
（令和5年1月16日現在）

<下田市>

医院名 住所 電話番号

キクチ歯科医院 下田市河内149-4 0558-23-0568

細川歯科医院 下田市東中10-9 0558-22-8062

勝田歯科医院 下田市1-20-24 0558-22-0545

笹本歯科診療所 下田市2-1-20 0558-22-0138

菊池歯科医院 下田市2-12-26 0558-22-0701

田原歯科医院 下田市5-1-41 0558-22-0271

臼井歯科医院 下田市6-454-3 0558-22-2528

土屋歯科医院 下田市東本郷1-5-24 0558-22-1025

矯正歯科 兼松医院 下田市東本郷1-9-21 0558-22-7223

杉山歯科診療所 下田市西本郷1-7-20 0558-22-0205

渡辺歯科医院 下田市西本郷2-13-8 0558-22-3848

<東伊豆町>

医院名 住所 電話番号

川村歯科医院 賀茂郡東伊豆町奈良本250 0557-22-0123

森田歯科医院 賀茂郡東伊豆町片瀬564-14 0557-23-2204

村松歯科医院 賀茂郡東伊豆町稲取278-9 0557-95-5700

かとう歯科医院 賀茂郡東伊豆町稲取399-4 0557-95-2327

雲野歯科クリニック 賀茂郡東伊豆町稲取715 0557-95-5066

<河津町>

医院名 住所 電話番号

中村屋歯科医院 賀茂郡河津町田中207-5 0558-32-0655

庄内歯科クリニック 賀茂郡河津町浜146-4 0558-34-0711

ヒロ歯科クリニック 賀茂郡河津町浜157-2 0558-34-1234

<南伊豆町>

医院名 住所 電話番号

平野歯科医院 賀茂郡南伊豆町湊337-2 0558-62-0340

<松崎町>

医院名 住所 電話番号

中江歯科医院 賀茂郡松崎町松崎367 0558-42-2500

渡部歯科医院 賀茂郡松崎町江奈252-9 0558-42-2851

<西伊豆町>

医院名 住所 電話番号

F･デンタルクリニック 賀茂郡西伊豆町宇久須410-1 0558-54-6480

藤井歯科医院 賀茂郡西伊豆町宇久須834-3 0558-55-0321

田子歯科診療所 賀茂郡西伊豆町田子1010-16 0558-53-5588

事業所歯科健診実施医療機関一覧（東部地区）



<伊東市>

医院名 住所 電話番号

伊豆高原歯科医院 伊東市富戸1309-4 0557-35-9048

高川歯科医院 伊東市八幡野1189-58 0557-53-3057

はぎわら歯科 伊東市八幡野1194-30 0557-53-0026

ウノ歯科医院 伊東市八幡野1298-61 0557-54-3215

新谷歯科医院 伊東市宇佐美1609-5 0557-48-9602

小川歯科医院 伊東市宇佐美1782-9 0557-48-9054

上條歯科医院 伊東市宇佐美1874-21 0557-48-8141

仁田歯科医院 伊東市宇佐美1966-18 0557-47-0111

岡山歯科 伊東市湯川1-6-4 0557-37-3348

伊東中央歯科医院 伊東市中央町9-1 0557-37-0569

しまだ歯科医院 伊東市猪戸1-6-12 0557-38-2300

あかつき歯科医院 伊東市松川町3-2 0557-35-0721

米山歯科 伊東市桜木町1-2-4 0557-38-8536

井原歯科岡診療所 伊東市桜木町1-5-11 0557-37-6565

望月歯科医院 伊東市岡広町4-18 0557-32-4141

ちゃいるど歯科医院 伊東市松原本町16-16 0557-38-3336

飯田歯科医院 伊東市東松原町13-3 0557-38-6485

ホワイト歯科クリニック 伊東市竹の内1-5-13 0557-38-8148

鈴木歯科医院 伊東市竹の内2-1-4 0557-37-0324

土屋歯科診療所 伊東市竹の内2-4-20 0557-37-2392

石川歯科 伊東市銀座元町6-1 0557-37-4855

エムアイデンタルクリニック 伊東市南町2-3-23 0557-38-8831

鶴岡歯科医院 伊東市宮川町1-3-13 0557-37-4101

小出歯科医院 伊東市桜が丘2-5-8 1F 0557-38-3587

エトワール歯科クリニック 伊東市広野1-1-26 0557-36-2825

石井歯科医院 伊東市静海町4-20 0557-36-4141

ひだ歯科医院 伊東市川奈1228-210 0557-45-4545

みどり歯科クリニック 伊東市川奈1230-19 川奈駅前ビル東館2F 0557-45-6487

難波歯科医院
伊東市玖須美元和田720-143
伊東ショッピングプラザデュオ2F

0557-38-0155

前島歯科医院 伊東市玖須美元和田727-71 0557-32-3311

富士見歯科医院 伊東市玖須美元和田730 0557-36-3703

モモセ歯科クリニック 伊東市大原3-15-20 0557-36-8867

下村歯科医院 伊東市吉田404 0557-45-4677

南島歯科医院 伊東市吉田758-12 0557-44-2618

小林歯科医院 伊東市荻147-3 0557-37-6661

エンゼル歯科クリニック 伊東市鎌田957-1 0557-35-1355

<熱海市>

医院名 住所 電話番号

立山歯科医院 熱海市桃山町18-13 0557-81-6480

谷口歯科診療所 熱海市銀座町13-4 0557-81-3876

本田歯科医院 熱海市銀座町14-25 0557-81-4200



<熱海市>

医院名 住所 電話番号

セントラル歯科 熱海市中央町1-9 中央ビル2F 0557-83-3136

ツイキ歯科医院 熱海市中央町19-27 對木ビル3F 0557-83-1183

石田歯科医院 熱海市水口町4-18 0557-83-6105

井上歯科医院 熱海市清水町5-15 0557-81-4224

やまだ歯科医院 熱海市清水町6-27 ニュー山田ビル2F 0557-81-2776

野本歯科医院 熱海市清水町1-14 0557-83-3111

野田デンタルクリニック 熱海市清水町21-7 石井ビル1F 0557-82-8666

谷口歯科医院 熱海市昭和町20-13 0557-82-6678

二見歯科医院 熱海市上多賀850 0557-67-1201

佐藤歯科医院 熱海市下多賀182 0557-67-1525

土屋歯科医院 熱海市下多賀906-5 0557-68-1958

<伊豆市>

医院名 住所 電話番号

もり歯科クリニック 伊豆市柏久保523-10 0558-74-0648

石井歯科医院 伊豆市柏久保1302 0558-72-0137

遠藤歯科医院 伊豆市小立野5-19 0558-72-0186

宮内歯科医院 伊豆市大平160-13 0558-72-6010

あぶの歯科 伊豆市修善寺26 0558-72-0628

柿宇土歯科医院 伊豆市修善寺763-1 0558-72-7676

池原歯科医院 伊豆市城57-6 0558-83-1660

フジ歯科医院 伊豆市城61-7 0558-83-2250

モリタデンタルクリニック 伊豆市八幡256-2 0558-75-2222

つちや歯科医院 伊豆市湯ケ島208-1 0558-85-1771

小長谷歯科医院 伊豆市土肥2765-11 0558-98-2030

<伊豆の国市>

医院名 住所 電話番号

いちごデンタルクリニック 伊豆の国市南條147-1 055-940-0118

はる歯科クリニック 伊豆の国市南條479 055-949-3813

村田歯科医院 伊豆の国市南條832-2 055-949-2404

寺田歯科 伊豆の国市中條267-5 055-949-7600

渡邊歯科医院 伊豆の国市四日町字轡堰39-1 055-949-0073

あおば歯科医院 伊豆の国市四日町530-1 055-949-8000

堀江歯科医院 伊豆の国市原木1-1 055-949-0080

山口歯科クリニック 伊豆の国市原木字上町123-10 055-949-8800

にとう歯科クリニック 伊豆の国市奈古谷1370-3 055-928-6480

吉本歯科医院 伊豆の国市古奈222 055-948-1244

杉本歯科 伊豆の国市古奈305-6 055-948-0263

椎貝歯科クリニック 伊豆の国市小坂468-1 055-948-1110

大森歯科医院 伊豆の国市長岡81-1 055-948-4334

池田歯科医院 伊豆の国市長岡138-5 055-947-6480

小野歯科医院 伊豆の国市長岡1102 055-947-1122



<伊豆の国市>

医院名 住所 電話番号

山田歯科クリニック 伊豆の国市南江間1107-8 055-948-3539

まきの歯科クリニック 伊豆の国市田京38-2 0558-76-1777

カワムラ歯科医院 伊豆の国市田京698-10 0558-76-4836

西島歯科クリニック 伊豆の国市御門字横田52-2 0558-77-1182

ひだまりおとなこども歯科 伊豆の国市吉田151-7 0558-76-4212

塚本歯科医院 伊豆の国市大仁282 0558-76-1039

神田歯科医院 伊豆の国市大仁437-1 0558-76-1350

鈴木歯科医院 伊豆の国市大仁532 0558-76-1076

梅原歯科医院 伊豆の国市大仁881 0558-72-8383

<沼津市（戸田地区）>

医院名 住所 電話番号

山田歯科医院 沼津市戸田522 0558-94-4618

森田歯科医院 沼津市戸田1574-17 0558-94-4187

<函南町>

医院名 住所 電話番号

向笠歯科医院 田方郡函南町平井906 メゾン松柏 055-979-6523

ミエ歯科医院 田方郡函南町柏谷字南養93-6 055-956-7423

ウエムラ歯科医院 田方郡函南町柏谷993-3 055-979-3339

杉本秀歯科医院 田方郡函南町仁田34-28 055-978-6480

いで歯科医院 田方郡函南町上沢25-2 055-979-1180

わかば歯科クリニック 田方郡函南町間宮63-3 055-944-6402

みやはら歯科 田方郡函南町間宮607-3 055-957-0058

ルピア歯科医院 田方郡函南町間宮643-1 055-979-0811

中條歯科医院 田方郡函南町間宮685-1 055-978-8803

高橋デンタルクリニック 田方郡函南町間宮895-6 055-977-6966

つしま歯科医院 田方郡函南町塚本276-3 055-978-8811

芹澤歯科医院 田方郡函南町塚本970 055-978-3154

きのうち歯科医院 田方郡函南町塚本980-8 055-944-6256

さくらい歯科医院 田方郡函南町肥田60 055-979-8615

<三島市>

医院名 住所 電話番号

みうら歯科医院 三島市初音台25-1 055-973-1211

米山デンタルオフィス 三島市壱町田51-1 055-988-0666

かまた歯科クリニック 三島市文教町1-1-35 055-980-5505

後藤歯科医院 三島市文教町2-1-17 055-986-8776

みちこデンタルクリニック 三島市一番町2-18 055-983-2339

歯科シズオカクリニック 三島市泉町1-40 055-973-0118

友デンタルクリニック 三島市寿町5-7 M･F･N Eternity 1F 055-955-9022

田村歯科医院 三島市徳倉1-12-31 055-980-1800

芙蓉台デンタルクリニック 三島市徳倉838-42 055-986-4818



<三島市>

医院名 住所 電話番号

ないとう歯科医院 三島市徳倉876-26 055-988-9087

鈴木歯科クリニック 三島市徳倉921 055-987-5798

渡辺歯科クリニック 三島市萩188 055-980-6655

平川歯科医院 三島市萩320-47 055-986-3989

遠藤歯科医院 三島市佐野191 055-992-1139

かげしま歯科 三島市谷田並木296-19 055-971-2881

S.D.Cさいとう歯科クリニック 三島市谷田夏梅木664-5 055-981-2002

半田歯科医院 三島市大場122-4 055-977-1234

斉藤歯科クリニック 三島市大場164-5 055-977-1110

すぎやま歯科クリニック 三島市大場575-1 055-982-0418

わたなべ歯科 三島市梅名111-1 055-984-1900

ヨシダ歯科医院 三島市梅名284-12 055-977-4511

賢歯科医院 三島市梅名439-1 055-984-3115

ヒロ歯科医院 三島市梅名516-3 055-977-8241

杉山歯科医院 三島市八反畑132-7 055-971-3230

鈴木歯科医院 三島市御園77-3 055-977-6678

しんゆう歯科 三島市御園480-24 055-955-7801

中郷歯科医院 三島市長伏42-7 055-977-5551

髙木歯科医院 三島市長伏128-4 055-977-8880

星山歯科医院 三島市東本町1-10-31 055-975-1079

土と光ともりの歯医者さん 三島市中101-1 055-973-2358

アテナデンタルメンテナンス 三島市新谷18-4 055-950-8874

日野原歯科クリニック 三島市南田町2-14 055-973-1085

にしはら歯科 三島市南町17-18 055-971-1177

小野歯科医院 三島市加屋町3-15 055-972-8234

三宅歯科医院 三島市加屋町10-20 055-975-2724

山口歯科医院 三島市栄町1-24 055-976-5557

細川歯科医院 三島市東町13-26 055-981-3200

まつうらデンタルクリニック 三島市大社町1-24 055-983-3871

サクラ歯科 三島市大社町8-30 055-975-8868

吉村歯科医院 三島市北田町3-55 055-972-1188

菊地歯科 三島市本町2-8 055-981-4090

浅井歯科診療所 三島市本町2-9 055-975-0527

山本歯科医院 三島市本町5-6 055-975-0119

田中歯科医院 三島市本町8-34 055-981-0118

北岡歯科医院 三島市広小路町5-9 055-972-8119

杉山矯正歯科 三島市広小路町13-4 キミサワビル3F 055-973-6480

広小路だいとう歯科 三島市広小路町13-10 055-975-0214

みしま歯内治療院 三島市芝本町1-43 東陽社ビル1F 050-5369-5638

長野歯科医院 三島市芝本町5-29 055-975-2740

鈴木歯科医院 三島市中央町1-12 055-975-0023

栗原歯科医院 三島市中央町1-31 055-975-1078

三島中央町たきの歯科 三島市中央町1-40 1F 055-957-1718



<御殿場市>

医院名 住所 電話番号

あおぞら歯科 御殿場市北久原593-2 0550-84-0181

八幡通り歯科医院 御殿場市北久原613-11 0550-82-5595

勝又歯科医院 御殿場市二枚橋64-2 0550-82-1829

二枚橋歯科医院 御殿場市二枚橋230-3 0550-81-4618

渡辺歯科医院 御殿場市二枚橋297-1 0550-83-7611

たきがわ矯正歯科 御殿場市東田中1-18-10 フォーラム21 0550-82-2255

はだ歯科医院 御殿場市東田中1446-19 0550-83-1883

そのだ歯科 御殿場市東田中1909-6 0550-81-4182

江本歯科医院 御殿場市御殿場542-1 0550-82-1243

ヤナカ歯科医院 御殿場市神山1110-16 0550-87-0022

エコーデンタルクリニック 御殿場市大坂482 0550-87-7777

ふじおか歯科医院 御殿場市中山466-1 0550-87-3323

江塚歯科医院 御殿場市中清水234-1 0550-87-3141

第一歯科医院 御殿場市茱萸沢68-1 0550-89-8181

玉穂歯科診療所 御殿場市茱萸沢719-1 0550-89-1010

いしだ歯科 御殿場市ぐみ沢1143-4 0550-88-2850

矢後歯科医院 御殿場市萩原73-1 0550-84-1070

杉山歯科医院 御殿場市萩原504-26 0550-83-2155

豊山歯科医院 御殿場市萩原740 0550-83-0418

おおば歯科 御殿場市萩原992-246 0550-80-1182

小宮山歯科医院 御殿場市新橋1796-3 0550-82-2336

梶本歯科医院 御殿場市新橋1879-1 0550-82-2755

ファミリー歯科医院 御殿場市新橋1938-10 ふじのやビル2F 0550-83-6563

梶本弘歯科医院 御殿場市新橋1936-5 0550-82-4182

長島歯科医院 御殿場市新橋1990-2 村太屋ビル2F 0550-84-0120

アレフ歯科クリニック 御殿場市新橋673-1 0550-84-2288

いなば歯科クリニック 御殿場市新橋1584-3 0550-84-1080

さとう歯科医院 御殿場市新橋2077-4 0550-82-8100

岩瀬歯科医院 御殿場市川島田426-1 0550-83-8989

あざみはら歯科医院 御殿場市川島田944-1 0550-89-8027

フジ虎ノ門整形外科病院 御殿場市川島田1067-1 0550-89-7872

ひまわり歯科クリニック 御殿場市保土沢454-1 0550-89-7530

<裾野市>

医院名 住所 電話番号

ベルの木歯科 裾野市深良777-7 055-992-7777

スマイル歯科医院 裾野市深良3066-5 055-997-1610

うさぎ歯科医院 裾野市葛山767-2 055-997-5918

ホワイト歯科医院 裾野市御宿36-1 055-997-4071

さなだ歯科医院 裾野市御宿1291-1 055-997-2100

室伏歯科医院 裾野市公文名220-3 055-992-2439

松本歯科医院 裾野市千福が丘1-10-35 055-993-8711

梶歯科医院 裾野市石脇111-9 055-994-1344



<裾野市>

医院名 住所 電話番号

中原歯科医院 裾野市佐野850 055-993-3300

ひだまり歯科クリニック 裾野市佐野919-1 055-955-7827

服部歯科医院 裾野市佐野1069-2 055-992-0011

歯科クリニックみよし 裾野市佐野1089 055-994-1900

飯塚歯科医院 裾野市茶畑字境川952-6 055-993-1077

カシワ木歯科医院 裾野市茶畑字金山256-4 055-993-6108

なかじま歯科医院
裾野市伊豆島田819-4
ルインズワタナベ1F

055-995-1000

わたなべ歯列矯正クリニック 裾野市平松456-1 リヴィエール101 055-993-9350

しおみ歯科医院 裾野市平松521-2 055-992-0202

<小山町>

医院名 住所 電話番号

小野歯科医院 駿東郡小山町生土6-1 0550-76-0073

大木歯科医院 駿東郡小山町藤曲584-12 0550-76-4188

村井歯科医院 駿東郡小山町吉久保447-3 0550-76-5500

わかば歯科医院 駿東郡小山町一色331-1 0550-78-1245

すずき歯科医院 駿東郡小山町用沢317-9 0550-78-1357

須走歯科医院 駿東郡小山町須走278-4 0550-75-2028

<長泉町>

医院名 住所 電話番号

スルガ平デンタルクリニック 駿東郡長泉町東野515-92 055-988-0120

米山歯科医院 駿東郡長泉町南一色311-1 055-988-8211

宇治川歯科口腔外科クリニック 駿東郡長泉町納米里67-3 055-989-1922

西島歯科医院 駿東郡長泉町納米里72 055-988-3162

吉田歯科医院 駿東郡長泉町納米里211-5 055-987-6118

牧野歯科医院 駿東郡長泉町下長窪431-1 055-988-1184

勝又歯科医院 駿東郡長泉町上土狩668-6 055-989-4726

くじら小児･矯正歯科
駿東郡長泉町中土狩60-1
ホーリーアベニュー1F

055-988-0711

めぐろ歯科 駿東郡長泉町中土狩523-3 055-980-6480

新美歯科オーラルケア 駿東郡長泉町下土狩33-8 スワベビル2F 055-988-8239

池田歯科診療所 駿東郡長泉町下土狩106-12 055-975-2719

MI総合歯科クリニック 駿東郡長泉町下土狩181-4 055-988-1185

栗田歯科医院 駿東郡長泉町下土狩509-26 055-986-1667

秋山歯科医院 駿東郡長泉町下土狩1049-14 055-986-1390

米山歯科クリニック 駿東郡長泉町下土狩1375-1 055-988-0880

Naoデンタルクリニック 駿東郡長泉町下土狩1379-3 055-980-6400

タケダ歯科医院 駿東郡長泉町本宿425-8 055-989-3638

瀬川歯科医院 駿東郡長泉町桜堤2-4-5 055-988-8904



<清水町>

医院名 住所 電話番号

大城歯科医院 駿東郡清水町新宿819-2 055-973-2900

ゆきひこ歯科医院 駿東郡清水町玉川81-12 055-973-6841

会田歯科医院 駿東郡清水町玉川185-1 055-972-0418

木の花歯科医院 駿東郡清水町堂庭72-6 055-972-0097

こうざい歯科クリニック 駿東郡清水町堂庭187-10 055-928-5434

杉沢歯科医院 駿東郡清水町柿田209-9 055-975-4618

メイヨ歯科医院 駿東郡清水町長沢311-9 055-972-3846

なかがわ歯科 駿東郡清水町長沢881-5 スズキビル1F 055-973-7777

太田歯科医院 駿東郡清水町長沢959-2 055-972-1318

しんあい歯科医院 駿東郡清水町伏見250-19 055-973-6686

中里歯科医院 駿東郡清水町伏見264-17 055-976-1818

さきかわ歯科医院 駿東郡清水町伏見649-7 055-976-8241

せき歯科クリニック 駿東郡清水町的場1-9 055-981-2633

森島デンタルクリニック 駿東郡清水町徳倉411-4 055-934-4618

さいとう歯科医院 駿東郡清水町徳倉1586-3 055-933-3918

渡辺歯科医院 駿東郡清水町徳倉1605-43 055-931-1236

<沼津市>

医院名 住所 電話番号

根方街道まや歯科医院 沼津市東沢田233-8 055-957-1186

デンタルオフィスみなと 沼津市本田町5-17 055-926-8241

ベル歯科医院 沼津市中沢田290-4 055-924-8088

宮内歯科医院 沼津市中沢田466-1 055-925-8217

きのした歯科クリニック 沼津市岡宮1124-2 055-925-3381

石田歯科医院 沼津市岡一色128-21 055-922-3990

平原歯科クリニック 沼津市大岡517-4 鈴福ビル1F 055-952-1101

さとう歯科医院 沼津市大岡810-26 055-920-3515

土屋歯科医院 沼津市大岡1142-1 055-962-3136

佐野歯科クリニック 沼津市大岡1420-3 055-951-0522

おざわ歯科医院 沼津市大岡1541-4 055-951-2534

パートナー歯科 沼津市大岡1719-1-101 055-951-1150

三津間歯科医院 沼津市大岡1756-33 055-951-3777

稲玉歯科医院 沼津市大岡1881-3 ベルメゾン93'101 055-923-4735

芹澤歯科医院 沼津市大岡1962 055-922-5161

津野歯科医院 沼津市大岡2275-6 055-921-5164

増田デンタルクリニック 沼津市大岡2437-1 大岡駅前ビル1F 055-922-0705

わたり歯科医院 沼津市大岡3809-5 055-923-1902

はせがわ歯科 沼津市三枚橋日ノ出町383-8 055-923-8100

大川矯正歯科クリニック 沼津市杉崎町7-5 055-922-3338

ウエダ歯科 沼津市平町15-10 上田ビル2F 055-963-7070

野口歯科医院 沼津市三枚橋町6-5 055-963-0050

城内歯科医院 沼津市三枚橋町13-9 055-962-2612

大島歯科医院 沼津市筒井町2-6 055-925-0776



<沼津市>

医院名 住所 電話番号

飯島歯科医院 沼津市五月町5-11 055-921-8150

松本デンタルクリニック 沼津市米山町2-3 055-943-7350

はんがい歯科医院 沼津市米山町2-7 石原ビル1F 055-925-0003

石原矯正歯科 沼津市米山町2-7 石原ビル2F 055-925-0045

梅田歯科医院 沼津市米山町2-29 梅田ビル1F 055-921-3338

アップル歯科医院 沼津市新宿町8-3 055-923-8050

けやきデンタルクリニック 沼津市寿町798-1 055-924-2550

鈴木歯科医院 沼津市北高島町4-11 055-922-2888

えがわ歯科矯正歯科 沼津市高島本町11-15 頴川ビル1F 055-923-6480

池田歯科医院 沼津市北高島町13-30 055-929-2000

小野歯科医院 沼津市高島町8-1 055-921-9053

ソデ歯科医院 沼津市高島町27-11 055-921-2720

むらまつ歯科医院 沼津市高沢町4-25 055-926-4180

れいこ歯科 沼津市高沢町9-19 055-923-8388

桜井歯科医院 沼津市沼北町1-5-17 055-921-1008

あさひデンタルクリニック 沼津市沼北町2-11-18 055-941-8148

植松歯科医院 沼津市若葉町17-27 055-924-3535

中ノ森歯科医院 沼津市緑ケ丘2-10 055-923-6784

渡辺歯科医院 沼津市花園町5-3 055-921-0541

鈴木歯科クリニック 沼津市志下178-2 055-934-1111

わたなべ歯科医院 沼津市志下430-1 055-931-5445

石渡歯科クリニック 沼津市東椎路88-11 055-923-4858

岡山デンタルクリニック 沼津市西椎路118-1 055-967-2322

杏林歯科 沼津市西椎路193 055-967-1487

あしたか歯科医院 沼津市西椎路487-1 055-939-8070

伊東歯科医院 沼津市大塚141-1 055-967-2525

原田歯科医院 沼津市大塚327-3 055-967-5566

庵原町中歯科医院 沼津市原町中1-3-10 055-969-1000

西家歯科医院 沼津市原198 055-966-0007

いくこ歯科医院 沼津市原655-15 055-968-4618

町田歯科クリニック 沼津市原720 055-967-6062

ごとう歯科医院 沼津市原1418-45 055-966-5511

ながさわ原町歯科医院 沼津市原1764-1 055-969-2212

サトウ歯科 沼津市石川163 055-966-2035

ヤマダデンタルオフィス 沼津市大手町1-1-3 パレットビル9F 055-954-3322

亀井歯科医院 沼津市大手町1-1-9 055-962-0995

にいづま歯科 沼津市大手町2-7-17 大手町ハイツ2F 055-964-2110

K.L.T.川口メモリアル歯科 沼津市大手町3-2-20 サンフォーレビル3F 055-963-5841

ミノベ歯科医院 沼津市大手町3-3-2 稲葉大手町ビル3F 055-951-0299

i DENTAL CLINIC 沼津市大手町3-4-12 杉山ビル2F 055-951-7088

いしわた歯科医院 沼津市大手町4-3-40 055-962-2124

くわはら矯正歯科医院 沼津市大手町5-5-3 森田ビル5F 055-962-0388

神田歯科医院 沼津市大手町5-6-2 055-951-6480



<沼津市>

医院名 住所 電話番号

笹本歯科 沼津市大手町5-6-7 ヌマヅスルガビル5F 055-951-2815

山本歯科 沼津市上土町43-2 055-962-5487

山本矯正歯科 沼津市上土町43-2 055-952-8741

カナリヤ歯科医院 沼津市添地町41 055-954-5454

増山歯科医院 沼津市添地町125 055-962-2176

庵原歯科医院 沼津市添地町149 055-963-2468

あさい歯科クリニック 沼津市錦町648-18 055-963-5226

長尾歯科医院 沼津市上香貫宮原町1505 055-931-3780

三宅歯科医院 沼津市玉江町7-35 055-931-3967

黒木歯科診療所 沼津市本郷町22-18 055-931-3367

すんとう歯科クリニック 沼津市大平138-1 055-933-3418

塚本歯科クリニック 沼津市下香貫前原1499-1 055-934-8020

古屋歯科医院 沼津市下香貫藤井原1618-6 055-933-4435

光野歯科クリニック 沼津市下香貫大久保2295-14 055-934-0077

牛臥歯科診療所 沼津市下香貫塩場3079-11 055-932-0065

敬愛歯科医院 沼津市下香貫下障子3151-5 055-931-0100

片岡歯科口腔外科醫院 沼津市下香貫樋ノ口1710-2 055-931-2009

あん歯科クリニック 沼津市下香貫樋ノ口1718-8 055-957-7878

せりざわ歯科医院 沼津市我入道江川16-26 055-932-7070

小児歯科よしいけ 沼津市市場町7-8 055-932-6106

矢田歯科医院 沼津市御幸町10-27 055-931-0157

鎌田歯科医院 沼津市御幸町24-46 055-933-9700

堀江歯科医院 沼津市三園町2-11 055-931-8181

中島歯科医院 沼津市三園町9-14 055-932-7177

鈴木歯科医院 沼津市吉田町28-26 055-931-1192

きくた歯科医院 沼津市下河原町3-11-15 055-951-4628

望月歯科医院 沼津市宮町11 055-962-2717

栗田歯科医院 沼津市幸町4 055-962-2687

シラカベ歯科医院 沼津市本字下一丁田889-7 055-952-3333

せきざわ歯科医院 沼津市西間門227-4 055-951-6123

わたなべ歯科クリニック 沼津市松長780-1 055-968-1700

片浜ベース歯科 沼津市松長921-6 ドリーミー片浜101 055-957-4649

酒井歯科医院 沼津市今沢340 055-968-1551

加藤歯科医院 沼津市北今沢16-1 055-966-4841

松永歯科 沼津市八幡町2-2 055-963-8814

庄司歯科医院 沼津市本町9 055-962-1122

中野歯科医院 沼津市下本町50 055-962-1075

浅井歯科医院 沼津市浅間町251 055-962-2157

パル博愛歯科 沼津市末広町4 055-962-0432

中央歯科医院 沼津市末広町28 055-962-3788

旭歯科医院 沼津市末広町67 055-962-2521

増田歯科医院 沼津市新町404 055-962-0195



<富士市>

医院名 住所 電話番号

西村歯科医院 富士市岩本102-1 0545-64-2211

はせがわ歯科医院 富士市岩本132-15 0545-65-6600

遠藤歯科医院 富士市松本137-1 0545-63-3910

武田デンタルクリニック 富士市松本372-8 0545-67-3663

長谷川歯科医院 富士市本市場158-1 0545-61-0529

かわむら歯科クリニック 富士市中島314-1 0545-32-6000

ホシナ歯科クリニック 富士市中島458-7 0545-62-1177

ごとう歯科 富士市中島496-5 0545-60-5775

大塔歯科クリニック 富士市松岡346-5 0545-63-6363

鈴木歯科クリニック 富士市松岡362-5 0545-64-5455

久保田歯科医院 富士市松岡991 0545-61-0935

志田歯科医院 富士市松岡1359-2 0545-63-7755

清水歯科 富士市加島町2-12 0545-64-2902

太田歯科医院 富士市加島町4-1 0545-63-1312

和田歯科クリニック 富士市平垣本町6-41 0545-64-6664

若月歯科医院 富士市富士町7-13 ひかりビル2F 0545-64-3875

宮本歯科 富士市富士町14-3 0545-61-6464

吉田歯科クリニック 富士市富士町16-18 0545-64-6066

近藤歯科医院 富士市平垣140-2 0545-64-4440

元町歯科医院 富士市元町12-27 0545-61-8885

あおぞら歯科 富士市元町18-6 0545-65-6777

小山矯正歯科クリニック 富士市元町19-1 0545-63-7771

マコト歯科医院 富士市水戸島2-23-5 0545-65-2515

望月歯科クリニック 富士市水戸島110-5 0545-62-0901

塔の木歯科医院 富士市蓼原22 0545-61-1184

植松秀紀歯科医院 富士市蓼原64-2 0545-61-8148

秋庭歯科医院たごのうら 富士市中丸196-8 0545-60-6058

貝通丸歯科 富士市中丸397-1 0545-61-2174

大内歯科医院 富士市横割1-5-7 0545-60-3718

秋庭歯科･矯正歯科クリニック 富士市横割1-19-15 0545-61-2198

北條歯科医院 富士市横割6-9-39 0545-61-3768

中澤歯科医院 富士市宮島112-2 0545-60-6480

吉田歯科医院 富士市宮島818-6 0545-64-2605

はじめ歯科 富士市宮島983-2 0545-65-8811

渡井デンタルクリニック 富士市五貫島78-2 0545-64-3400

水上歯科医院 富士市宮下97-8 0545-60-2122

影山歯科 富士市森島434-3 0545-64-6464

飯田歯科医院 富士市本市場町718 0545-64-5766

やまざき歯科クリニック 富士市川成新町273 0545-63-4618

よねやまクリニック よねやま歯科 富士市今泉1-11-8 0545-52-0275

庵原歯科医院 富士市今泉1-11-36 0545-52-5506

片岡歯科医院 富士市今泉2059-20 0545-53-8781

神谷歯科クリニック 富士市今泉3983-14 0545-23-1616



<富士市>

医院名 住所 電話番号

鈴川鈴木歯科医院 富士市鈴川本町8-14 0545-33-0059

尾崎歯科医院 富士市鈴川町6-6 0545-33-0416

石塚歯科医院 富士市鈴川町9-28 0545-32-1778

杉山歯科クリニック 富士市依田原町3-2 0545-51-5120

ふじ歯科口腔外科クリニック 富士市南町4-12 0545-67-0118

加藤歯科医院 富士市御幸町13-6 0545-53-7562

片岡歯科医院 富士市高嶺町10-3 0545-52-5603

よしの歯科医院 富士市錦町1-15-25 0545-57-1188

東海歯科医院 富士市青島町174-1 0545-53-1147

大松歯科医院 富士市高島町29 0545-53-8170

植田歯科医院 富士市吉原1-2-3 0545-52-1204

かたおか矯正歯科医院 富士市吉原2-6-3 0545-52-0321

斉藤歯科医院 富士市吉原4-7-22 0545-53-1116

後藤歯科医院 富士市吉原4-9-13 0545-52-0834

鈴木歯科医院 富士市吉原4-18-9 0545-52-0876

秋元歯科医院 富士市中央町2-1-12 0545-52-4809

田辺歯科医院 富士市永田町1-90 0545-52-0300

やしき歯科医院 富士市永田町2-28-2 0545-54-1108

むらかみ歯科クリニック 富士市日乃出町139 0545-51-1051

小沢歯科医院 富士市永田北町6-21 0545-57-6677

坂田歯科医院 富士市伝法2646-1 0545-52-7401

渡辺矯正歯科医院 富士市伝法2820-3 0545-57-5123

秋庭歯科･矯正歯科医院 富士市浅間上町13-41 0545-52-3712

小川歯科医院 富士市浅間本町6-10 0545-57-4793

コスモ歯科医院 富士市大渕174-16 0545-21-0102

小野歯科医院 富士市大渕2863-3 0545-36-1588

ヒロ歯科医院 富士市大渕3119-11 0545-35-6480

石井歯科医院 富士市神戸字島原15-2 0545-21-8888

望月歯科医院 富士市神戸736-1 0545-21-7112

斉藤歯科医院 富士市一色210-1 0545-21-0185

木村歯科医院 富士市中野616-2 0545-36-1555

加藤歯科医院 富士市増川新町125 0545-34-7777

土屋歯科医院 富士市中里247-20 0545-38-2832

鈴原歯科医院 富士市中里2556-4 0545-32-0606

荻野歯科医院 富士市富士岡1462 0545-38-0107

菊池歯科医院 富士市比奈1088-1 0545-34-2991

加藤歯科医院 富士市比奈1171-3 0545-34-1117

鈴木歯科医院 富士市比奈1496-2 0545-34-0149

窪田歯科医院 富士市富士見台6-3-2 0545-21-8773

鈴福歯科医院 富士市原田401-8 0545-53-0130

小池歯科医院 富士市石坂84-3 0545-51-5600

千葉歯科クリニック 富士市厚原119 0545-30-9479

マキノ歯科医院 富士市厚原594-2 0545-71-6432



<富士市>

医院名 住所 電話番号

桐戸歯科医院 富士市厚原937-43 0545-71-2777

あつはら秋庭歯科クリニック 富士市厚原1319-10 0545-72-6707

こぐれ歯科クリニック 富士市厚原1427-21 0545-71-6683

渡辺歯科 富士市久沢229-1 0545-71-6600

鈴木歯科医院 富士市久沢543 0545-71-0648

植松歯科医院 富士市鷹岡本町2-1 0545-71-8395

大村歯科医院 富士市鷹岡本町3-46 0545-71-2714

井出歯科医院 富士市入山瀬2-3-76 0545-71-5725

てんま歯科 富士市天間535-15 0545-73-1418

富士根歯科医院 富士市天間1321-1 0545-71-5765

尾崎歯科医院 富士市北松野1817-5 0545-85-2028

上野泰治歯科診療所 富士市南松野2533 0545-85-0300

立花歯科医院 富士市岩渕763-1 0545-81-0057

望月歯科医院 富士市岩渕970-2 0545-81-2248

秋庭歯科医院 富士市中之郷1229-2 0545-81-0121

<富士宮市>

医院名 住所 電話番号

窪田歯科医院 富士宮市万野原新田2906-13 0544-28-4118

ゆざわ歯科 富士宮市万野原新田3893-4 0544-22-5200

清歯科医院 富士宮市ひばりが丘985 0544-26-8603

桑原歯科医院 富士宮市宮原385-1 0544-23-7377

外神歯科医院 富士宮市外神2218-11 0544-58-8886

ちはる歯科 富士宮市大岩118-23 0544-28-3030

愛歯科クリニック 富士宮市富士見ヶ丘419-1 0544-22-2477

万野原歯科医院 富士宮市舞々木町341 0544-23-4311

ホワイト歯科医院 富士宮市粟倉南町112 0544-26-0648

小林歯科医院 富士宮市粟倉南町138 0544-24-8280

安田歯科医院 富士宮市小泉409-3 0544-24-8010

鈴木ファミリー歯科 富士宮市小泉1118-1 0544-26-5675

秋山歯科医院 富士宮市小泉1933-8 0544-24-2045

みつ歯科クリニック 富士宮市小泉1966-3 0544-25-7777

小泉歯科医院 富士宮市小泉2169-14 0544-23-6468

小松歯科クリニック 富士宮市前田町79-2 0544-29-7277

寺西歯科医院 富士宮市西小泉町34-1 0544-26-2803

赤池歯科医院 富士宮市神田川町13-1 0544-23-5220

清水歯科医院 富士宮市浅間町8-3 0544-23-5818

米山歯科クリニック 富士宮市黒田199-9 0544-28-2000

野中歯科クリニック 富士宮市野中910-1 0544-24-2043

サトウ歯科 富士宮市野中990-9 0544-23-0288

パル佐野歯科医院 富士宮市淀川町8-8 0544-22-2227

風岡歯科医院 富士宮市淀川町26-13 0544-23-0614

泉町歯科クリニック 富士宮市泉町652 0544-28-4618



<富士宮市>

医院名 住所 電話番号

中澤歯科クリニック 富士宮市中島町361-1 0544-22-0648

芝切歯科医院 富士宮市淀師85-3 0544-27-2511

かぶらぎ歯科 富士宮市淀師1532-2 0544-25-8222

和田歯科クリニック 富士宮市宝町9-17 0544-23-3770

森本歯科医院 富士宮市西町5-7 0544-26-3080

遠藤歯科医院 富士宮市西町6-24 0544-26-8888

ふかせ歯科医院 富士宮市西町28-7 0544-24-8181

中央歯科クリニック 富士宮市若の宮町227 0544-26-1810

佐野歯科医院 富士宮市元城町19-8 0544-27-2931

髙木歯科医院 富士宮市中央町13-4 0544-26-2910

鈴木歯科医院 富士宮市大宮町32-10 0544-26-3917

内山歯科医院 富士宮市宮町8-12 0544-23-3306

伊波歯科医院 富士宮市宮町13-5 0544-27-3236

富士宮歯科医院 富士宮市東阿幸地583 0544-23-5050

上杉歯科医院 富士宮市矢立町661 0544-26-5634

平田歯科医院 富士宮市弓沢町213 0544-26-3867

若林歯科クリニック 富士宮市田中町185-6 0544-25-2588

井出歯科医院 富士宮市下条127-2 0544-58-1841

村野歯科医院 富士宮市長貫1131-5 0544-65-0067

長谷川歯科クリニック 富士宮市内房3195-1 0544-65-1800



（令和5年1月16日現在）

<静岡市清水区>

医院名 住所 電話番号

望月歯科医院 静岡市清水区由比432-4 054-376-0072

安藤歯科医院 静岡市清水区由比町屋原126 054-375-3035

平田歯科医院 静岡市清水区由比町屋原156-3 054-375-5255

折原歯科医院 静岡市清水区蒲原新栄145-2 054-385-4180

宇佐美歯科医院 静岡市清水区蒲原3-23-12 054-385-2021

岩辺歯科医院 静岡市清水区蒲原小金447-3 054-385-2254

はまかぜ歯科 静岡市清水区蒲原堰沢180-1 054-385-2182

タムラ歯科 静岡市清水区石川新町1-20 054-364-8244

クボタ歯科医院 静岡市清水区押切823-1 054-347-1766

いぬい歯科医院 静岡市清水区押切939-15 054-625-5100

クリタ歯科医院 静岡市清水区押切1165-1 054-348-3677

おおつか歯科 静岡市清水区押切1930 054-347-9177

つかはら歯科医院 静岡市清水区下野西3-20 054-364-8889

グリーン歯科 静岡市清水区天王南4-20 054-364-8714

よしざわ歯科医院 静岡市清水区下野東1-76 054-364-8233

よこすな歯科クリニック 静岡市清水区横砂南町12-8 054-395-8755

あさひ歯科クリニック 静岡市清水区袖師町1100-2 054-367-7000

西久保歯科 静岡市清水区西久保165-42 054-366-5139

あおやぎ歯科 静岡市清水区鶴舞町2-27 054-366-6480

いとう歯科医院 静岡市清水区鶴舞町3-17 054-367-4181

MOTOデンタルクリニック 静岡市清水区渋川278-3 054-388-9901

まさ歯科クリニック 静岡市清水区長崎732 054-348-5086

大野歯科医院 静岡市清水区七ッ新屋2-6-11 054-345-5898

HORI Dental Clinic 静岡市清水区鳥坂551 054-395-8070

うちの歯科クリニック 静岡市清水区鳥坂1207-1 054-348-8188

つちや歯科 静岡市清水区庵原町134-19 054-365-8707

鈴木歯科医院 静岡市清水区庵原町593-3 054-366-1234

大関歯科医院 静岡市清水区興津中町87 054-369-0418

井川歯科医院 静岡市清水区興津中町398-3 054-369-0262

エンゼル歯科 静岡市清水区興津中町1354-4 054-369-2250

そし歯科医院 静岡市清水区興津本町217 054-369-0427

しんかい歯科クリニック 静岡市清水区八木間町1663-5 054-369-7000

大塔歯科クリニック 静岡市清水区八木間町1701 054-369-3434

坂本歯科医院 静岡市清水区小島町256-1 054-393-2108

華輝光Dental Clinic 静岡市清水区秋吉町2-41 054-366-6812

やまだ歯科クリニック 静岡市清水区矢倉町5-5 054-376-5433

高尾歯科 静岡市清水区辻5-1-40 054-364-3881

続歯科医院 静岡市清水区辻1-1-12 青木ビル3F 054-367-0713

小高歯科医院 静岡市清水区辻1-15-3 054-364-6003

河野歯科医院 静岡市清水区宮代町9-9 054-367-1111

事業所歯科健診実施医療機関一覧（中部地区）



<静岡市清水区>

医院名 住所 電話番号

かわはら歯科 静岡市清水区天神1-11-9 054-361-0808

恵愛歯科医院 静岡市清水区天神2-5-1 054-367-0118

小芝町歯科クリニック 静岡市清水区小芝町4-3 054-376-6476

佐々木歯科医院 静岡市清水区江尻町10-12 054-366-5449

井川歯科医院 静岡市清水区江尻町10-28 054-364-3310

土屋歯科クリニック 静岡市清水区元城町7-37 054-364-8888

河村歯科医院 静岡市清水区万世町1-6-29 054-352-5457

兼子歯科医院 静岡市清水区万世町2-7-4 054-351-0559

安部歯科医院 静岡市清水区千歳町2-8-1 054-352-2954

天野歯科医院 静岡市清水区巴町10-9 054-353-1484

朝浪歯科医院 静岡市清水区入江1-8-28 054-366-5459

朝波歯科医院 静岡市清水区上清水町3-10 054-351-0321

さくらばし歯科医院 静岡市清水区桜が丘町1-5 054-353-7170

望月歯科 静岡市清水区桜橋町2-1 054-365-6561

深松歯科医院 静岡市清水区西高町8-3 054-353-4180

安藤歯科クリニック 静岡市清水区木の下町213 054-345-0446

太陽歯科 静岡市清水区大坪2-5-38 大村ビル1F 054-347-1811

東海歯科 静岡市清水区堂林2-15-16 054-352-7328

井川歯科医院 静岡市清水区神田町1-37 054-352-7270

さいとう歯科クリニック 静岡市清水区神田町18-22 054-340-1818

わたなべミント歯科 静岡市清水区川原町17-5 054-340-6480

ひまわり歯科 静岡市清水区船越3-9-12 054-354-0033

本郷歯科クリニック 静岡市清水区上原1-6-16 イオン清水2F 054-349-7770

わかお歯科クリニック 静岡市清水区有東坂3-1 054-345-1555

杉山歯科医院 静岡市清水区馬走北1-3 054-347-0505

岩上歯科医院 静岡市清水区有度本町3-17 054-345-8032

ひぐち歯科医院 静岡市清水区草薙一里山23-10 054-348-8140

日本平デンタルクリニック
静岡市清水区草薙1-3-15
グラソード草薙203

054-368-6617

本間歯科医院 静岡市清水区草薙1-8-3 054-345-2709

河村歯科医院 静岡市清水区草薙3-5-20 054-347-1402

ほりば歯科 静岡市清水区草薙3-13-7 054-340-3596

瀧歯科医院 静岡市清水区谷田1-1 054-345-7766

アルファ矯正歯科クリニック 静岡市清水区中之郷1-4-11 ミハラビル3F 054-348-2581

くさなぎ歯科クリニック 静岡市清水区中之郷1-9-30 054-344-5000

ハセベ歯科医院 静岡市清水区中之郷1-11-15 054-346-3477

宮城島歯科医院 静岡市清水区三保312-9 054-334-2401

歯科クリニック三保 静岡市清水区三保932-1 054-335-6548

中根歯科医院 静岡市清水区折戸5-1-11 054-336-1818

すずき歯科 静岡市清水区駒越南町1-11 054-335-6767

今村歯科医院 静岡市清水区港南町16-7 054-334-9741

オオタキ歯科医院 静岡市清水区緑が丘町18-43 054-335-8241

こじま歯科医院 静岡市清水区岡町3-23 054-352-2345



<静岡市清水区>

医院名 住所 電話番号

相原歯科 静岡市清水区村松原1-3-30 054-336-0700

小沢歯科 静岡市清水区北矢部町1-14-1 054-352-2211

平岡歯科医院 静岡市清水区北矢部町2-11-20 054-352-1158

あさみ歯科医院 静岡市清水区下清水町6-15 054-352-9993

前田歯科医院 静岡市清水区富士見町2-17 054-352-3750

名取歯科 静岡市清水区港町1-2-17 054-353-7272

江川（八千代）歯科医院 静岡市清水区八千代町9-24 054-352-2956

エガワ歯科医院 静岡市清水区梅田町2-1 054-351-1271

<静岡市葵区>

医院名 住所 電話番号

一心堂歯科 静岡市葵区井宮町102-4 054-271-4570

ヤマシタ歯科医院
静岡市葵区末広町65-1
プレステージ末広1F

054-272-5855

すえひろ歯科 静岡市葵区北番町10 054-204-1280

尾崎歯科医院 静岡市葵区北番町90 054-271-5430

八田歯科医院 静岡市葵区北番町142-3 054-255-1245

望月歯科医院 静岡市葵区神明町100 054-254-2633

塚田歯科医院 静岡市葵区土太夫町17-1 さくらビル2F 054-271-5511

河村歯科医院 静岡市葵区車町52 054-252-4688

中町歯科医院 静岡市葵区中町7-2 沢野ビル2F 054-254-7787

たなか歯科医院 静岡市葵区金座町47-1 054-255-5058

このは歯科医院
静岡市葵区呉服町1-1-14
呉服町圭田ビル5F

054-273-1010

敬天堂歯科医院 静岡市葵区呉服町1-4-6 松浦ビル 054-255-5125

チワタ歯科医院 静岡市葵区呉服町2-1-3 054-252-5410

近藤矯正歯科医院
静岡市葵区呉服町2-6-10
レイアップ呉服町4F

054-251-5878

大畑歯科医院 静岡市葵区呉服町2-7 静専ビル4F 054-252-0738

Nデンタルオフィス
ホワイトエッセンス静岡

静岡市葵区呉服町2-8-9
アクロス辻源ビル3F

054-252-6565

静岡両替町歯科クリニック 静岡市葵区両替町1-6-6-3F 054-204-2323

小林歯科医院 静岡市葵区両替町2-4-2 小林ビル4F 054-272-6480

歯科大久保医院 静岡市葵区両替町2-6-3 054-252-3243

小澤歯科医院 静岡市葵区常磐町2-5-7 054-252-1803

トリス歯科 静岡市葵区七間町3-4 七間町ハイム3F 054-255-0703

おぎ原歯科医院 静岡市葵区七間町13-10 054-252-4897

竹下歯科医院 静岡市葵区七間町15-1 静岡水道局2F 054-253-4244

七間町歯科クリニック 静岡市葵区七間町18-1 054-266-4182

是永歯科医院 静岡市葵区上石町5-6 054-252-4581

遠山歯科医院 静岡市葵区上石町7-3 054-252-5395

鈴木歯科医院 静岡市葵区双葉町9-5 054-253-6663

八木歯科医院 静岡市葵区駒形通2-7-13 054-252-3895

山下歯科医院 静岡市葵区駒形通4-2-8 054-255-6632



<静岡市葵区>

医院名 住所 電話番号

永田歯科医院 静岡市葵区新富町3-34-3 054-254-6730

下村歯科医院 静岡市葵区上新富町5-6 054-252-4843

中舘歯科診療所 静岡市葵区新通1-8-18 054-254-6612

今村歯科医院 静岡市葵区新通2-1-20 054-253-0543

U歯科･矯正歯科 静岡市葵区幸町41 054-251-3790

ニシナ歯科医院 静岡市葵区田町1-1-3 054-252-7409

柴田歯科医院 静岡市葵区田町2-37 054-253-2244

桂歯科クリニック 静岡市葵区四番町2-10 054-272-3774

山田歯科医院 静岡市葵区東千代田2-26-54 054-261-2200

みまつ渡辺歯科医院 静岡市葵区千代田1-3-7 054-209-1133

かわもり歯科 静岡市葵区千代田1-15-34 054-247-5990

フタバ歯科医院 静岡市葵区千代田4-3-19 054-245-9898

土屋歯科医院 静岡市葵区千代田7-9-38 054-263-6305

アヒルの子歯科 静岡市葵区竜南1-11-34 054-246-2222

こども矯正歯科クリニック 静岡市葵区竜南1-18-27 054-248-8759

杉山歯科医院 静岡市葵区竜南3-16-25 054-209-1155

仲野歯科医院 静岡市葵区城北2-3-7 054-247-0461

竜南歯科医院 静岡市葵区城北28-1 054-247-3121

溝口歯科クリニック 静岡市葵区古庄2-15-24 054-208-6480

五井歯科医院 静岡市葵区古庄3-19-34 054-261-8501

やまぐち桂歯科医院 静岡市葵区沓谷4-1-23 054-248-0456

杉本歯科医院 静岡市葵区沓谷5-6-3 054-261-1758

根本歯科医院 静岡市葵区沓谷5-13-5 054-208-1991

麻生歯科クリニック 静岡市葵区春日2-12-5 A.S.Oビル2F 054-275-0520

勝田歯科医院 静岡市葵区春日町13 054-246-8644

ファミリー歯科 静岡市葵区水落町10-2 054-246-8311

エイセイ歯科 静岡市葵区横内町35 054-245-7110

音羽歯科クリニック 静岡市葵区音羽町20-12 054-251-3011

久永歯科医院 静岡市葵区音羽町23-13 054-272-8148

かわした歯科クリニック 静岡市葵区鷹匠1-3-11 054-250-0118

髙林歯科医院 静岡市葵区鷹匠2-11-11 054-253-7446

かみや歯科 静岡市葵区鷹匠3-18-4 054-209-1188

田中歯科医院 静岡市葵区上足洗1-1-34 054-245-4503

吉川歯科医院 静岡市葵区上足洗1-8-60 054-247-8000

大石歯科医院 静岡市葵区上足洗4-4-5-2 054-245-2777

あおば歯科クリニック 静岡市葵区緑町7-18 054-209-1110

小出歯科医院 静岡市葵区太田町43 054-245-1947

スズカケ歯科医院 静岡市葵区城東町29-1 054-248-6474

坂本歯科医院 静岡市葵区黒金町49 パルシェ7F 054-254-2074

エンゼル矯正歯科･
小児歯科クリニック

静岡市葵区紺屋町1-3 岩久本店ビル3F 054-221-5811

大石歯科医院 静岡市葵区紺屋町6-10 054-252-0805

山元歯科医院 静岡市葵区紺屋町7-15 3F 054-254-0011



<静岡市葵区>

医院名 住所 電話番号

ヤマダ歯科 静岡市葵区紺屋町13-1 054-252-3662

小菅矯正歯科
静岡市葵区追手町2-20
ヤマムラビル追手町2F

054-254-8241

第一歯科診療室 静岡市葵区御幸町4-2 ポワソンビル5F 054-272-1351

フカワ矯正歯科医院 静岡市葵区御幸町8-1 ダイヤ静岡ビル2F 054-255-8533

八木歯科 静岡市葵区伝馬町3-1 深尾ビル4F 054-251-4151

わかお矯正歯科 静岡市葵区伝馬町11-3 迦葉館2F 054-275-1111

てんま歯科 静岡市葵区伝馬町16-9 054-253-5572

可知歯科医院 静岡市葵区西草深町31-13 054-245-4620

いのうえ歯科 静岡市葵区西草深町35-17 054-294-8020

佐藤歯科クリニック 静岡市葵区昭府2-6-17 054-272-8214

大村歯科医院 静岡市葵区籠上5-2 054-271-3397

曽根歯科医院 静岡市葵区籠上9-21 054-253-4618

牧野歯科医院 静岡市葵区籠上11-1 054-251-7522

高橋歯科クリニック 静岡市葵区平和3-3-1 054-273-6480

安竹歯科医院 静岡市葵区北安東1-29-1 054-246-6333

北安東ふじもと歯科医院 静岡市葵区北安東3-23-4 054-207-7507

溝口歯科医院 静岡市葵区北安東4-1-18 054-246-5735

山内歯科医院 静岡市葵区北安東4-28-31 054-248-4327

こんどう歯科医院 静岡市葵区北安東4-31-5 054-249-3077

セキネ歯科クリニック 静岡市葵区安東1-7-3 054-209-5115

鳥居歯科医院 静岡市葵区安東1-23-2 054-247-2966

森本歯科クリニック 静岡市葵区安東2-7-13 054-200-3838

太田歯科クリニック 静岡市葵区安東2-21-23 054-247-0505

吉野歯科医院 静岡市葵区大岩2-26-13 054-245-2292

Torii Dental Office 静岡市葵区大岩3-5-14 054-374-1427

赤堀歯科医院 静岡市葵区南沼上2-13-1 054-263-7858

すえのぶクローバー歯科医院 静岡市葵区瀬名1-14-3 054-294-8383

はらき歯科医院 静岡市葵区瀬名5-15-8 054-265-1212

高良歯科 小児歯科医院
静岡市葵区瀬名川1-21-17
サンクレスト1F

054-655-7400

フレンド歯科 静岡市葵区南瀬名町4-20 054-263-8832

長井歯科口腔外科 静岡市葵区瀬名中央4-5-65 054-267-2221

トヨタ歯科医院 静岡市葵区瀬名中央4-7-15 054-264-2244

保住歯科医院 静岡市葵区川合1-9-14 054-261-0835

スマイル歯科クリニック 静岡市葵区岳美9-23 054-245-2044

山本歯科医院 静岡市葵区唐瀬1-3-35 054-245-9838

わたなべ歯科クリニック 静岡市葵区松富2-1-56 054-271-2711

きたじま歯科医院 静岡市葵区上伝馬12-30 054-271-1180

ほり歯科医院 静岡市葵区新伝馬1-4-50 054-653-2323

クリスタル歯科 静岡市葵区新伝馬3-3-7 054-253-6666

わかば歯科クリニック 静岡市葵区新伝馬3-23-32 054-250-8194

麻機歯科医院 静岡市葵区北1-3-1 054-247-7108

のなか歯科医院 静岡市葵区北5-27-5 054-247-5580



<静岡市葵区>

医院名 住所 電話番号

片山歯科クリニック 静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5F 054-271-8228

地方職員共済組合静岡県庁診療所 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館15F 054-221-2397

おきつ歯科医院 静岡市葵区新間1053 054-278-7800

エルム歯科 静岡市葵区山崎1-25-32 054-278-3131

佐藤歯科 静岡市葵区羽鳥3-24-31 054-278-5336

石上歯科医院 静岡市葵区羽鳥4-4-31 054-278-1000

ながの歯科医院 静岡市葵区富沢369 054-270-1919

酒詰歯科医院 静岡市葵区大原1002-1 054-270-1914

高橋歯科医院 静岡市葵区安倍口新田68-3 054-296-6302

木下医院歯科 静岡市葵区与左衛門新田39-10 054-296-0015

<静岡市駿河区>

医院名 住所 電話番号

土井歯科医院 静岡市駿河区丸子1-6-68 054-256-5611

北村歯科医院 静岡市駿河区丸子4-19-1 054-259-1523

近藤歯科医院 静岡市駿河区向手越1-2-15 054-259-9617

スミス歯科医院 静岡市駿河区東新田1-1-46 054-256-4416

八木歯科東新田クリニック 静岡市駿河区東新田4-11-16 054-258-7555

永野歯科医院 静岡市駿河区下川原2-22-18 054-258-8241

はせがわ歯科 静岡市駿河区下川原6-19-6 054-258-8488

はせがわデンタルクリニック 静岡市駿河区下川原6-19-7 054-204-3000

ひかり歯科医院 静岡市駿河区下川原6-28-4 054-257-8888

狩野歯科 静岡市駿河区みずほ1-26-3 054-258-1204

むろい歯科医院 静岡市駿河区みずほ2-17-10 054-257-0005

安倍歯科医院 静岡市駿河区みずほ4-9-3 054-257-5201

竹内歯科医院 静岡市駿河区広野3-9-1 054-259-9589

竹下歯科医院 静岡市駿河区用宗1-27-14 054-256-2772

藤本歯科医院 静岡市駿河区用宗4-6-24 054-256-0418

吉川歯科クリニック 静岡市駿河区用宗4-16-10 054-259-5011

東海リバーサイド歯科 静岡市駿河区手越原50-2 054-204-0822

グリーンデンタルクリニック 静岡市駿河区上川原8-3 054-257-2628

寺尾歯科医院 静岡市駿河区国吉田4-6-30 054-261-6242

ユリの木歯科医院　 静岡市駿河区国吉田4-20-19 054-267-7575

鳥巣歯科医院 静岡市駿河区池田243-3 054-263-5322

石井歯科クリニック 静岡市駿河区池田805 054-270-6727

オシカ歯科医院 静岡市駿河区池田860-1 054-262-3303

中島歯科医院 静岡市駿河区曲金3-5-37 054-282-9212

はじめ歯科医院 静岡市駿河区曲金4-13-7 054-282-2552

庵之下歯科医院 静岡市駿河区曲金6-1-32 054-285-4035

ひろ歯科クリニック
静岡市駿河区曲金6-4-20
タワーザファースト静岡101

054-280-1200

ひらたデンタルクリニック 静岡市駿河区曲金7-9-33 054-284-0054

ますだ歯科 静岡市駿河区聖一色424-6 054-264-7610



<静岡市駿河区>

医院名 住所 電話番号

小児歯科矯正歯科
ASO KIDS DENTAL PARK

静岡市駿河区栗原15-16 054-655-2525

若尾歯科医院 静岡市駿河区大谷3696-15 054-237-1122

竹島歯科医院 静岡市駿河区小鹿2-1-2 054-285-0521

いしかわ歯科 静岡市駿河区豊田1-4-7 054-285-4520

司馬歯科医院 静岡市駿河区有東1-16-5 054-282-8241

秋山歯科 静岡市駿河区有東3-4-47 054-285-8241

サニー歯科医院 静岡市駿河区有東3-9-24 054-285-7164

フキタ歯科 静岡市駿河区登呂2-15-8 054-284-2333

SBS静岡健康増進センター診療所 静岡市駿河区登呂3-1-1 054-284-9298

たなか歯科クリニック 静岡市駿河区高松1819-3 054-237-7110

小澤歯科クリニック 静岡市駿河区敷地2-10-24 054-237-7272

篠田歯科医院 静岡市駿河区中田1-1-16 054-286-8711

トシデンタルクリニック 静岡市駿河区中田1-6-32 054-282-6480

渡辺歯科医院 静岡市駿河区中田2-4-32 054-285-8260

アオキ歯科医院 静岡市駿河区中田3-1-41 054-285-8511

松﨑デンタルオフィス 静岡市駿河区石田1-3-21 054-287-7363

髙成田歯科医院 静岡市駿河区石田1-10-1 054-285-3702

青木歯科石田クリニック 静岡市駿河区石田3-5-26 054-289-8042

小嶋デンタルクリニック 静岡市駿河区石田3-11-32 054-654-1020

ライオン歯科中田クリニック 静岡市駿河区中田本町21-28 054-284-8400

なつめ歯科医院 静岡市駿河区西脇682 054-285-9927

やよい齒科醫院 静岡市駿河区中村町12-3 054-281-0048

深沢歯科医院 静岡市駿河区中村町202-3 054-288-0834

みうら歯科クリニック 静岡市駿河区中野新田57-64 054-260-7950

北島歯科医院 静岡市駿河区馬渕2-4-22 054-285-5064

やまだ歯科 静岡市駿河区馬渕2-11-6 054-286-6400

多田歯科医院 静岡市駿河区馬渕3-1-17 054-282-1011

駿河デンタルオフィス
静岡マイクロスコープ歯科

静岡市駿河区馬渕3-7-20 054-260-6655

仁科歯科医院 静岡市駿河区馬渕3-12-14 054-283-4555

リーフデンタルクリニック 静岡市駿河区馬渕3-16-31 054-293-7156

ふくま歯科クリニック 静岡市駿河区馬渕4-11-10 054-287-0044

ポプラ歯科 静岡市駿河区馬渕4-16-40 054-283-4940

セントラル歯科クリニック 静岡市駿河区新川2-10-35 新川ビル2F 054-203-7070

佐塚歯科クリニック 静岡市駿河区宮本町8-32 054-286-6936

大石歯科医院 静岡市駿河区泉町1-14 054-285-3528

岩﨑矯正歯科クリニック
静岡市駿河区南町3-12
スクウェア･エス1F

054-287-5633

オリエント歯科医院
静岡市駿河区南町9-1
駿河スカイタワー3F

054-281-8488

仲野歯科医院 静岡市駿河区小黒1-1-17 054-285-3946

リンデン歯科医院 静岡市駿河区大坪町14-13 054-283-2030

ナカノ歯科医院 静岡市駿河区八幡2-2-14 054-281-8844

竹下歯科医院 静岡市駿河区八幡2-14-20 054-285-5004



<静岡市駿河区>

医院名 住所 電話番号

新庄歯科医院 静岡市駿河区八幡5-4-8 054-282-3463

ワタナベ歯科第二クリニック 静岡市駿河区大和1-5-16 054-285-8400

<焼津市>

医院名 住所 電話番号

岡村歯科医院 焼津市上小杉189 054-662-2666

カワムラ歯科クリニック 焼津市宗高1030-3 054-622-8141

上野歯科医院 焼津市宗高1185-2 054-622-6676

赤堀歯科医院 焼津市吉永1316 054-622-5800

奥村歯科医院 焼津市上泉550-1 054-622-8448

ふかざわ歯科 焼津市坂本383-1 054-626-7111

黒田歯科医院 焼津市中里376-1 054-628-6060

港歯科医院 焼津市中港3-4-16 054-625-8680

永田歯科医院 焼津市本町1-1-23 054-629-3131

河村歯科診療室 焼津市本町2-12-8-104C 054-631-4618

なお歯科クリニック 焼津市本町2-14-1 054-620-2576

河村歯科医院 焼津市本町3-4-36 054-628-2503

渡辺歯科医院 焼津市焼津1-8-27 054-626-1182

かわさき歯科医院 焼津市駅北1-2-24 クリオ焼津壱番館103 054-627-8809

あさひ歯科 焼津市駅北3-20-2 054-626-3363

小川やまだ歯科 焼津市小川新町2-1-18 054-639-6690

小杉歯科医院 焼津市西小川2-4-20 054-627-8212

河合歯科医院 焼津市西小川4-15-2 054-626-1184

KENデンタルクリニック 焼津市石津651 054-656-1173

アオキ歯科 焼津市石津806-1 054-625-1870

井澤歯科医院 焼津市石津港町35-4 054-624-9018

酒井歯科医院 焼津市石津向町21-18 054-624-7722

増井歯科医院 焼津市田尻330 054-623-1281

やすもと歯科医院 焼津市道原28-1 054-639-5489

川野歯科 焼津市道原1021-1 054-639-6801

あきにわ歯科 焼津市下小田72-1 054-624-9845

ツネカワ歯科医院 焼津市北新田245-6 054-625-2757

松浦歯科医院 焼津市中根新田226-4 054-623-2285

八木歯科三和クリニック 焼津市三和1603 054-623-1177

ファミリー歯科医院 焼津市惣右衛門834-1 054-623-0538

原崎歯科大島クリニック 焼津市大島590-1 054-623-3777

高塚歯科医院 焼津市大島735-9 054-623-4118

キャロットクリニック小田歯科 焼津市中新田248-1 054-623-6480

伊東歯科医院 焼津市三ヶ名1249-1 054-627-4696

石田歯科医院 焼津市大住889-2 054-628-3376

たていし歯科クリニック 焼津市小柳津307-10 054-668-9082

松本歯科 焼津市柳新屋874-2 054-627-4182

亀山歯科医院 焼津市五ヶ堀之内1060-1 054-626-5233



<焼津市>

医院名 住所 電話番号

本多こども歯科 焼津市大栄町2-1-1 054-626-2323

大栄歯科医院 焼津市大栄町2-10-5 054-629-2299

中川歯科医院 焼津市塩津217-3 054-628-2318

豊田歯科クリニック 焼津市小土97-1 054-629-6600

かたおか歯科医院 焼津市小土348-5 054-627-8883

あい歯科クリニック 焼津市大覚寺1-2-14 054-626-8841

そのべ歯科医院 焼津市八楠1-17-1 054-626-3854

<藤枝市>

医院名 住所 電話番号

二宮歯科医院 藤枝市岡部町内谷58 054-667-0145

モチヅキおかべ歯科クリニック 藤枝市岡部町内谷964-8 054-648-0071

岡本歯科医院 藤枝市岡部町内谷948-11 054-667-3735

いのまた歯科医院 藤枝市仮宿1334-1 054-646-8110

永井歯科クリニック 藤枝市藤岡5-20-4 054-644-3500

アライ歯科 藤枝市鬼島536-2 054-644-4477

陽だまり佐野歯科 藤枝市八幡70-1 054-646-4500

桜デンタルクリニック 藤枝市平島1434-5 054-643-1188

おおいし歯科医院 藤枝市立花2-6-6 054-645-2251

れんげじ歯科クリニック 藤枝市若王子3-1-1 054-646-4182

滝本歯科口腔外科クリニック 藤枝市五十海4-14-13 054-647-6600

岸村歯科医院 藤枝市郡1132 054-644-2501

村松歯科医院 藤枝市本町2-1-39 054-641-1430

緑の森歯科 藤枝市岡出山1-7-19 054-646-2121

はせがわ歯科 藤枝市益津下55-1 054-647-2500

ホワイト歯科クリニック 藤枝市築地314-4 054-644-8148

藤枝歯科 藤枝市築地522-2 054-644-1033

あきやま歯科クリニック 藤枝市小石川町1-2-10 054-641-7020

和田歯科医院 藤枝市駅前2-4-21 054-641-0860

井口歯科 藤枝市駅前3-15-8 054-645-4182

いのくま歯科･矯正歯科 藤枝市青木2-34-9 054-646-5618

やまもと歯科 藤枝市東町1-20 054-646-1182

にしかわ歯科医院 藤枝市高柳2-9-3 054-637-0755

パール歯科医院 藤枝市大東町446 054-636-1253

鳥居歯科医院 藤枝市大東町1038 054-636-4814

竹中歯科医院 藤枝市高洲1-17-5 054-636-6777

細井歯科 藤枝市高洲48-26 054-636-6731

ひよこ歯科 藤枝市高洲78-28 054-637-0001

河野歯科医院 藤枝市与左衛門468-1 054-636-5568

原歯科医院 藤枝市大洲2-6-8 054-636-1900

岡歯科医院 藤枝市大洲4-14-10 054-635-5141

NPデンタルクリニック 藤枝市田沼1-4-19 054-631-5666

加茂矯正歯科医院 藤枝市田沼3-4-1 054-634-1187



<藤枝市>

医院名 住所 電話番号

さくま歯科 藤枝市田沼3-6-5 054-636-7000

青島歯科医院 藤枝市田沼4-21-23 054-635-1636

浅井歯科医院 藤枝市高岡1-4-25 054-636-8241

松下歯科オーラルクリニック 藤枝市高岡3-25-15 054-636-1291

八木橋歯科医院 藤枝市青葉町2-1-57 054-636-1153

ふくだ歯科医院 藤枝市青葉町3-15-7 054-637-1101

井口歯科駅南 藤枝市前島3-1-46 054-636-7600

若林歯科医院 藤枝市水上116-1 054-644-4646

ふたば歯科医院 藤枝市瀬戸新屋144-2 054-643-6116

そのだ歯科･口腔外科クリニック 藤枝市瀬戸新屋244-2 054-647-6006

駿河台井澤歯科 藤枝市駿河台2-1-6 054-644-1182

いしかわ歯科 藤枝市瀬古2-4-8 054-643-4618

小澤歯科医院 藤枝市瀬古2-22-23 054-646-0775

スマート･デンタル･オフィス 藤枝市音羽町2-14-12 054-644-0264

はっとり歯科･矯正歯科 藤枝市音羽町3-2-8 054-644-2256

ながい歯科 藤枝市下藪田92 054-625-8410

溝越歯科医院 藤枝市上薮田13-10 054-638-1184

時ヶ谷歯科クリニック 藤枝市時ヶ谷399-3 054-644-9300

<島田市>

医院名 住所 電話番号

なお歯科医院 島田市岸町212-1 0547-34-1500

八木歯科医院 島田市阿知ケ谷154-1 0547-34-8100

とも歯科医院 島田市野田1125-9 0547-35-3790

光歯科医院 島田市東町5-1 0547-35-5661

まき歯科医院 島田市東町1176-1 0547-34-2616

竹内歯科医院 島田市南2-5-6 0547-35-4618

原田歯科医院 島田市旭3-23-30 0547-34-2685

服部歯科医院六合診療所 島田市道悦3-16-12 0547-37-6950

にしむら歯科クリニック 島田市道悦3-18-1 0547-54-4884

川端歯科医院 島田市本通り1-2906-9 0547-37-6474

安原歯科医院 島田市横井3-7-23 0547-35-1640

すずき歯科医院 島田市大井町4-5 0547-35-4191

おび歯科クリニック 島田市幸町17-13 0547-37-2404

松下歯科分院 島田市栄町4-1 0547-35-6676

クニオ歯科医院 島田市日之出町4-3 0547-36-3468

坂田歯科医院 島田市向谷元町667-1 0547-35-2133

桐原歯科医院 島田市稲荷3-19-11 0547-35-2886

はたの歯科 島田市稲荷4-6-4 0547-33-1700

小川歯科医院 島田市中河町410 0547-37-1418

関歯科医院 島田市中河町309-1 0547-37-5933

櫻井歯科医院 島田市中河町8960-1 0547-35-2551

横井歯科医院 島田市中央町14-15 0547-37-4751



<島田市>

医院名 住所 電話番号

池田歯科医院 島田市宮川町2442-2 0547-36-8100

Dr.Sai デンタルクリニック 島田市元島田9248-1 0547-54-5565

めぐみ歯科医院 島田市大柳南78-2 0547-38-5859

中島歯科医院 島田市井口778 0547-38-0142

板倉歯科医院 島田市阪本309-8 0547-38-0143

誠歯科 島田市阪本1638-6 0547-38-3789

またひら歯科医院 島田市牛尾426-5 0547-46-2558

柴田歯科医院 島田市金谷宮崎町57-6 0547-45-3708

佐塚歯科医院 島田市金谷宮崎町376-33 0547-45-2626

つるなが歯科 島田市金谷宮崎町3681 0547-45-4600

杉浦歯科 島田市金谷上十五軒1989-1 0547-46-2032

又平歯科医院 島田市川根町家山336-1 0547-53-4055

吉川歯科クリニック 島田市川根町家山392-3 0547-53-3070

<牧之原市>

医院名 住所 電話番号

ひろみち歯科 牧之原市坂部3942-1 0548-29-1180

榎田歯科医院 牧之原市細江4521-1 0548-22-0114

おおい歯科クリニック 牧之原市細江6072-3 0548-22-1129

黒木歯科医院 牧之原市静波1394-6 0548-22-0208

辻歯科医院 牧之原市静波2466 0548-22-0223

柴田歯科医院 牧之原市静波2841-4 0548-22-1404

山村歯科医院 牧之原市相良335-1 0548-52-0017

中村医院耳鼻咽喉科歯科 牧之原市波津2-117 0548-52-0434

川田歯科医院 牧之原市波津439 0548-52-0147

大角歯科医院 牧之原市波津754-3 0548-52-0072

奥山歯科医院 牧之原市須々木757 0548-52-0502

植田歯科医院 牧之原市大沢1-6 0548-52-1281

グリーン歯科クリニック 牧之原市地頭方95-1 0548-58-0226

<吉田町>

医院名 住所 電話番号

良知歯科医院 榛原郡吉田町住吉355-3 0548-32-7683

中島歯科医院 榛原郡吉田町住吉733-3 0548-32-1058

平井歯科医院 榛原郡吉田町住吉1976-4 0548-32-0548

萩原歯科医院 榛原郡吉田町川尻1398-3 0548-33-0250

駒形歯科医院 榛原郡吉田町片岡59-5 0548-34-3200

髙成田歯科医院 榛原郡吉田町片岡1571-3 0548-32-0155

赤堀歯科医院 榛原郡吉田町片岡2119 0548-33-3015

ライン歯科 榛原郡吉田町神戸703-1 0548-33-3003

鈴木歯科医院 榛原郡吉田町神戸2145-7 0548-32-3737



<川根本町>

医院名 住所 電話番号

中川根渡辺歯科医院 榛原郡川根本町徳山336-1 0547-57-2666

小林歯科医院 榛原郡川根本町上長尾831 0547-56-1815



（令和5年1月16日現在）

<御前崎市>

医院名 住所 電話番号

水野歯科医院 御前崎市佐倉1019-1 0537-86-6226

さくらい歯科医院 御前崎市池新田463-8 0537-86-8666

高久歯科医院 御前崎市池新田4276-1 0537-86-8585

松浦歯科医院 御前崎市御前崎109-28 0548-55-2020

大澤歯科医院 御前崎市御前崎2949-1 0548-63-2010

<菊川市>

医院名 住所 電話番号

黒田デンタルクリニック 菊川市下平川945-1 0537-75-0022

藤田歯科医院 菊川市下平川1396-2 0537-73-2121

宮城歯科医院 菊川市下平川1897-1 0537-73-2030

大内歯科医院 菊川市下平川5298-1 0537-73-5888

甲賀駅前歯科医院 菊川市堀之内1428 0537-36-3265

泉地歯科クリニック 菊川市堀之内1435 0537-64-4182

かとう歯科 菊川市仲島1-10-4 0537-35-0201

笠原歯科医院 菊川市本所1440-2 0537-36-6110

まごころ歯科 菊川市本所1444 0537-25-6480

甲賀歯科医院 菊川市本所1495-1 0537-36-1184

かわべ歯科 菊川市半済1118 0537-36-1220

武藤歯科医院 菊川市半済1214-2 0537-35-2057

うえむら歯科 菊川市加茂2182 0537-35-2223

うさみ歯科クリニック 菊川市加茂5568 0537-37-0300

事業所歯科健診実施医療機関一覧（西部地区）



<掛川市>

医院名 住所 電話番号

みね歯科医院 掛川市本所3-1 0537-27-2622

はかまだ歯科上内田診療所 掛川市和田197-2 0537-23-8888

青葉歯科 掛川市杉谷1-1-7 0537-22-0484

さらしな歯科医院 掛川市下俣192-7 0537-23-8808

オリエント歯科クリニック 掛川市下俣南1-19-11 0537-24-2422

近藤歯科医院 掛川市久保2-16-14 0537-23-5000

アラキ歯科医院 掛川市南1-3-15 0537-24-6613

トヨタ矯正歯科クリニック 掛川市南1-12-11 0537-23-4600

かつみ歯科･こども歯科 掛川市杉谷南2-9-12 0537-23-8857

たしろ歯科医院 掛川市高御所1438-5 0537-25-7102

まつ歯科 掛川市大池2764-1 0537-62-1186

泉地歯科医院 掛川市小鷹町31 0537-24-7221

ながや歯科クリニック 掛川市長谷1-30-6 0537-22-8143

いちかわ矯正歯科クリニック 掛川市柳町51 0537-62-6270

三浦歯科医院 掛川市城西1-12-17 0537-22-3459

山本歯科医院 掛川市中央1-4-13 0537-22-7311

近藤歯科クリニック 掛川市中央1-9-6 0537-62-6211

うめた歯科クリニック 掛川市中央1-17-1 0537-22-1182

有海歯科医院 掛川市中央2-1-4 0537-24-2201

中央歯科クリニック 掛川市中央3-78 0537-21-4182

長谷川歯科医院七日町クリニック 掛川市七日町177 0537-29-6512

くりた歯科 掛川市旭ヶ丘1-3-7 0537-23-8711

梅津歯科医院 掛川市谷の口町69-2 0537-24-4618

横井歯科医院 掛川市宮脇2-11-10 0537-24-8212

葛ヶ丘歯科医院 掛川市大多郎160 0537-24-6117

長谷川歯科医院 掛川市本郷1404-4 0537-26-0888

すずき歯科 掛川市細谷671 0537-24-7400

田中歯科医院 掛川市下垂木1074-8 0537-22-8820

桜木歯科 掛川市富部950-4 0537-24-8151

家代デンタルクリニック 掛川市家代の里2-3-1 0537-29-8148

よここうじデンタルクリニック 掛川市上西郷327-1 0537-62-6000

戸塚歯科 掛川市上西郷535-3 0537-21-0521

岡田歯科医院 掛川市横須賀1449-1 0537-48-2118

渡邉歯科医院 掛川市西大渕228-2 0537-48-6100

まさい歯科医院 掛川市西大渕4383 0537-48-6800

中島歯科医院 掛川市中方179-3 0537-74-4311

さの歯科クリニック 掛川市三俣584-2 0537-72-2585

牧野歯科医院大東診療所 掛川市大坂1146-3 0537-72-5554

ホワイト歯科 掛川市浜野1956-1 0537-72-5000



<袋井市>

医院名 住所 電話番号

宮本歯科医院 袋井市旭町1-7-25 0538-43-1931

はやし歯科クリニック 袋井市旭町2-4-38 0538-44-1182

西尾歯科医院 袋井市方丈3-4-8 0538-43-5050

すずき歯科医院 袋井市高尾1780 0538-42-1184

山本歯科医院 袋井市栄町9-3 0538-43-2725

たしろ歯科医院 袋井市高尾町24-15 0538-42-4010

おはら豊沢歯科医院 袋井市神長16-1 0538-44-8800

吉田歯科 袋井市愛野東1-14-2 バローレ1F 0538-45-0308

いくかわ歯科医院 袋井市太田53-1 0538-41-3400

富田歯科 袋井市川井963-6 0538-44-4578

みどり歯科医院 袋井市堀越3-10-8 0538-42-9910

川瀬歯科医院 袋井市春岡1-1-15 0538-49-2800

野末歯科医院 袋井市下山梨2001-5 0538-49-1110

小原歯科医院 月見里診療所 袋井市上山梨2-11-3 0538-30-1375

スマイル歯科 袋井市浅羽114-3 0538-23-6480

まきの歯科クリニック 袋井市浅名678-1 0538-23-0130

たもつ歯科 袋井市浅岡250-1 0538-23-1188

<磐田市>

医院名 住所 電話番号

寺田歯科医院 磐田市福田667-3 0538-58-1246

石川歯科医院 磐田市福田1237-1 0538-58-1267

原歯科医院 磐田市福田3109 0538-55-4321

わたべ歯科医院 磐田市大久保679-12 0538-38-5515

北島歯科医院 磐田市安久路2-22-35 0538-37-1011

やまなか歯科医院 磐田市大立野178 0538-37-1721

しのはら歯科医院 磐田市上岡田994-10 0538-34-7600

てらだ歯科医院 磐田市豊島1414-7 0538-34-6004

たかやなぎ歯科医院 磐田市千手堂547-1 0538-33-0555

山口歯科医院 磐田市草崎845 0538-37-0114

前島歯科医院 磐田市二之宮730-1 0538-32-6815

あつみ歯科 磐田市国府台25-1 0538-21-0888

わたりうえ歯科医院 磐田市国府台55-3 0538-36-1155

のだ歯科医院 磐田市中泉3-9-1 0538-33-6000

市野歯科医院 磐田市中泉4-6-14 0538-37-0648

大竹歯科医院 磐田市中泉230-4 0538-35-5151

サイトウ歯科 磐田市中泉375 0538-39-2070

西尾歯科医院 磐田市中泉1944-1 0538-32-2614

寺田歯科医院 磐田市中泉2970-13 0538-32-2641

鈴木歯科医院 磐田市中泉2982-1 0538-35-1234

大竹城之崎歯科医院 磐田市城之崎1-14-2 0538-35-7338

すずき歯科クリニック 磐田市城之崎4-9-14 0538-35-7386

すぎやま歯科 磐田市見付1697-2 0538-35-8260



<磐田市>

医院名 住所 電話番号

おかだ歯科医院 磐田市見付1861-1 0538-21-5084

新村歯科医院 磐田市見付2783-10 0538-37-5100

宇於崎歯科医院 磐田市見付3784-1 0538-33-5101

小林歯科医院 磐田市見付5823-7 0538-32-2552

桑原歯科医院 磐田市見付5889-2 0538-36-1000

デンタルクリニック岡田 磐田市富士見台10-1 0538-32-2891

山下歯科医院 磐田市新開407 0539-62-6480

さかた歯科医院 磐田市神増348-1 0539-62-1003

つたほ歯科医院 磐田市堀之内1640-8 0538-66-4811

キムラ歯科医院 磐田市小中瀬3 0538-66-8311

鈴木歯科クリニック 磐田市豊岡6801-1 0538-66-8148

たかはし歯科医院 磐田市掛塚471-1 0538-66-5670

深谷歯科医院 磐田市白羽134 0538-66-2502

長谷川デンタルクリニック 磐田市富丘174-6 0538-37-6487

守田歯科医院 磐田市加茂1022 0538-37-1678

おぐら歯科医院 磐田市池田1043-3 0538-34-5552

なかがわ歯科医院 磐田市宮之一色833-3 0538-36-5500

宮﨑歯科医院 磐田市上本郷213-5 0538-37-6460

オリーブ歯科クリニック 磐田市赤池170-2 0538-24-8811

木瀬歯科医院 磐田市森下30-2 0538-35-4803

きどがみ歯科医院 磐田市小立野252 0538-36-2378

<森町>

医院名 住所 電話番号

宇藤歯科医院 周智郡森町森223-1 0538-85-3062

山本歯科医院 周智郡森町森1719-18 0538-85-0648

山田歯科医院 周智郡森町森2124-7 0538-85-2782

渡辺歯科医院 周智郡森町飯田3188-1 0538-85-5555

松田歯科医院 周智郡森町一宮1926-1 0538-89-7171



<浜松市中区>

医院名 住所 電話番号

小林歯科医院 浜松市中区相生町5-18 053-461-0573

中村歯科医院 浜松市中区木戸町3-32 053-461-5339

アースやまぐち歯科医院 浜松市中区佐藤2-25-26 053-461-2955

竹下歯科医院 浜松市中区天神町9-2 053-464-2668

森歯科名塚診療所 浜松市中区名塚町185-2 053-463-4141

わたなべ歯科醫院 浜松市中区名塚町301-1 053-401-8182

まつおか歯科 浜松市中区向宿1-12-15 053-461-2123

やすらぎデンタルクリニック 浜松市中区向宿1-21-16 053-467-0933

浜松みなみ歯科 浜松市中区領家1-1-8 053-461-3939

森田歯科医院 浜松市中区領家3-4-5 小栗ビル2F 053-401-6262

坪井歯科医院 浜松市中区中島1-5-1 053-461-4848

さと歯科医院 浜松市中区中島3-1-19 053-411-1177

田畑歯科クリニック 浜松市中区曳馬6-5-38 053-474-5622

北脇歯科室 浜松市中区助信町45-10 053-474-8686

大庭歯科医院 浜松市中区中沢町64-6 053-474-3141

倉内歯科医院 浜松市中区住吉1-43-17 053-473-2333

丸山歯科医院 浜松市中区高林4-6-23 053-472-4173

なかむら歯科 浜松市中区新津町325-3 053-411-8300

東郷歯科 浜松市中区新津町615-4 053-411-6560

島田歯科医院 浜松市中区船越町19-13 053-461-6896

井口歯科クリニック 浜松市中区早馬町2-4 053-450-6688

深谷歯科医院 浜松市中区常盤町133-15 053-452-1794

松下歯科医院 浜松市中区野口町483-2 053-464-8055

たけうち歯科医院 浜松市中区竜禅寺町205-1 053-458-5588

きた矯正歯科クリニック 浜松市中区砂山町320-4 シティ21ビル5F 053-454-8811

藤井歯科クリニック 浜松市中区砂山町325-10 新日本ビル5F 053-456-4856

長谷川歯科医院 浜松市中区旭町11-1 プレスタワー8F 053-454-8812

八木矯正歯科クリニック
浜松市中区板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル2F

053-454-7676

山本歯科医院 浜松市中区板屋町573 053-452-0775

ひらが歯科クリニック 浜松市中区板屋町676 マツバラヤビル2F 053-489-3700

松野歯科医院 浜松市中区中央1-6-1 053-454-5455

朝岡歯科メディカルクリニック
浜松市中区中央1-15-5
浜松メディカルパークビル5F

053-489-6480

田代歯科医院 浜松市中区中央2-10-1 053-456-0100

中下歯科医院 浜松市中区中央2-11-18 053-456-3956

さわデンタルクリニック 浜松市中区中央2-13-19 053-489-4180

あがた歯科 浜松市中区中央3-6-1 053-525-7761

近藤歯科室 浜松市中区鍛冶町1-46 オクムラビル2F 053-455-2731

カナダ歯科
浜松市中区鍛冶町100-1
ザザシティ浜松中央館4F

053-455-2233

宮坂歯科 浜松市中区伝馬町90 053-451-7171

松山歯科医院 浜松市中区紺屋町308-2 053-453-1330

藤原歯科室 浜松市中区連尺町309-15 053-453-4457



<浜松市中区>

医院名 住所 電話番号

本目矯正歯科医院 浜松市中区連尺町314-28 053-452-2315

手嶋歯科医院 浜松市中区元浜町35-4 053-472-7711

寺田歯科医院 浜松市中区元浜町88 053-474-2022

坂東歯科クリニック 浜松市中区元浜町161-1 053-472-7932

凌雲堂矯正歯科医院 浜松市中区田町224-8 三晃田町ビル 053-456-7123

フジタ歯科有楽街診療室
浜松市中区田町316-28
ソサエティー相曽ビル3F

053-455-2478

鈴木歯科医院 浜松市中区田町331-6 053-452-0761

歯科村尾医院 浜松市中区元城町116-17 053-452-5554

大野歯科医院 浜松市中区元城町118-8 053-456-2415

山下歯科医院 浜松市中区松城町210-1 053-452-6897

近藤歯科医院 浜松市中区松城町214-18 053-452-2583

スギヤマ歯科クリニック 浜松市中区元城町218-3 053-458-1818

鈴木歯科医院 浜松市中区元城町218-11 053-452-4587

金原歯科医院 浜松市中区尾張町126-19 053-452-5908

大石歯科 浜松市中区富塚町209-202 053-452-2270

矢部歯科クリニック 浜松市中区富塚町349-1 053-458-1838

柴木歯科医院 浜松市中区富塚町1574-11 053-472-2131

森田歯科医院 浜松市中区富塚町1690-1 053-473-8241

ますだ歯科クリニック 浜松市中区富塚町1800-1 053-478-3100

あい歯科クリニック
浜松市中区富塚町1933-1
佐鳴湖パークタウンサウス1E1

053-415-9901

桑原歯科クリニック 浜松市中区富塚町2019-3 053-474-4300

増井歯科医院 浜松市中区富塚町2114-25 053-472-4647

山下歯科医院 浜松市中区和地山1-7-208 053-473-3520

ユミコ歯科クリニック 浜松市中区城北2-4-28 053-478-2400

清水歯科医院 浜松市中区布橋2-10-6 053-474-5711

オペラデンタルオフィス 浜松市中区広沢1-3-3 053-452-6480

松島歯科 浜松市中区広沢1-26-9 053-453-0802

喜田矯正歯科医院 浜松市中区広沢2-53-2 053-413-4182

鈴木歯科医院 浜松市中区広沢3-13-14 053-453-8649

石井デンタルクリニック 浜松市中区広沢3-24-13 053-525-8841

鹿谷デンタルクリニック 浜松市中区鹿谷町31-17 053-488-7500

すぎやま歯科医院 浜松市中区蜆塚2-14-1 053-455-2010

やぎ歯科 浜松市中区蜆塚3-19-13 053-489-4043

かみや矯正歯科･歯科 浜松市中区蜆塚4-8-7 053-456-8011

小山歯科医院 浜松市中区佐鳴台1-12-8 053-452-0520

さぎさか歯科
浜松市中区佐鳴台3-26-5
サニーヒルズ佐鳴台1F

053-449-5070

山崎歯科室 浜松市中区佐鳴台3-28-27 053-445-1616

松永歯科医院 浜松市中区佐鳴台3-44-5 053-448-0077

加藤歯科 浜松市中区佐鳴台4-36-12 053-415-0418

渡辺歯科口腔外科 浜松市中区佐鳴台5-3-13 053-456-1585

むらい歯科口腔外科クリニック 浜松市中区佐鳴台6-7-12 053-445-3353



<浜松市中区>

医院名 住所 電話番号

凌雲堂歯科 浜松市中区鴨江1-8-29 053-453-2382

曽布川医院 浜松市中区鴨江1-28-27 053-401-3850

糟谷歯科医院根上り松診療所 浜松市中区鴨江2-50-108 053-454-9035

中野歯科医院 浜松市中区鴨江3-50-22 053-455-4800

金原歯科医院 浜松市中区鴨江4-7-25 053-452-9427

鴨江うちだ歯科 浜松市中区鴨江町97-2 053-450-0001

天野歯科医院 浜松市中区栄町8-4 053-453-2457

松龍堂歯科医院 浜松市中区海老塚町767 053-452-7094

なつめ歯科 浜松市中区海老塚2-9-16 053-451-1234

飯島歯科医院 浜松市中区海老塚2-18-26 053-452-0773

龍口歯科医院 浜松市中区成子町53 053-452-1696

松本歯科医院 浜松市中区東伊場2-9-17 アルシュ2F 053-457-0880

糟谷歯科医院 浜松市中区西伊場町11-25 053-452-2731

あつし歯科 浜松市中区西伊場町56-21 053-451-3418

松山デンタルオフィス 浜松市中区西伊場町61-19 053-458-0018

横井歯科 浜松市中区上浅田1-14-39 053-441-7947

斉田歯科医院 浜松市中区西浅田2-11-12 053-442-1220

吉野歯科医院 浜松市中区神田町403 053-442-4850

中村歯科医院 浜松市中区神田町547 053-444-1555

河口歯科医院 浜松市中区神田町1377 053-442-5888

大森歯科医院 浜松市中区葵西2-1-28 053-430-5448

きらら歯科クリニック 浜松市中区葵西3-7-1 053-420-3737

小栗歯科医院 浜松市中区葵西6-22-2 053-438-1847

斉藤歯科医院 浜松市中区小豆餅1-34-30 053-420-4181

デンタルステーション
ハル歯科医院

浜松市中区小豆餅3-7-23 053-416-1188

山口歯科医院 浜松市中区小豆餅3-23-5 053-437-8277

鳥居歯科医院 浜松市中区葵東1-4-10 053-471-0502

野田歯科医院 浜松市中区葵東1-9-53 053-439-8181

石野歯科医院 浜松市中区葵東2-20-6 053-437-1216

藤井歯科クリニック 浜松市中区葵東3-2-37 053-437-1111

柳川歯科医院 浜松市中区高丘東3-49-40 053-436-7565

深谷歯科クリニック 浜松市中区高丘東4-1-9 053-438-4800

ふじわら歯科医院 浜松市中区高丘西2-33-38 053-437-1084

野村歯科医院 浜松市中区高丘北1-1-1 053-489-5433

手嶋歯科クリニック 浜松市中区高丘北2-12-4 053-439-6300

しみず歯科クリニック 浜松市中区高丘北3-10-16 053-437-0418

松井歯科クリニック 浜松市中区萩丘4-14-16 053-474-5382

橋本歯科医院 浜松市中区上島1-17-3 053-474-2474

なおデンタルクリニック 浜松市中区上島3-31-17 053-463-6480

大江歯科 浜松市中区上島5-4-3 053-474-1871

みなこ歯科 浜松市中区上島5-10-10 053-473-0008

ナガタ歯科医院 浜松市中区幸2-3-5 053-471-8025



<浜松市中区>

医院名 住所 電話番号

おざわ歯科クリニック 浜松市中区幸5-17-8 053-471-3718

寺田歯科医院 浜松市中区泉1-5-55 053-473-8001

篠田歯科 浜松市中区泉4-2-16 053-412-1212

藤野歯科医院 浜松市中区和合町154-434 053-476-5011

はやし歯科医院 浜松市中区和合町193-1 053-476-6480

ふかや歯科医院 浜松市中区和合町243-1 053-474-5511

松田歯科医院 浜松市中区和合町936-512 053-471-1150

河合歯科医院 浜松市中区細島町8-9 053-465-0018

なかや歯科 浜松市中区早出町231-2 053-411-2888

高倉歯科医院 浜松市中区早出町1207-33 053-461-1177

トムラ歯科クリニック 浜松市中区早出町1234-3 053-411-4441

<浜松市東区>

医院名 住所 電話番号

タカ歯科医院 浜松市東区神立町123 053-411-5888

春藤歯科医院 浜松市東区将監町24-9 053-463-5501

ごとう歯科 浜松市東区豊町1957-4 053-432-1184

おざわ歯科 浜松市東区豊町2472-1 053-431-3377

松永歯科医院 浜松市東区貴平町1720 053-433-3332

すずらん歯科 浜松市東区笠井新田町655-2 053-435-4182

青葉歯科クリニック 浜松市東区笠井町1249-5 053-435-7731

せりざわ歯科医院 浜松市東区中郡町382-1 053-434-6535

きらめき歯科医院 浜松市東区中郡町766-1 053-432-6480

池澤歯科医院 浜松市東区大島町979 053-433-9911

よねざわ歯科医院 浜松市東区大島町1336 053-431-6480

田中歯科医院 浜松市東区積志町1347 053-434-0417

フジタ歯科室 浜松市東区積志町1629-1 053-545-4790

彦坂歯科医院 浜松市東区有玉北町1158-1 053-433-8855

蓮尾歯科医院 浜松市東区有玉南町264-1 053-434-3260

金子歯科医院 浜松市東区有玉南町2175 053-471-1182

もり歯科クリニック 浜松市東区有玉南町2296 053-479-0019

市川歯科 浜松市東区有玉西町1201-2 053-434-6700

うめがえ歯科医院 浜松市東区有玉西町2446 053-475-6480

林歯科医院 浜松市東区半田町841-1 053-589-5888

いぬづか子供歯科クリニック 浜松市東区半田町1471 053-435-1884

あだち歯科クリニック 浜松市東区半田山3-31-5 053-434-8404

朝比奈歯科医院 浜松市東区有玉台2-31-14 053-434-7171

大村歯科医院 浜松市東区上石田町1537-3 053-435-1861

椎名歯科医院 浜松市東区下石田町1523-1 053-422-3223

平野歯科医院 浜松市東区松小池町160 053-421-0088

竹山歯科医院 浜松市東区天竜川町73 053-462-0229

田代歯科診療所
浜松市東区天竜川町303-3
ジェイハイム東浜松1F

053-462-3736



<浜松市東区>

医院名 住所 電話番号

和歯科クリニック 浜松市東区和田町898-3 053-465-1560

ヤス歯科医院 浜松市東区篠ケ瀬町269 053-464-8990

篠ケ瀬歯科 浜松市東区篠ヶ瀬町761 053-421-0595

グリーン歯科SUZUKI 浜松市東区宮竹町650 053-464-7151

さくら歯科 浜松市東区丸塚町157-1 053-411-3377

柳沢歯科 浜松市東区原島町455 053-468-0770

鈴木歯科クリニック 浜松市東区上西町1262 053-465-0350

キムラ歯科クリニック 浜松市東区市野町541 053-435-5070

まえじま歯科医院 浜松市東区市野町1224 053-423-0160

渋谷デンタルオフィス 浜松市東区市野町2540-1 053-422-2333

石川歯科 浜松市東区天王町1743 053-466-6480

めぐり歯科医院 浜松市東区天王町1832-2 053-589-5541

NSデンタルオフィス
浜松市東区天王町字諏訪1981-3
イオン浜松市野ショッピングセンター1F 053-411-5008

ファミリアデンタルオフィス 浜松市東区天王町1966 053-544-9500

たつぐち歯科 浜松市東区上新屋町222-2 053-464-5333

鈴木けいた歯科医院 浜松市東区小池町170 053-434-7300

タケ歯科医院 浜松市東区小池町2321-1 053-465-4618

ニワ歯科医院 浜松市東区小池町2668-1 053-463-2202

山﨑歯科医院 浜松市東区天竜川町1129-1 053-423-1818

市川歯科医院子安診療所 浜松市東区子安町310-11 053-465-1550



<浜松市西区>

医院名 住所 電話番号

江馬歯科診療所 浜松市西区雄踏町山崎3616-1 053-592-6327

竹山歯科医院 浜松市西区雄踏町宇布見4030 053-592-3710

柴田歯科医院 浜松市西区雄踏町宇布見5186 053-592-1109

河辺歯科医院 浜松市西区雄踏町宇布見7396-1 053-592-9111

わくだ歯科 浜松市西区雄踏1-26-28 053-596-1182

藤田歯科医院 浜松市西区篠原町11125-1 053-448-0697

おおすぎファミリー歯科 浜松市西区篠原町14233-5 053-448-2490

山田歯科クリニック 浜松市西区馬郡町4050 053-597-1188

フル歯科医院 浜松市西区馬郡町6003 053-592-8241

本目歯科医院 浜松市西区舞阪町舞阪2123-1 053-592-0460

Mai 子どもデンタル･ルーム 浜松市西区舞阪町舞阪5247-1 053-597-0330

一瀬歯科医院 浜松市西区舞阪町弁天島2658-46 053-592-1647

浅井歯科医院 浜松市西区湖東町5844-1 053-486-2500

寺田歯科医院 浜松市西区伊左地町2154-1 053-482-3777

才川歯科医院 浜松市西区伊左地町5201-1 053-486-2426

鈴木歯科クリニック 浜松市西区伊左地町8875 053-486-3575

志村歯科小児歯科クリニック 浜松市西区大人見町1500-1 053-485-8401

青木歯科医院 浜松市西区大人見町3393-4 053-485-5430

えにしファミリー歯科クリニック 浜松市西区大人見町3447 053-525-9111

神谷歯科医院 浜松市西区村櫛町3159 053-489-2112

中山歯科クリニック 浜松市西区庄内町8-1 053-487-3700

杉山歯科医院 浜松市西区西山町143-10 053-482-3900

湯川歯科医院西山診療所 浜松市西区西山町1313-1 053-485-3755

飯島歯科医院 浜松市西区神ケ谷町8965-1 053-485-6480

山口歯科医院 浜松市西区神原町1285-4 053-485-7575

山下歯科医院 浜松市西区入野町4902-2 053-449-0750

ゆやま歯科医院 浜松市西区入野町4905-5 053-440-6777

寺田歯科 浜松市西区入野町6249-2 053-449-3500

牛田歯科医院 浜松市西区入野町6299-2 053-445-2255

ふじもと矯正歯科医院
浜松市西区入野町6301-1
重兵衛矢田坂ビル2F

053-447-6480

竹内歯科医院 浜松市西区入野町8871-6 053-489-4618

栩木歯科医院 浜松市西区入野町9240-1 053-447-1142

酒井歯科医院 浜松市西区入野町15117-1 053-447-7272

大石歯科 浜松市西区入野町16100-20 053-445-6455

矢田歯科医院 浜松市西区大平台2-17-13 053-484-0818

マキタ歯科 浜松市西区大平台3-28-30 053-482-0888

あいみる歯科 浜松市西区志都呂1-4-16 053-415-0777

こころ歯科 浜松市西区志都呂2-12-23 053-440-6480



<浜松市南区>

医院名 住所 電話番号

おきの歯科クリニック 浜松市南区本郷町282-1 053-461-4618

たてべ歯科医院 浜松市南区本郷町1366-3 053-462-3210

深谷歯科医院 浜松市南区芳川町838 053-425-0065

のせ歯科医院 浜松市南区恩地町393 053-425-5999

よこい歯科 浜松市南区都盛町5-1 053-426-8810

山本歯科クリニック 浜松市南区参野町156-4 053-465-6510

歯医者さん はせがわ 浜松市南区頭陀寺町330-22 053-460-8148

本田歯科クリニック 浜松市南区頭陀寺町358-2 053-462-1021

大林歯科医院 浜松市南区西町807 053-425-8755

田口歯科クリニック 浜松市南区河輪町146 053-425-8211

本目歯科医院 浜松市南区下江町573-1 053-426-1151

えとう歯科 浜松市南区立野町210 053-425-5700

なかがわ歯科クリニック 浜松市南区松島町866-1 053-426-8881

飯嶋歯科浜団地診療所 浜松市南区遠州浜2-24-1 053-425-4150

大塚歯科医院 浜松市南区西島町200-1 053-425-1222

わかな歯科クリニック 浜松市南区寺脇町341 053-441-6888

清水歯科白羽診療所 浜松市南区白羽町808-1 053-441-7117

小沢歯科医院 浜松市南区白羽町2479-3 053-442-5277

中村歯科クリニック 浜松市南区三島町163-1 053-444-2120

山崎歯科クリニック 浜松市南区三島町254 053-441-6480

秋元歯科医院 浜松市南区楊子町64-3 053-442-6896

みもりfamily歯科クリニック 浜松市南区若林町326 053-424-5727

鈴木歯科医院 浜松市南区若林町1214 053-448-1194

貴志歯科医院 浜松市南区若林町1434-1 053-440-1330

まつした歯科クリニック 浜松市南区法枝町224-1 053-582-6480

石田歯科医院 浜松市南区卸本町36-1 本町ビル2F 053-442-0065

はじめ歯科医院 浜松市南区新橋町510-2 053-440-0770

トクダ歯科クリニック 浜松市南区新橋町1657-1 053-449-3333

水野歯科診療所 浜松市南区増楽町663-5 053-448-7166

こんどう歯科医院 浜松市南区増楽町1328-1 053-449-5055

喜田歯科医院 浜松市南区高塚町129 053-449-2667

マサキ歯科医院 浜松市南区飯田町597-3 053-464-5041

木村歯科医院 浜松市南区飯田町879 053-411-6660

たけだ歯科 浜松市南区安松町39-11 053-462-9777



<浜松市北区>

医院名 住所 電話番号

スズキ歯科診療所 浜松市北区細江町中川1981 053-523-0303

太田歯科医院 浜松市北区細江町中川5410-2 053-523-2211

手嶋歯科医院細江歯科診療所 浜松市北区細江町中川7172-86 053-523-1212

名倉歯科 浜松市北区細江町気賀30-8 053-522-1888

村上歯科医院 浜松市北区細江町気賀111-11 053-522-0111

森歯科医院 浜松市北区細江町気賀994-1 053-522-0426

鳥居歯科医院 浜松市北区細江町気賀1034 053-522-0068

村上歯科医院 浜松市北区三ケ日町都筑1691 053-526-7131

近藤歯科医院 浜松市北区三ケ日町三ケ日653-1 053-525-0233

太田歯科医院 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日745 053-525-0163

鈴木歯科医院 浜松市北区三ケ日町三ケ日774-1 053-524-0234

しむら歯科医院 浜松市北区都田町8786 053-428-4371

テクノ伊藤歯科 浜松市北区都田町沢上9106-5 053-428-8211

平松歯科医院 浜松市北区新都田2-1-12 053-428-2626

ねむノ木歯科クリニック 浜松市北区引佐町井伊谷2332-1 053-542-1115

足立歯科医院 浜松市北区引佐町金指1276-2 053-542-0035

長野歯科医院 浜松市北区引佐町金指1538-7 053-542-2825

すずき歯科クリニック 浜松市北区引佐町黒渕126-1 053-543-1118

朝比奈歯科医院 浜松市北区引佐町四方浄140-19 053-544-0160

柳澤歯科医院 浜松市北区三幸町461-3 053-439-5500

神沢歯科医院 浜松市北区大原町3-7 053-438-3663

ケイ･デンタルクリニック 浜松市北区豊岡町111 053-420-6480

山本歯科豊岡診療所 浜松市北区豊岡町195-5 053-437-0118

若杉歯科医院 浜松市北区東三方町261-2 053-438-3454

とだ歯科クリニック 浜松市北区三方原町109-17 053-414-0280

清水歯科医院三方原診療所 浜松市北区三方原町196-2 053-436-9026

いとう歯科医院 浜松市北区三方原町460-4 053-436-6798

ふじの木ファミリー歯科医院 浜松市北区三方原町739-4 053-437-1020

木蘭歯科クリニック 浜松市北区三方原町1278-1 053-414-9000

鎌田歯科医院 浜松市北区三方原町1369-2 053-436-2095

Green Dental Clinic 浜松市北区三方原町1408-3 053-525-9880

むらかみ歯科クリニック 浜松市北区三方原町1559-18 053-414-5541

池谷歯科 浜松市北区三方原町2357-2 053-438-3737

影山デンタルクリニック 浜松市北区根洗町199-5 053-430-5005

佐原歯科医院 浜松市北区根洗町472-7 053-437-5131

ひろゆき歯科口腔外科 浜松市北区初生町381-11 053-430-1182

鈴木歯科 浜松市北区初生町1154-37 053-437-2631

富田歯科医院 浜松市北区初生町1294-2 053-430-4618



<浜松市浜北区>

医院名 住所 電話番号

平野歯科医院 浜松市浜北区尾野772-3 053-588-6868

大城歯科医院 浜松市浜北区新原1044-5 053-586-2023

ナカゼ歯科 浜松市浜北区新原3596-3 053-585-2181

中嶋歯科医院 浜松市浜北区宮口2836-1 053-589-0505

さわき歯科クリニック 浜松市浜北区中瀬2691-33 053-588-5588

長谷川歯科医院 浜松市浜北区於呂2129-1 053-588-3575

たかだ歯科医院 浜松市浜北区西中瀬2-7-19 053-588-6601

みその歯科医院 浜松市浜北区東美薗59-13 053-585-6480

すずき歯科医院 浜松市浜北区油一色92-1 053-586-1166

富士田歯科医院 浜松市浜北区道本23-7 053-585-5008

浜名歯科診療所 浜松市浜北区道本278-2 053-586-5535

たかはし歯科･口腔外科クリニック 浜松市浜北区西美薗2538-1 053-584-5678

きたはま歯科 浜松市浜北区寺島2801 053-586-4800

横須賀きが歯科医院 浜松市浜北区横須賀186-1 053-585-5252

鈴木デンタルクリニック 浜松市浜北区横須賀797-1 053-585-5575

氣賀歯科医院 浜松市浜北区沼260-1 053-586-2860

きぶね歯科 浜松市浜北区貴布祢534-11 053-585-3500

平口歯科医院 浜松市浜北区平口333-4 053-584-4682

中野歯科医院 浜松市浜北区小松297-2 053-586-1400

かとう歯科 浜松市浜北区小松517-3 053-586-0506

上林歯科 浜松市浜北区小松1247 053-584-1182

いちかわ歯科浜北 浜松市浜北区小松3262-1 053-585-5666

浜北歯科医院 浜松市浜北区中条1288 053-586-3222

かわい歯科クリニック 浜松市浜北区内野815 053-584-3355

大城歯科医院内野診療所 浜松市浜北区内野933-2 053-586-1060

吉田歯科 浜松市浜北区内野2534-1 053-586-6666

滝川歯科 浜松市浜北区染地台1-43-45 053-545-3778

みやぎ歯科室 浜松市浜北区染地台4-23-18 053-424-6480

こいけ歯科･矯正歯科
浜松市浜北区貴布祢1200
プレ葉ウォーク浜北

053-584-1500

<浜松市天竜区>

医院名 住所 電話番号

秋山歯科 浜松市天竜区二俣町鹿島42-1 053-925-6480

中野歯科医院 浜松市天竜区二俣町二俣1357-2 053-926-1530

芦沢歯科医院 浜松市天竜区二俣町二俣1566-2 053-925-2850

大村歯科 浜松市天竜区横山町437-5 053-923-0555

平賀歯科医院 浜松市天竜区佐久間町中部79-1 053-965-1310

小澤歯科医院 浜松市天竜区水窪町奥領家2660 053-987-0123

浅倉歯科医院 浜松市天竜区春野町気田582-1 053-989-0418



<湖西市>

医院名 住所 電話番号

守吉歯科医院 湖西市新居町中之郷173-1 053-594-3360

遠藤歯科医院 湖西市新居町新居100-3 053-594-6480

鳥居歯科医院（新居） 湖西市新居町新居1215 053-594-0651

歯科天陽堂柴田医院 湖西市新居町新居3355-2 053-594-0622

北原歯科医院 湖西市岡崎610-3 053-577-4118

尾崎歯科医院 湖西市新所原2-8-1 053-577-1028

山本歯科医院 湖西市新所原3-3-26 053-577-3888

小林歯科医院 湖西市駅南2-14-9 053-577-1484

はる歯科クリニック 湖西市南台4-1-1 053-577-5666

鳥居歯科医院 湖西市鷲津538 053-576-0133

小野田歯科医院 湖西市鷲津716-10 053-576-0201

三田歯科医院 湖西市鷲津1188-1 053-576-1711

柴田歯科医院 湖西市鷲津1881-3 広谷ハイツ 053-576-4012

神谷歯科医院 湖西市古見994-6 053-576-3331

山村歯科医院 湖西市古見1034-7 053-576-9555

伊藤歯科医院 湖西市白須賀3904 053-579-0752


