 0422 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲163-1 なし

高橋歯科医院 0370 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 なし

高知

青木歯科 1074 780-0033 高知県高知市西秦泉寺407-13 http://www3.ocn.ne.jp/~aokido/

梅原歯科医院 0218 780-0053 高知県高知市駅前町5-1駅前観光ビル3F http://nttbj.itp.ne.jp/0120841168/index.html

野並歯科医院 0096 780-0054 高知県高知市相生町1-25レジデンスノナミ1F http://nonami-dental.com/

田内歯科 0649 780-0056 高知県高知市北本町1-4-1 http://tanouchi-dc.com/

窪歯科 1192 780-0834 高知県高知市堺町1-21　JTB高知ビル4F http://byoinnavi.jp/clinic/138461

野村歯科医院 1052 780-0870 高知県高知市本町2-2-27千代田生命高知ビル3F http://byoinnavi.jp/clinic/138522

松浦歯科医院 1266 780-0870 高知県高知市本町5-1-2　2F http://nttbj.itp.ne.jp/0888226266/index.html

田岡歯科診療所 0644 780-0901 高知県高知市上町2-2-24 http://nttbj.itp.ne.jp/0888722872/index.html

前田歯科ｸﾘﾆｯｸ 0318 781-8121 高知県高知市葛島2-2-15 http://maeda2010-9.byoinnavi.jp/pc/

宮定歯科医院 0718 787-0012 高知県四万十市右山五月町3-20 なし

福岡

藤崎歯科医院 0303 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1KMMビル2F http://www.fujisaki-dental.jp/

杉山歯科医院 1086 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町1-4-14 http://nttbj.itp.ne.jp/0935211722/index.html

佐伯歯科医院 0770 802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-17 http://nttbj.itp.ne.jp/0935314955/index.html

ナカノ歯科医院 0003 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町3-2-20畑中ビル3F http://nakanoshikai.in/

はしもと歯科クリニック 1202 802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-1-1 http://www.hashimoto6480.com/

徳永歯科医院 1186 802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町1-1-202 http://byoinnavi.jp/clinic/139272

木本歯科ｸﾘﾆｯｸ 0872 802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1毎日西部会館2F中央 http://www.hajimekai.jp/original.html

ありまつ聖二歯科ｸﾘﾆｯｸ 1012 806-0045 福岡県北九州市八幡西区竹末1-5-2 http://www.arimatsu-dental.com/

おおなり歯科医院 0282 806-0059 福岡県北九州市八幡西区萩原1-2-37 http://ohnari-dc.dental-friend.com/staff.html

北歯科医院 0044 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-12-1天神ビル6F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6802456/

だん歯科医院 0527 810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-9GGソーラービル5F http://www.dan-dental.com/

山道歯科医院 0520 810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-5-13 http://www.yamamichi.co.jp/

ｱﾗｷﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1046 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-10-23グレースイン赤坂4F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6806659/

川野歯科医院 0830 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-11-13　２F なし

椛島歯科医院 0215 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-2-1天神陽明ビル4F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6801452/

阿比留歯科医院 1060 810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2-9-11 http://www1.bbiq.jp/abiru-dc/

西田歯科医院 0882 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-20-1フリートウッドビル1F http://www.dentalsherlock.com/fukuoka/nishida/nishida.html

塚本歯科診療所 0052 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-3-22かき善ビル5F http://tsukamoto-dental.jp/

橋本歯科医院 0415 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3福岡MIDビル http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6805892/

ミネ歯科医院 0232 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12光和ビル4F なし

今里歯科医院 1141 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6804489/

博多歯科ｸﾘﾆｯｸ 0831 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-7第13岡部ビル6F http://www.hokokai.com/hakata/about/

筑紫口歯科クリニック 1203 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23　サニックス博多ビル2F http://www.chikushiguchi-dental.com/

福泉歯科医院 0260 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-16福泉第一ビル http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6801823/

帆鷲歯科医院 0833 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-3-16 http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6803788/

中島歯科 1129 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6第3博多偕成ビル2F http://www.ndental.jp/

山崎歯科医院 0632 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-4-4FUSHIビル2F http://www.denter.com/yamasaki/

木下歯科クリニック 1228 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-5-1 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0967557/

下川歯科医院 0254 812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町6-30新ビル2F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6802015/

松田歯科医院 1001 812-0024 福岡県福岡市博多区網場町1-1福岡第一生命館2F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6805677/

中富歯科医院 0964 812-0024 福岡県福岡市博多区網場町1-16多田ビル3F http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6805938/

ななくま歯科医院 0192 812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18博多NSビル1F http://www.nana-dent.com/

くじら歯科 0623 812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町1-8うわさビル2F http://www.kujira-dc.com/

むらおか歯科医院 0998 812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-2-15 http://muraokasika.com/

花田歯科医院 0837 813-0032 福岡県福岡市東区土井1-21-6 http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6803438/

樋口ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 0618 813-0044 福岡県福岡市東区千早6-6-20 http://nttbj.itp.ne.jp/0926628830/index.html

おおはし歯科ｸﾘﾆｯｸ 0771 815-0033 福岡県福岡市南区大橋1-8-19プロべ二オ大橋4F http://www.ohashi-dc.net/

川野歯科医院 1173 819-0371 福岡県福岡市西区飯氏927-3 http://www.fda8020.or.jp/public/clinic/6805212/

羽山ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 1098 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺2-1-33 http://www.citydo.com/prf/fukuoka/guide/sg/500000996.html

あとの歯科ｸﾘﾆｯｸ 0768 825-0004 福岡県田川市夏吉1205-11 なし

倉田歯科医院 0409 830-0032 福岡県久留米市東町25-7 http://www.kurata-shika.com/

菊池歯科医院 0470 830-0032 福岡県久留米市東町25-20 http://www.kikuchi-shika.jp/

牛島歯科医院 0635 830-0032 福岡県久留米市東町31-18
http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/qq/qq40gnmddtlt.asp?gyoumu_id
=QQ40GNKYWDSR&gyoumu_mei=%88%E3%97%C3%8B%40%8A%D6%96

二宮歯科医院 0089 830-0032 福岡県久留米市東町35-2 http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0545058/

髙山歯科医院 1100 833-0031 福岡県筑後市山ノ井773-1
http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/qq/qq40gnmddtlt.asp?gyoumu_id
=QQ40GNKYWDSR&gyoumu_mei=%88%E3%97%C3%8B%40%8A%D6%96

立岡歯科医院 1175 833-0063 福岡県筑後市羽犬塚483
http://www.fdanet.or.jp/searchDetail.php?SEQ=2579&IMA=0&CITY=
22&PARK=0&YOUBI1=0&YOUBI2=0&YOUBI3=0&YOUBI4=0&YOUBI

稲冨歯科医院 0398 834-0115 福岡県八女郡広川町新代1389-588
http://www.fdanet.or.jp/searchDetail.php?SEQ=1652&IMA=0&CITY=
60&PARK=0&YOUBI1=0&YOUBI2=0&YOUBI3=0&YOUBI4=0&YOUBI

河野歯科医院 0800 836-0861 福岡県大牟田市宝坂1-1-9 http://www.dental-revolution.com/clinic_info.php?id=776

ホワイト歯科クリニック 1127 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣1-8-15 http://www.kurume-whiteshika.jp/index.htm

吉松歯科医院 1107 839-0814 福岡県久留米市山川追分2-6-38 http://www.yoshimatsu-dc.com/index.html

佐賀

みうら歯科口腔外科クリニック 1253 840-0023 佐賀県佐賀市本庄町袋103-1 http://byoinnavi.jp/clinic/172959
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富士歯科医院 1033 840-0514 佐賀県佐賀市富士町内野127-1 http://pc.fdoc.jp/hp/152512/

小山歯科医院 0948 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-5-15ロリエビル3F なし

小川歯科医院 1136 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2-1-1北口ビル1F http://ogawadent.com/

北村歯科医院 0165 840-0804 佐賀県佐賀市神野東2-5-26 http://websp01.com/kitamura/

こんどう矯正歯科 1002 840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-7ウチダビル3F http://www.kondokyousei.com/

西村歯科医院 1223 840-2105 佐賀県佐賀市諸富町諸富津104-1 http://www.nishimura-shika.or.jp/

にしだ歯科医院 1225 840-2223 佐賀県佐賀市東与賀町飯盛211-22 http://www.nishidashika.jp/

ひろ歯科クリニック 1201 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町藤木450-5 http://www.hiro-shika.com/

田辺歯科医院 0805 847-0056 佐賀県唐津市坊主町436-1
http://www.qq.pref.saga.jp/pb_dt_index/pb_dt_list/pb_dt_info/1063?fi
leout=1

長崎

吉武歯科医院 0312 850-0031 長崎県長崎市桜町8-1集栄堂ビル1F なし

松尾歯科ｸﾘﾆｯｸ 0066 850-0045 長崎県長崎市宝町5-5　平田ビル3F なし

医)浩生会　山田歯科医院 0448 850-0056 長崎県長崎市恵美須町3-6 http://www.i-koseikai-yamadashika.or.jp/

毛利歯科医院 0585 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町1-13毛利ビル3F http://nttbj.itp.ne.jp/0958291822/index.html

杉森歯科ｸﾘﾆｯｸ 1003 852-8143 長崎県長崎市川平町1204メディケアビル2F なし

よこやま歯科医院 0620 853-0004 長崎県五島市幸町8-25 なし

佐々木歯科医院 0612 857-0054 長崎県佐世保市栄町1-5 なし

歯科やまもとデンタルクリニック 1210 859-3234 長崎県佐世保市長畑町851-7 http://shika-yamamoto.com/

医)光武歯科医院 0705 811-5135 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦13 なし

さとう歯科 0769 851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷275-2 なし

熊本

アイ歯科・小児・矯正歯科 1240 860-0004 熊本県熊本市中央区新町2-4-18 http://www.ai-dc.jp/s_clinic.html

山根歯科医院 0206 860-0041 熊本県熊本市中央区細工町3-32 http://yamane-dental.jp/

ｻﾝﾎﾜｲﾄﾃﾞﾝﾀﾙｹｱｸﾘﾆｯｸ 1130 860-0803 熊本県熊本市中央区新市街1-11サンホワイトビル3F http://www.sun-white.jp/06.html

けいとく歯科 1155 860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町2-1 http://www.keitoku-shika.com/

医)平和会　添島歯科医院 0090 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町1-28-205桜町センタービル2F http://www.soejima-sika.com/

浜坂歯科医院 0366 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町8-4 http://www.fine-smile.com/

小野歯科医院 1041 861-8035 熊本県熊本市東区御領4-3-16 http://www.onodent.jp/

熊本ﾊﾟｰﾙ総合歯科クリニック 1258 862-0911 熊本県熊本市東区健軍3-24-22 http://www.par-dc.jp/

みなみ歯科医院 0772 863-0031 熊本県天草市南新町3-19 なし

きはら歯科医院 0799 866-0831 熊本県八代市萩原町2-11-45 なし

上田歯科医院 0655 866-0861 熊本県八代市本町2-3-31
http://mis.kumamoto.med.or.jp/medinfos/outpatient/iryo_id:41468c
ec6f62cfb44b1be110b7bf70c8362d8

井上歯科クリニック 1184 866-0883 熊本県八代市松江町字新開440-2 http://www.inouedc.com/

緒方歯科医院 0126 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町撞津久礼2381 なし

大分

姫野歯科医院 0138 870-0021 大分県大分市府内町3-8-1 http://nttbj.itp.ne.jp/0975323408/index.html

医)数野歯科･小児歯科 1062 870-0029 大分県大分市高砂町4-1 http://kazuno-dental.net/info.html

阿部歯科医院 1006 870-0034 大分県大分市都町1-3-22大同生命ビル1F http://nttbj.itp.ne.jp/0975324847/index.html

神山歯科医院 0518 870-0035 大分県大分市中央町1-2-22 http://iryo-joho.pref.oita.jp/info_detaild/show1/kikan_id/11221.html

せぐち歯科医院 1061 870-0815 大分県大分市南春日町9-8 http://www.fukuoka-sjcd.com/personal/seguchi/

はらおか歯科医院 0720 871-0162 大分県中津市永添130-1 http://iryo-joho.pref.oita.jp/info_detaild/show1/kikan_id/20136.html

宮崎

山内歯科医院 1009 880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛1032-1 http://www.haisha-guide.jp/clinic/183001

ひだか歯科医院 0949 880-0804 宮崎県宮崎市宮田町6-16 なし

黒木歯科医院 0511 880-0806 宮崎県宮崎市広島1-4-3 なし

前田歯科ｸﾘﾆｯｸ 1142 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-5-36 http://www.mdc-miyazaki.com/index.html

医)誠英会　土田歯科医院 0450 880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東1-3-6 http://www.tsuchida-dent.com/

加納歯科医院 1254 889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納甲1929-11 http://pc.fdoc.jp/hp/129558/

いわさき歯科医院 0772 882-0836 宮崎県延岡市恒富町4-148 http://www.nobeoka-da.org/iwasaki/iwasaki-sika.html

竹之下歯科医院 0364 885-0036 宮崎県都城市広原町3-15 なし

鹿児島

さこだ歯科クリニック 0284 890-0032 鹿児島県鹿児島市西陵8-28-11 なし

医)創恵会　尾立歯科医院 0273 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町2-53 http://www.odate-dc.jp/

五反田歯科 0382 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池1-12-14
http://www.8020kda.jp/webpat/newsview.php?mode=d&aid=209&ci
d=6&regional=7&cor1=phonetic&cad1=1&page=1

鴨池生協歯科クリニック 0727 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-8 http://kamoike-seikyo.jp/shika-kamoike.html

毛利歯科クリニック 0541 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6-6鴨池南国ビル2F http://www.mouri-dc.com/

藤宮歯科クリニック 0099 890-0066 鹿児島県鹿児島市真砂本町38-2藤崎ビル2F http://www.dentalsherlock.com/kagoshima/fujimiya/fujimiya.html

みやはら歯科医院 0441 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-30 なし

ｵｰﾗﾙｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 永田歯科 0642 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7-8GEエジソンビル１F http://www.kagoshima-doctor.net/area05/post-389.html

はやしかわ歯科 0199 892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町16　公社ビル1F http://www2.ocn.ne.jp/~thdental/

副島歯科医院 1268 892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町14-6 http://www1a.biglobe.ne.jp/soejima-dental-clinic/

中央ビル　野添歯科 0845 892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 http://www.haisha-guide.jp/clinic/162558

高見馬場歯科 0988 892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町11-30富士火災ビル１F http://dental.takamibaba.jp/

美佐歯科クリニック 0728 894-0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町11-14
http://www.8020kda.jp/webpat/newsview.php?mode=d&aid=530&ci
d=6&regional=26&cor1=phonetic&cad1=1&page=1

時吉歯科医院 0723 895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町38-8
http://www.8020kda.jp/webpat/newsview.php?mode=d&aid=546&ci
d=6&regional=17&cor1=phonetic&cad1=1&page=1

医)一元会　浜田歯科 0909 899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-4-5 http://nttbj.itp.ne.jp/0995450108/index.html

沖縄

イチロウ歯科 1103 900-0003 沖縄県那覇市安謝2-2-12ボストンハウス102 なし

けんし歯科医院 0996 900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-4-4久茂地YAKAビル4F http://www.kenshishika.com/

本永ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 0449 900-0032 沖縄県那覇市松山1-1-1 なし

ひまわり歯科 1257 901-0154 沖縄県那覇市赤嶺2-4-12 http://byoinnavi.jp/clinic/154547

なかむら歯科医院 0613 901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-6-5 なし

せせらき歯科クリニック 0671 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐2-21-13大栄マンションⅡ101 なし

RIO歯科クリニック 1063 903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3-28 なし
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都道府県 医院名 ＮＯ 〒 住所 URL(タウンページなど含)
おおにし歯科医院 0724 904-0034 沖縄県沖縄市山内2-7-19 なし

カムカム歯科医院 0773 904-2153 沖縄県沖縄市東2-25-5 http://kamukamu.info/

なかわか歯科医院 0838 904-2161 沖縄県沖縄市字古謝1139-1 http://nakawaka.jp/

グリーン歯科医院 0821 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬4-24-22 http://www.haisha-guide.jp/clinic/172830

たいら歯科クリニック 0721 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里472-2 http://tairasika.com/

かのう歯科医院 0166 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里543-3 http://miyakojima.net/byouin/dental3.html

上間歯科 0160 907-0004 沖縄県石垣市登町城126 http://www2.ocn.ne.jp/~uema/14.html
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