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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

（医）回生会大西病院口腔外科 北海道 旭川市
いあい歯科医院 北海道 旭川市
きたもり歯科医院 北海道 旭川市
きた歯科クリニック 北海道 旭川市
こかど歯科医院 北海道 旭川市
さくらい歯科医院 北海道 旭川市
すずき歯科クリニック 北海道 旭川市
たかがき歯科 北海道 旭川市
ツインハープ歯科 北海道 旭川市
ぼんこはら歯科医院 北海道 旭川市
マキタ歯科医院 北海道 旭川市
みなと歯科クリニック 北海道 旭川市
やぶしたフラワー歯科 北海道 旭川市
ルミネ歯科医院 北海道 旭川市
旭川一条通デンタルクリニック 北海道 旭川市
医）いとう歯科クリニック 北海道 旭川市
医）たて歯科医院 北海道 旭川市
医）細野歯科クリニック 北海道 旭川市
医）神楽歯科医院 北海道 旭川市
医）緑町歯科医院 北海道 旭川市
医療法人なかむら歯科 北海道 旭川市
医療法人社団　アサヒ矯正歯科 北海道 旭川市
医療法人社団のぐち歯科医院 北海道 旭川市
医療法人社団岩田谷歯科 北海道 旭川市
医療法人社団公月会　新崎歯科医院 北海道 旭川市
医療法人社団今本歯科医院 北海道 旭川市
医療法人社団市川歯科医院 北海道 旭川市
医療法人社団大和歯科医院 北海道 旭川市
医療法人社団玲歯　竹澤歯科医院 北海道 旭川市
河野歯科医院 北海道 旭川市
吉田歯科医院 北海道 旭川市
元木デンタルクリニック 北海道 旭川市
原田矯正歯科 北海道 旭川市
山口歯科医院 北海道 旭川市
山田歯科医院 北海道 旭川市
十条歯科医院 北海道 旭川市
小池歯科医院 北海道 旭川市
小林歯科医院 北海道 旭川市
森田歯科医院 北海道 旭川市
神保歯科医院 北海道 旭川市
泉原歯科医院 北海道 旭川市
太田歯科医院 北海道 旭川市
中山歯科医院 北海道 旭川市
東光歯科医院 北海道 旭川市
道北口腔保健センター 北海道 旭川市
梅津歯科クリニック 北海道 旭川市
よりもと歯科医院 北海道 芦別市
医）おおさき歯科 北海道 芦別市
医療法人社団はぎわら歯科クリニック 北海道 芦別市
医療法人社団啓佑会　いち花歯科クリニック 北海道 芦別市
ニセコ歯科 北海道 虻田郡ニセコ町
きくちしかいいん 北海道 虻田郡京極町
医療法人　伊藤歯科医院 北海道 虻田郡倶知安町
千種歯科医院 北海道 虻田郡洞爺湖町
ほほえみファミリー歯科 北海道 伊達市
医療法人社団さかた歯科医院 北海道 伊達市
医療法人社団なかむら歯科医院 北海道 伊達市
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中神歯科医院 北海道 雨竜郡
中神歯科医院 北海道 雨竜郡沼田町
医療法人社団いざなき会　定岡歯科医院 北海道 雨竜郡妹背牛町
医）酒井歯科医院 北海道 浦河郡浦河町
東海林歯科医院 北海道 遠軽町
歌志内ホワイト歯科クリニック 北海道 歌志内市
いしがき歯科クリニック 北海道 河西郡芽室町
おみ歯科クリニック 北海道 河西郡芽室町
医療法人社団　やました歯科医院 北海道 河西郡中札内村
さくら歯科・矯正歯科医院 北海道 河東郡音更町
すずらん歯科医院 北海道 河東郡音更町
医療法人社団岸上歯科医院 北海道 河東郡音更町
高橋歯科メモリアル 北海道 河東郡音更町
宝来中央歯科 北海道 河東郡音更町
木野歯科医院 北海道 河東郡音更町
緑陽台歯科診療所 北海道 河東郡音更町
ひらやま歯科 北海道 樺戸郡新十津川町
新十津川パンダ歯科 北海道 樺戸郡新十津川町
医）信樹会　向歯科診療所　森クリニック 北海道 茅部郡森町
ひさつね歯科 北海道 岩見沢市
医）三嶋歯科医院７条院 北海道 岩見沢市
医）福島歯科医院 北海道 岩見沢市
医療法人社団学歯会　九津見歯科医院 北海道 岩見沢市
医療法人柏葉会三嶋歯科医院栗沢院 北海道 岩見沢市
一条通り歯科医院 北海道 岩見沢市
吉田歯科医院 北海道 岩見沢市
勝木歯科 北海道 岩見沢市
青野歯科 北海道 岩見沢市
千徳歯科医院 北海道 岩見沢市
川野歯科医院 北海道 岩見沢市
倉増歯科医院 北海道 岩見沢市
谷本歯科医院 北海道 岩見沢市
にしざき歯科医院 北海道 岩内郡岩内町
なかがわ歯科 北海道 亀田郡七飯町
見晴公園歯科・矯正歯科クリニック 北海道 亀田郡七飯町
大沼歯科クリニック 北海道 亀田郡七飯町
大成歯科診療所 北海道 久遠郡せたな町
加藤歯科 北海道 空知郡南幌町
藤井歯科医院 北海道 空知郡南幌町
かむかむクリニック 北海道 釧路郡釧路町
めぐみ歯科クリニック 北海道 釧路郡釧路町
おかだ歯科 北海道 釧路市
かんざわ歯科クリニック 北海道 釧路市
たなか歯科クリニック 北海道 釧路市
阿寒歯科診療所 北海道 釧路市
伊藤隆志歯科医院 北海道 釧路市
医）クボタデンタルクリニック 北海道 釧路市
医療法人あかつき　あかつき総合歯科 北海道 釧路市
医療法人社団　影山歯科医院 北海道 釧路市
医療法人社団　佐藤歯科医院 北海道 釧路市
医療法人社団　上島歯科医院 北海道 釧路市
医療法人社団　中谷歯科医院 北海道 釧路市
医療法人社団かねこ歯科クリニック 北海道 釧路市
加藤歯科医院 北海道 釧路市
見田歯科クリニック 北海道 釧路市
光陽町歯科クリニック 北海道 釧路市
昭和歯科医院 北海道 釧路市
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水野歯科クリニック 北海道 釧路市
川村歯科医院 北海道 釧路市
濱中歯科医院 北海道 釧路市
あさの歯科医院 北海道 恵庭市
医）園田歯科医院 北海道 恵庭市
泊村立歯科診療所 北海道 古宇郡泊村
中村小児歯科クリニック 北海道 厚岸郡厚岸町
きたまち歯科医院 北海道 江別市
すずき歯科クリニック 北海道 江別市
すみえ歯科医院 北海道 江別市
つちだ歯科 北海道 江別市
とくだ歯科医院 北海道 江別市
ひの歯科クリニック 北海道 江別市
ひろはしハートフル歯科 北海道 江別市
ふゆの歯科クリニック 北海道 江別市
よこた歯科医院 北海道 江別市
阿部歯科医院 北海道 江別市
医）明雄会　そのまち歯科 北海道 江別市
医療法人社団いずみ野歯科クリニック 北海道 江別市
医療法人優翔会　野幌ふじい歯科医院 北海道 江別市
稲垣歯科医院 北海道 江別市
吉田歯科医院 北海道 江別市
佐久間歯科医院 北海道 江別市
大麻歯科クリニック 北海道 江別市
野の花歯科医院 北海道 江別市
医療法人照井歯科医院 北海道 根室市
坂巻歯科医院 北海道 根室市
日高町立日高歯科診療所 北海道 沙流郡日高町
平取歯科診療所 北海道 沙流郡平取町
医大前歯科診療所 北海道 札幌市
あおば歯科 北海道 札幌市厚別区
こが歯科クリニック 北海道 札幌市厚別区
しのぐちこども歯科きょうせい歯科 北海道 札幌市厚別区
つじむら歯科 北海道 札幌市厚別区
パ－クタウン森歯科クリニック 北海道 札幌市厚別区
まこと歯科 北海道 札幌市厚別区
伊藤歯科 北海道 札幌市厚別区
医療法人社団　いしづか歯科クリニック 北海道 札幌市厚別区
勤医協もみじ台歯科診療所 北海道 札幌市厚別区
厚別駅前歯科 北海道 札幌市厚別区
新札幌木村歯科診療室 北海道 札幌市厚別区
森林公園歯科医院 北海道 札幌市厚別区
田中歯科クリニック 北海道 札幌市厚別区
福栄歯科医院 北海道 札幌市厚別区
木田歯科医院 北海道 札幌市厚別区
神山歯科医院 北海道 札幌市厚別区
おおしま歯科クリニック 北海道 札幌市手稲区
しんはっさむ歯科 北海道 札幌市手稲区
たむら歯科クリニック 北海道 札幌市手稲区
ながい歯科矯正歯科 北海道 札幌市手稲区
なないろ歯科クリニック 北海道 札幌市手稲区
はっとりファミリー歯科 北海道 札幌市手稲区
みつば歯科クリニック 北海道 札幌市手稲区
ハロー小児歯科・歯科口腔外科 北海道 札幌市中央区
阿部歯科医院 北海道 札幌市手稲区
医）じんない歯科小児歯科クリニック 北海道 札幌市手稲区
医療法人社団　鎌田歯科医院 北海道 札幌市手稲区
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宮の沢パ－ク歯科 北海道 札幌市手稲区
札幌テイネ歯科口腔外科クリニック 北海道 札幌市手稲区
手稲いなづみ歯科医院 北海道 札幌市手稲区
塚本歯科医院 北海道 札幌市手稲区
明星歯科医院 北海道 札幌市手稲区
渕崎歯科医院 北海道 札幌市手稲区
かわのデンタルクリニック 北海道 札幌市清田区
ライブヒルズ馬場歯科医院 北海道 札幌市清田区
医）永志会　緑ケ丘ファミリー歯科 北海道 札幌市清田区
医）健友会　平岡公園こじま歯科クリニック 北海道 札幌市清田区
医療法人社団ＫＫ会　イオンタウンかも歯科 北海道 札幌市清田区
医療法人社団恵友会あの歯科医院 北海道 札幌市清田区
医療法人社団幸仁会清田歯科 北海道 札幌市清田区
谷口歯科医院 北海道 札幌市清田区
東部歯科医院 北海道 札幌市清田区
東北通り歯科クリニック 北海道 札幌市清田区
藤島歯科医院 北海道 札幌市清田区
２４軒歯科クリニック 北海道 札幌市西区
いしかわ歯科 北海道 札幌市西区
いちやま歯科 北海道 札幌市西区
えみふる歯科 北海道 札幌市西区
かじや歯科クリニック 北海道 札幌市西区
かつき歯科医院 北海道 札幌市西区
くぼた歯科医院 北海道 札幌市西区
ことにオーラルケアクリニック 北海道 札幌市西区
ささき歯科医院 北海道 札幌市西区
さわだ歯科クリニック 北海道 札幌市西区
シリウス山の手歯科 北海道 札幌市西区
スマイルオフィスデンタルクリニック 北海道 札幌市西区
つちだ歯科クリニック 北海道 札幌市西区
ポテト歯科医院 北海道 札幌市西区
マイデンタルクリニック 北海道 札幌市西区
ラ・大地歯科クリニック 北海道 札幌市西区
わたなべ歯科クリニック 北海道 札幌市西区
伊藤歯科医院 北海道 札幌市西区
医）イーライン矯正歯科 北海道 札幌市西区
医）発寒デンタルクリニック 北海道 札幌市西区
医療法人社団　新道北口歯科 北海道 札幌市西区
医療法人社団うめや歯科クリニック 北海道 札幌市西区
医療法人社団そら小児歯科クリニック 北海道 札幌市西区
勤医協にしく歯科診療所 北海道 札幌市西区
琴似ファミリア歯科 北海道 札幌市西区
五十嵐歯科クリニック 北海道 札幌市西区
今田歯科医院 北海道 札幌市西区
山の手パール歯科クリニック 北海道 札幌市西区
山の手歯科診療所 北海道 札幌市西区
小西歯科医院 北海道 札幌市西区
小林歯科医院 北海道 札幌市西区
庄内こどもの歯科 北海道 札幌市西区
照井歯科クリニック 北海道 札幌市西区
森田歯科医院 北海道 札幌市西区
西町歯科医院 北海道 札幌市西区
石丸歯科医院 北海道 札幌市西区
石田歯科医院 北海道 札幌市西区
発寒中央歯科クリニック 北海道 札幌市西区
尾崎歯科医院 北海道 札幌市西区
房川歯科医院 北海道 札幌市西区
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（医）信昌会　神宮前歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
アスティ歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
アリエス歯科医院 北海道 札幌市中央区
いいだ歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
いしぐろ歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
いちやまた歯科 北海道 札幌市中央区
エイト歯科医院 北海道 札幌市中央区
エンゼル歯科 北海道 札幌市中央区
グランド歯科医院 北海道 札幌市中央区
デンタルオフィスおおとも 北海道 札幌市中央区
デンタルサンタさっぽろ 北海道 札幌市中央区
ともより歯科 北海道 札幌市中央区
なえぼ駅前歯科 北海道 札幌市中央区
なかじま歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
のざわ歯科医院 北海道 札幌市中央区
パールヤマダ歯科 北海道 札幌市中央区
ハタナカ歯科 北海道 札幌市中央区
ゆき小児歯科・歯科口腔外科 北海道 札幌市手稲区
ハロー小児歯科・歯科口腔外科 北海道 札幌市中央区
プリンス歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
ラポ－ル歯科医院 北海道 札幌市中央区
リバティ歯科 北海道 札幌市中央区
リラ歯科医院 北海道 札幌市中央区
旭ケ丘矯正歯科 北海道 札幌市中央区
旭山小児歯科 北海道 札幌市中央区
医療法人　フランス歯科 北海道 札幌市中央区
医療法人社団　永山歯科診療所 北海道 札幌市中央区
医療法人社団　牧口デンタルオフィス 北海道 札幌市中央区
医療法人社団Ｗ．Ｄ．Ｍ． 北海道 札幌市中央区
医療法人社団みやた会笹本歯科 北海道 札幌市中央区
医療法人社団愛育会　大通り矯正歯科 北海道 札幌市中央区
医療法人仁友会　日之出歯科診療所 北海道 札幌市中央区
育生歯科 北海道 札幌市中央区
碓井歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
円山鳥居前歯科 北海道 札幌市中央区
丸山歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
宮の森中央歯科 北海道 札幌市中央区
矯正歯科ｅｇａｏ 北海道 札幌市中央区
後藤歯科診療所 北海道 札幌市中央区
山鼻さとう歯科 北海道 札幌市中央区
小池歯科医院 北海道 札幌市中央区
松田デンタルクリニック 北海道 札幌市中央区
清水歯科医院 北海道 札幌市中央区
石丸歯科診療所 北海道 札幌市中央区
浅間歯科医院 北海道 札幌市中央区
創成歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
創成川公園総合歯科 北海道 札幌市中央区
大西歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
大西歯科医院 北海道 札幌市中央区
谷脇歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
中井歯科医院 北海道 札幌市中央区
朝日歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
藤井ビル歯科医院 北海道 札幌市中央区
藤井歯科医院 北海道 札幌市中央区
八重樫歯科医院 北海道 札幌市中央区
尾崎歯科 北海道 札幌市中央区
浜田歯科 北海道 札幌市中央区

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 5
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

富田歯科診療所 北海道 札幌市中央区
風の杜歯科 北海道 札幌市中央区
平木歯科クリニック 北海道 札幌市中央区
北円山クリエイト歯科 北海道 札幌市中央区
幌西歯科 北海道 札幌市中央区
緑丘歯科 北海道 札幌市中央区
林靖之歯科診療室 北海道 札幌市中央区
鈴木歯科医院 北海道 札幌市中央区
皓歯会豊水歯科 北海道 札幌市中央区
（医）みなみ歯科医院 北海道 札幌市東区
（医）大蔵会札幌佐藤病院・歯科 北海道 札幌市東区
おかもと歯科クリニック 北海道 札幌市東区
くぼやま歯科医院 北海道 札幌市東区
さとう歯科診療所 北海道 札幌市東区
つどーむ前佐々木歯科 北海道 札幌市東区
みうら歯科クリニック 北海道 札幌市東区
医）サカキ歯科医院 北海道 札幌市東区
医療法人社団　もとまちデンタルオフィス 北海道 札幌市東区
医療法人社団　空港通り歯科 北海道 札幌市東区
永山ファミリー歯科クリニック 北海道 札幌市東区
久保田歯科医院 北海道 札幌市東区
協和歯科クリニック 北海道 札幌市東区
佐藤歯科医院 北海道 札幌市東区
札苗歯科医院 北海道 札幌市東区
山本歯科医院 北海道 札幌市東区
星井歯科医院 北海道 札幌市東区
大谷歯科医院 北海道 札幌市東区
田中歯科・矯正歯科クリニック 北海道 札幌市東区
豊島歯科医院 北海道 札幌市東区
北１０条デンタルオフィス 北海道 札幌市東区
北光歯科クリニック 北海道 札幌市東区
本間歯科医院 北海道 札幌市東区
いとう歯科医院 北海道 札幌市南区
こじ歯科医院 北海道 札幌市南区
すみかわ歯科 北海道 札幌市南区
パーク歯科診療室 北海道 札幌市南区
へござき歯科医院 北海道 札幌市南区
よこやま歯科 北海道 札幌市南区
医療法人社団　クリスタル歯科 北海道 札幌市南区
医療法人社団ＳＰＬＵＳ　すずき歯科 北海道 札幌市南区
医療法人社団いとう小児歯科クリニック 北海道 札幌市南区
医療法人社団ワイス歯科 北海道 札幌市南区
医療法人社団愛歯会船本歯科クリニック 北海道 札幌市南区
医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所 北海道 札幌市南区
三上歯科医院 北海道 札幌市南区
真駒内歯科医院 北海道 札幌市南区
澄川ファミリー歯科 北海道 札幌市南区
福沢歯科医院 北海道 札幌市南区
北の沢夜間歯科 北海道 札幌市南区
えばた歯科医院 北海道 札幌市白石区
おおもり歯科 北海道 札幌市白石区
グレース歯科 北海道 札幌市白石区
さかき歯科医院 北海道 札幌市白石区
さとう歯科クリニック 北海道 札幌市白石区
しげえだ歯科 北海道 札幌市白石区
ひがしさっぽろ歯科クリニック 北海道 札幌市白石区
よつば歯科・こども歯科 北海道 札幌市白石区

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 6
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

リーサ矯正歯科 北海道 札幌市白石区
伊藤歯科医院 北海道 札幌市白石区
医）弘智会　おおつぼ歯科クリニック 北海道 札幌市白石区
医療法人　杉歯科医院 北海道 札幌市白石区
医療法人永遠会　なかむら歯科 北海道 札幌市白石区
医療法人社団いわはら歯科 北海道 札幌市白石区
医療法人社団白優会三好プリベント歯科 北海道 札幌市白石区
勤医協札幌歯科診療所 北海道 札幌市白石区
高川歯科医院 北海道 札幌市白石区
小松歯科医院 北海道 札幌市白石区
畠山歯科医院 北海道 札幌市白石区
北郷フレンド歯科 北海道 札幌市白石区
牧野歯科医院 北海道 札幌市白石区
アーバン歯科クリニック平岸院 北海道 札幌市豊平区
アーバン歯科小児矯正クリニック 北海道 札幌市豊平区
アリスファミリー歯科 北海道 札幌市豊平区
いこい歯科 北海道 札幌市豊平区
うぇるかむ歯科医院 北海道 札幌市豊平区
ケー・ビー・デンタルオフィス 北海道 札幌市豊平区
たかぎ歯科クリニック 北海道 札幌市豊平区
つちが歯科 北海道 札幌市豊平区
のぞみデンタルクリニック 北海道 札幌市豊平区
フミタ歯科医院 北海道 札幌市豊平区
みどりファミリー歯科 北海道 札幌市豊平区
よこた歯科 北海道 札幌市豊平区
わかまつ歯科医院 北海道 札幌市豊平区
医）社団緑真会　たく歯科 北海道 札幌市豊平区
医）大友歯科 北海道 札幌市豊平区
医療法人社団けんごう歯科小児歯科 北海道 札幌市豊平区
医療法人社団博愛会アイビー歯科クリニック 北海道 札幌市豊平区
月寒デンタルクリニック 北海道 札幌市豊平区
札幌ライフ歯科クリニック 北海道 札幌市豊平区
歯科・小児歯科　Ｋクリニック 北海道 札幌市豊平区
杉澤歯科医院 北海道 札幌市豊平区
川浪歯科医院 北海道 札幌市豊平区
中田歯科医院 北海道 札幌市豊平区
南平岸フミタ歯科 北海道 札幌市豊平区
美園フラワー歯科 北海道 札幌市豊平区
木の花歯科クリニック 北海道 札幌市豊平区
Ｉ'ｓデンタルクリニック 北海道 札幌市北区
Ｌａｌａガーデン歯科 北海道 札幌市北区
あいの里歯科医院 北海道 札幌市北区
アルファ歯科クリニック 北海道 札幌市北区
ため歯科クリニック 北海道 札幌市北区
なか川歯科医院 北海道 札幌市北区
ばん歯科医院 北海道 札幌市北区
ピープル歯科 北海道 札幌市北区
まえざわ歯科医院 北海道 札幌市北区
まさき歯科・小児歯科 北海道 札幌市北区
リーフ歯科クリニック 北海道 札幌市北区
医）北楡会パストラルデンタルクリニック 北海道 札幌市北区
医）明雄会　ロピア歯科 北海道 札幌市北区
医療法人社団にいで歯科医院 北海道 札幌市北区
医療法人社団高瀬歯科医院 北海道 札幌市北区
医療法人社団池田ファミリー歯科 北海道 札幌市北区
医療法人社団箱木歯科 北海道 札幌市北区
浦本歯科医院 北海道 札幌市北区

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 7
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

橋本歯科医院 北海道 札幌市北区
後藤歯科医院 北海道 札幌市北区
佐藤歯科医院 北海道 札幌市北区
札幌しのろ歯科 北海道 札幌市北区
札幌ファミリー歯科医院 北海道 札幌市北区
札幌愛児歯科医院 北海道 札幌市北区
札幌太平デンタルオフィス 北海道 札幌市北区
山形歯科クリニック 北海道 札幌市北区
新琴似歯科クリニック 北海道 札幌市北区
杉村歯科医院 北海道 札幌市北区
青葉歯科医院 北海道 札幌市北区
池田歯科クリニック 北海道 札幌市北区
中川歯科医院 北海道 札幌市北区
南麻生にじいろ歯科クリニック 北海道 札幌市北区
北ノ門歯科 北海道 札幌市北区
北海道医療大学病院 北海道 札幌市北区
北海道大学病院 北海道 札幌市北区
北区しんた歯科 北海道 札幌市北区
北斗デンタルクリニック 北海道 札幌市北区
浜本歯科医院 北海道 士別市
歌登歯科診療所 北海道 枝幸郡枝幸町
浜口歯科医院 北海道 枝幸郡枝幸町
医）奥村歯科医院 北海道 室蘭市
森歯科クリニック 北海道 室蘭市
八丁平歯科医院 北海道 室蘭市
広川歯科医院 北海道 斜里郡清里町
（医）杏柚会　寿都歯科医院 北海道 寿都郡寿都町
（医）晃晋会　平井歯科医院 北海道 小樽市
かず歯科 北海道 小樽市
じつかわ歯科医院 北海道 小樽市
なるみ歯科医院 北海道 小樽市
ファミリ－歯科医院 北海道 小樽市
医療法人　長谷川歯科医院 北海道 小樽市
医療法人社団徳友会市村歯科クリニック 北海道 小樽市
菊池歯科クリニック 北海道 小樽市
坂田歯科医院 北海道 小樽市
桜町歯科クリニック 北海道 小樽市
山の手鈴木歯科医院 北海道 小樽市
山岡歯科医院 北海道 小樽市
西歯科 北海道 小樽市
石井歯科クリニック 北海道 小樽市
石橋歯科医院 北海道 小樽市
銭函歯科医院 北海道 小樽市
目良歯科クリニック 北海道 小樽市
原田歯科医院 北海道 小樽市加治木町
原田歯科 北海道 小樽市東餠田
富山歯科医院 北海道 松前郡福島町
医）さだおか歯科医院 北海道 上川郡
（医）東秀会　わたなべ歯科 北海道 上川郡新得町
医療法人社団木村歯科医院 北海道 上川郡清水町
松山デンタルクリニック 北海道 上川郡東川町
東川歯科クリニック 北海道 上川郡東川町
医）越智歯科医院 北海道 上川郡比布町
ハート歯科 北海道 石狩郡当別町
当別駅前クリニック田西歯科 北海道 石狩郡当別町
はなかわ歯科クリニック 北海道 石狩市
フジイ歯科医院 北海道 石狩市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 8
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都 道
府 県 所 在 地

石狩デンタル　クリニック 北海道 石狩市
長谷川歯科医院 北海道 赤平市
おおはし歯科医院 北海道 千歳市
おがわ歯科医院 北海道 千歳市
たかぎ歯科 北海道 千歳市
みぞぐち歯科クリニック 北海道 千歳市
医）社団　向陽台歯科 北海道 千歳市
第１歯科 北海道 千歳市
高台歯科クリニック 北海道 川上郡弟子屈町
風間歯科医院 北海道 増毛郡増毛町
（医）船津歯科矯正歯科クリニック 北海道 帯広市
いしかわ歯科 北海道 帯広市
おおたき歯科 北海道 帯広市
くにやす歯科クリニック 北海道 帯広市
つがやす歯科医院 北海道 帯広市
デンタルクリニックすぎむら 北海道 帯広市
のえこども歯科 北海道 帯広市
はたやま歯科医院 北海道 帯広市
むらにし歯科クリニック 北海道 帯広市
よしだ歯科医院 北海道 帯広市
わたなべビル歯科医院 北海道 帯広市
医）アイ小林歯科医院 北海道 帯広市
医）社団　アルファ歯科矯正歯科医院 北海道 帯広市
医）社団誠蘭会　ささはら歯科医院 北海道 帯広市
医）大通り歯科クリニック 北海道 帯広市
医）宝来中央歯科　タウン歯科 北海道 帯広市
医療法人社団　おびひろアート矯正歯科 北海道 帯広市
医療法人社団　佐々木歯科医院 北海道 帯広市
鎌田歯科医院 北海道 帯広市
吉川歯科医院 北海道 帯広市
慶友会歯科クリニック 北海道 帯広市
小林歯科医院 北海道 帯広市
松崎歯科医院 北海道 帯広市
正木歯科医院 北海道 帯広市
川村歯科クリニック 北海道 帯広市
長瀬歯科クリニック 北海道 帯広市
白樺こまどり公園松橋歯科クリニック 北海道 帯広市
牧野歯科医院 北海道 帯広市
野本歯科クリニック 北海道 帯広市
Ｅデンタルクリニック 北海道 滝川市
コスモデンタルクリニック 北海道 滝川市
スマイル歯科 北海道 滝川市
宮腰歯科診療所 北海道 滝川市
滝川歯科医院 北海道 滝川市
塚本歯科医院 北海道 滝川市
医療法人　社団　トム　　萩見歯科 北海道 稚内市
井須歯科医院 北海道 稚内市
沖野歯科 北海道 稚内市
松尾歯科医院 北海道 中川郡美深町
豊頃町歯科診療所 北海道 中川郡豊頃町
國安歯科医院 北海道 中川郡幕別町
豊富歯科医院 北海道 天塩郡豊富町
スワン小児歯科クリニック 北海道 登別市
医）社団倫昂会共立歯科クリニック 北海道 登別市
三愛病院 北海道 登別市
アラヤ歯科医院 北海道 苫小牧市
あんぼ歯科クリニック 北海道 苫小牧市

※重複・記入不備のある医療機関は
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

うのデンタルクリニック 北海道 苫小牧市
かんの歯科医院 北海道 苫小牧市
くまざわ歯科医院 北海道 苫小牧市
さくら苫小牧歯科クリニック 北海道 苫小牧市
たかまつ歯科医院 北海道 苫小牧市
つつみ歯科医院 北海道 苫小牧市
はなぞの歯科医院 北海道 苫小牧市
医）袖井歯科医院 北海道 苫小牧市
医療法人社団みかみ歯科矯正歯科医院 北海道 苫小牧市
関歯科医院 北海道 苫小牧市
斉藤歯科医院 北海道 苫小牧市
田中歯科医院 北海道 苫小牧市
土上歯科医院 北海道 苫小牧市
豊巻歯科医院 北海道 苫小牧市
明野歯科クリニック 北海道 苫小牧市
初山別村立歯科診療所 北海道 苫前郡初山別村
熊石歯科診療所 北海道 二海郡八雲町
中村歯科クリニック 北海道 日高郡
波川歯科 北海道 日高郡
ここのは歯科 北海道 函館市
タカミ歯科クリニック 北海道 函館市
ながさか歯科医院 北海道 函館市
みさわ歯科口腔外科クリニック 北海道 函館市
医）いそべ歯科医院 北海道 函館市
医）ごとう歯科医院 北海道 函館市
医）菊田歯科クリニック 北海道 函館市
医）田家町きらら歯科クリニック 北海道 函館市
医療法人社団　油川歯科クリニック 北海道 函館市
岡本歯科医院 北海道 函館市
駒木歯科医院 北海道 函館市
光銭歯科医院 北海道 函館市
最上デンタルクリニック 北海道 函館市
酒井歯科医院 北海道 函館市
塚本歯科医院 北海道 函館市
内科・小児科・歯科　竹田クリニック 北海道 函館市
北条歯科医院 北海道 函館市
さくら歯科クリニック 北海道 美唄市
たかはし歯科医院 北海道 美唄市
メロディー歯科クリニック 北海道 美唄市
宝崎歯科クリニック 北海道 美唄市
北海道せき損センター 北海道 美唄市
医）中島歯科クリニック 北海道 標津郡中標津町
ごうだ歯科医院 北海道 富良野市
（医）松浦歯科医院 北海道 北見市
かとうれいこデンタルオフィス 北海道 北見市
こうえい歯科医院 北海道 北見市
はやぶさ矯正歯科クリニック 北海道 北見市
みわ歯科クリニック 北海道 北見市
医）いのこ歯科医院 北海道 北見市
医）金山歯科医院 北海道 北見市
医療法人社団大縁会　まるちよ歯科医院 北海道 北見市
岡田歯科医院 北海道 北見市
加藤歯科医院 北海道 北見市
公園歯科医院 北海道 北見市
若原歯科 北海道 北見市
小野歯科診療室 北海道 北見市
菅歯科医院 北海道 北見市

※重複・記入不備のある医療機関は
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

川村歯科医院 北海道 北見市
大島歯科医院 北海道 北見市
中台歯科医院 北海道 北見市
緑町歯科医院 北海道 北見市
いとう歯科クリニック 北海道 北広島市
エルフィン通り歯科 北海道 北広島市
おくだ歯科医院 北海道 北広島市
かえでファミリー歯科 北海道 北広島市
きたひろ東口歯科 北海道 北広島市
医）徳真会　きたひろしまプラザ歯科 北海道 北広島市
小屋デンタルクリニック 北海道 北広島市
木川歯科医院 北海道 北広島市
輪厚三愛病院 北海道 北広島市
医療法人　社団　トム　　本郷歯科 北海道 北斗市
上磯歯科診療所 北海道 北斗市
西川歯科医院 北海道 北斗市
（医）大谷歯科クリニック 北海道 名寄市
めまんべつ歯科 北海道 網走郡大空町
守屋歯科医院 北海道 網走郡大空町
医療法人　社団　トム　　東町歯科 北海道 網走郡美幌町
医療法人社団　小柳歯科医院 北海道 網走郡美幌町
医療法人社団敬愛会９時歯科 北海道 網走郡美幌町
えのもと歯科医院 北海道 網走市
はすいけ歯科 北海道 網走市
吉田歯科医院 北海道 網走市
小西歯科診療所 北海道 網走市
北原歯科医院 北海道 網走市
アサヒ歯科クリニック 北海道 紋別郡遠軽町
湧別歯科診療所 北海道 紋別郡湧別町
浜口歯科医院 北海道 紋別市
紋別市立上渚滑歯科診療所 北海道 紋別市
別海町立尾岱沼歯科診療所 北海道 野付郡別海町
オイワケデンタルクリニック 北海道 勇払郡安平町
くりやまフレンド歯科 北海道 夕張郡栗山町
医）　社団　南川歯科医院 北海道 夕張郡栗山町
高橋歯科医院 北海道 夕張郡栗山町
てらさわ歯科 北海道 夕張郡長沼町
畑歯科医院 北海道 夕張郡由仁町
ひうら歯科クリニック 北海道 夕張市
木村歯科診療所 北海道 夕張市
医療法人社団里仁会ファミリー歯科医院 北海道 様似郡様似町
おうみや歯科医院 北海道 留萌市
小山歯科医院 北海道 檜山郡
増永歯科医院 北海道 檜山郡江差町
朝日歯科診療所 北海道 士別市
麻生エルム歯科 北海道 札幌市北区
茂木歯科医院 北海道 二海郡八雲町
ひらた歯科 青森県 つがる市
菊池歯科医院 青森県 つがる市
柏ミナトヤ歯科医院 青森県 つがる市
福士歯科医院 青森県 つがる市
あわさ歯科医院 青森県 むつ市
たかはし歯科医院 青森県 むつ市
みどりがおか歯科クリニック 青森県 むつ市
山中歯科医院 青森県 むつ市
自衛隊大湊病院 青森県 むつ市
小田川歯科医院 青森県 むつ市
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

松木歯科医院 青森県 むつ市
渡辺歯科医院 青森県 むつ市
ちよや歯科クリニック 青森県 下北郡大間町
医療法人ウェルビーイング津島歯科 青森県 五所川原市
高満歯科医院 青森県 五所川原市
成田歯科診療所 青森県 五所川原市
あまない歯科医院 青森県 弘前市
かわむら歯科医院 青森県 弘前市
なかざわ歯科 青森県 弘前市
ミカミ歯科 青森県 弘前市
やまざき歯科医院 青森県 弘前市
医療法人　弘淳会　あべ歯科医院 青森県 弘前市
医療法人仙知会小泉歯科医院 青森県 弘前市
松山歯科医院 青森県 弘前市
大町歯科医院 青森県 弘前市
田口矯正歯科 青森県 弘前市
渡辺歯科医院 青森県 弘前市
楠美歯科クリニック 青森県 弘前市
百石町デンタルクリニック 青森県 弘前市
浜の町歯科クリニック 青森県 弘前市
平山歯科クリニック 青森県 弘前市
明本歯科医院 青森県 弘前市
野村歯科医院 青森県 弘前市
こだま歯科医院 青森県 黒石市
蒼前歯科医院 青森県 三戸郡階上町
医療法人　千葉歯科医院 青森県 三戸郡南部町
中村歯科医院 青森県 三戸郡南部町
つきだて歯科診療室 青森県 三沢市
ワイズ歯科 青森県 三沢市
医療法人　愛歯会　黒田歯科医院 青森県 三沢市
富田歯科医院 青森県 三沢市
（医）高屋歯科医院 青森県 十和田市
ふくい歯科クリニック 青森県 十和田市
仁歯科医院 青森県 十和田市
青の森歯科医院 青森県 十和田市
村上歯科クリニック 青森県 十和田市
大学通り歯科医院 青森県 十和田市
立花歯科医院 青森県 十和田市
（医）木村歯科医院 青森県 上北郡
のさか歯科医院 青森県 上北郡
昆歯科医院 青森県 上北郡おいらせ町
ＪＵＮ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 青森県 青森市
Ｓ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ　佐藤歯科 青森県 青森市
オリーブこども歯科 青森県 青森市
かわさき歯科医院 青森県 青森市
ジョイフル歯科クリニック 青森県 青森市
スマイルの歯科クリニック 青森県 青森市
せき歯科クリニック 青森県 青森市
たかや歯科クリニック 青森県 青森市
にこにこ歯科クリニック 青森県 青森市
ふじもと歯科医院 青森県 青森市
フラワー歯科医院 青森県 青森市
ミント歯科クリニック 青森県 青森市
むつ歯科医院 青森県 青森市
やまうち歯科医院 青森県 青森市
わかい歯科医院 青森県 青森市
阿部歯科医院 青森県 青森市
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

熊谷歯科医院 青森県 青森市
今歯科医院 青森県 青森市
桜庭歯科医院 青森県 青森市
三浦歯科医院 青森県 青森市
山田歯科医院 青森県 青森市
新城ミナトヤ歯科医院 青森県 青森市
赤川斎藤歯科医院 青森県 青森市
大空歯科クリニック 青森県 青森市
長内歯科医院 青森県 青森市
藤川歯科医院 青森県 青森市
柳谷歯科医院 青森県 青森市
鈴木歯科医院 青森県 青森市
對馬歯科医院 青森県 青森市
住吉歯科医院 青森県 東津軽郡今別町
くぼた歯科医院 青森県 八戸市
こなかの歯科よしだ 青森県 八戸市
こんどうファミリー歯科 青森県 八戸市
シンフォニー・デンタル・クリニック 青森県 八戸市
たかのはし歯科医院 青森県 八戸市
のぶデンタルクリニック 青森県 八戸市
ハーモニー歯科医院 青森県 八戸市
はこいし歯科医院 青森県 八戸市
ハロー！デンタルオフィス 青森県 八戸市
関口歯科 青森県 八戸市
高橋歯科クリニック 青森県 八戸市
根城歯科クリニック 青森県 八戸市
笹森　歯科医院 青森県 八戸市
松川歯科 青森県 八戸市
是川歯科クリニック 青森県 八戸市
成田歯科医院 青森県 八戸市
川村歯科医院 青森県 八戸市
大里歯科医院 青森県 八戸市
池谷歯科医院 青森県 八戸市
中里デンタルクリニック 青森県 八戸市
白山台歯科医院 青森県 八戸市
米沢歯科医院 青森県 八戸市
すぎた歯科 青森県 平川市
久米田歯科矯正歯科医院 青森県 北津軽郡
おおせ歯科医院 青森県 北津軽郡板柳町
かわさき歯科診療所 岩手県 一関市
くぼた矯正歯科クリニック 岩手県 一関市
しばじゅく歯科 岩手県 一関市
ちば歯科クリニック 岩手県 一関市
ふじさわ歯科 岩手県 一関市
ホンダ歯科クリニック 岩手県 一関市
伊藤歯科医院 岩手県 一関市
一関市国民健康保険千厩歯科診療所 岩手県 一関市
笠原歯科医院 岩手県 一関市
久保田歯科医院 岩手県 一関市
橋本歯科医院 岩手県 一関市
熊谷歯科医院 岩手県 一関市
栗駒歯科医院 岩手県 一関市
佐藤歯科医院 岩手県 一関市
佐藤歯科医院 岩手県 一関市
三浦歯科医院 岩手県 一関市
三関歯科医院 岩手県 一関市
小野寺歯科医院 岩手県 一関市
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

石川歯科医院 岩手県 一関市
赤荻歯科医院 岩手県 一関市
千葉歯科医院 岩手県 一関市
中央歯科クリニック 岩手県 一関市
中善歯科医院 岩手県 一関市
萩荘歯科医院 岩手県 一関市
畠山歯科医院 岩手県 一関市
梁川歯科医院 岩手県 一関市
医療法人宏佑会かしわばら歯科クリニック 岩手県 遠野市
宮守歯科診療所 岩手県 遠野市
佐藤歯科医院 岩手県 遠野市
打越歯科医院 岩手県 遠野市
飯高歯科医院 岩手県 遠野市
両川歯科医院 岩手県 遠野市
あべ歯科医院 岩手県 奥州市
アヤノ歯科医院 岩手県 奥州市
いとう矯正歯科クリニック 岩手県 奥州市
さくらば歯科医院 岩手県 奥州市
ささき歯科医院 岩手県 奥州市
たかさき歯科 岩手県 奥州市
たかはし歯科医院 岩手県 奥州市
ときわ歯科医院 岩手県 奥州市
なつた歯科医院 岩手県 奥州市
はたけやま歯科 岩手県 奥州市
ひばりケ丘歯科クリニック 岩手県 奥州市
まえだ歯科クリニック 岩手県 奥州市
医療法人カズデンタルオフィスほうざわ歯科 岩手県 奥州市
医療法人ちだ歯科 岩手県 奥州市
医療法人康和会中田町歯科医院 岩手県 奥州市
関根歯科医院 岩手県 奥州市
吉田歯科クリニック 岩手県 奥州市
高野歯科クリニック 岩手県 奥州市
佐々木歯科医院 岩手県 奥州市
村上歯科医院 岩手県 奥州市
大手町歯科医院 岩手県 奥州市
大松沢歯科医院 岩手県 奥州市
大石歯科医院 岩手県 奥州市
津田歯科医院 岩手県 奥州市
北大通歯科医院 岩手県 奥州市
油井歯科医院 岩手県 奥州市
内舘歯科医院 岩手県 下閉伊郡山田町
木澤歯科医院 岩手県 下閉伊郡山田町
留理歯科医院 岩手県 下閉伊郡山田町
国民健康保険　田野畑村歯科診療所 岩手県 下閉伊郡田野畑村
普代村国民健康保険歯科診療所 岩手県 下閉伊郡普代村
いとう歯科 岩手県 花巻市
こばやかわ歯科医院 岩手県 花巻市
医療法人幸花会畠山歯科医院 岩手県 花巻市
医療法人小原クリニックおばら歯科医院 岩手県 花巻市
医療法人廣正会　寺内歯科医院 岩手県 花巻市
管野歯科医院 岩手県 花巻市
及川歯科クリニック 岩手県 花巻市
宮川歯科クリニック 岩手県 花巻市
金子歯科医院 岩手県 花巻市
高田歯科医院 岩手県 花巻市
桜井歯科医院 岩手県 花巻市
山内歯科医院 岩手県 花巻市
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狩野歯科医院 岩手県 花巻市
松園歯科クリニック 岩手県 花巻市
多田歯科クリニック 岩手県 花巻市
藤根歯科医院 岩手県 花巻市
八重樫歯科医院 岩手県 花巻市
おいかわ歯科医院 岩手県 釜石市
ささき歯科医院 岩手県 釜石市
医療法人鈴木歯科医院 岩手県 釜石市
遠刕歯科医院 岩手県 釜石市
三浦歯科クリニック 岩手県 釜石市
平松歯科医院 岩手県 釜石市
髙橋歯科医院 岩手県 岩手郡葛巻町
医療法人紀耶会　沼宮内歯科医院 岩手県 岩手郡岩手町
宮田歯科医院 岩手県 岩手郡岩手町
三宅歯科医院 岩手県 岩手郡岩手町
たにふじ歯科医院 岩手県 岩手郡雫石町
雫石歯科医院 岩手県 岩手郡雫石町
沼田歯科クリニック 岩手県 岩手郡雫石町
菅野歯科医院 岩手県 気仙郡住田町
医療法人二紀会　岩城歯科医院 岩手県 久慈市
吉田歯科医院 岩手県 久慈市
宮澤歯科医院 岩手県 久慈市
八重樫歯科医院 岩手県 久慈市
くらた歯科医院 岩手県 宮古市
伊藤歯科医院 岩手県 宮古市
吉川歯科医院 岩手県 宮古市
久保歯科医院 岩手県 宮古市
歯科伊藤医院 岩手県 宮古市
道又歯科医院 岩手県 宮古市
林歯科クリニック 岩手県 宮古市
伊保内歯科医院 岩手県 九戸郡九戸村
ムカイダ歯科クリニック 岩手県 九戸郡軽米町
堀米歯科医院 岩手県 九戸郡軽米町
村田歯科医院 岩手県 九戸郡野田村
青木歯科医院 岩手県 九戸郡洋野町
しわ歯科 岩手県 紫波郡紫波町
つのだ歯科・矯正歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
ひづめ歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
ふかざわ歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
城北歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
中島歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
六本木歯科医院 岩手県 紫波郡紫波町
むらた歯科 岩手県 紫波郡矢巾町
医療法人慧和会流通センター歯科診療所 岩手県 紫波郡矢巾町
医療法人社団エストエストデンタルケア 岩手県 紫波郡矢巾町
染井デンタルクリニック 岩手県 紫波郡矢巾町
おおつちじょうない歯科医院 岩手県 上閉伊郡大槌町
医療法人小松歯科医院 岩手県 上閉伊郡大槌町
近藤歯科医院 岩手県 上閉伊郡大槌町
いとう歯科医院 岩手県 盛岡市
きたがわ歯科クリニック 岩手県 盛岡市
くどう歯科クリニック 岩手県 盛岡市
ざいもくちょう歯科 岩手県 盛岡市
さとう歯科クリニック 岩手県 盛岡市
さとう歯科医院 岩手県 盛岡市
しげのぶ歯科医院 岩手県 盛岡市
じろう歯科クリニック 岩手県 盛岡市
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たかはし歯科医院 岩手県 盛岡市
どいじり歯科医院 岩手県 盛岡市
なかの矯正歯科 岩手県 盛岡市
はぎわら歯科クリニック 岩手県 盛岡市
はしば歯科医院 岩手県 盛岡市
ヒデ・デンタルクリニック 岩手県 盛岡市
ふじの歯科医院 岩手県 盛岡市
ふじむら歯科医院 岩手県 盛岡市
ポラーノ矯正歯科 岩手県 盛岡市
まつうら歯科クリニック 岩手県 盛岡市
まゆみ歯科小児歯科医院 岩手県 盛岡市
みちえ・やなぎさわ歯科 岩手県 盛岡市
みやのデンタルオフィス 岩手県 盛岡市
むらかみ歯科医院 岩手県 盛岡市
やすの矯正歯科クリニック 岩手県 盛岡市
ゆいとぴあ歯科医院 岩手県 盛岡市
ゆうがおせ歯科医院 岩手県 盛岡市
りょうわ歯科 岩手県 盛岡市
安藤歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人　紀耶会　岩渕歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人だいこく歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人トシ歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人幸英会　手代森歯科クリニック 岩手県 盛岡市
医療法人高橋衛歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人佐藤たもつ歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人小川歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人尽誠会田中歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人拓心会　松嶋歯科医院 岩手県 盛岡市
医療法人邦陽会　松舘歯科医院 岩手県 盛岡市
壱番舘歯科クリニック 岩手県 盛岡市
横沢歯科医院 岩手県 盛岡市
横藤歯科医院 岩手県 盛岡市
横矢歯科医院 岩手県 盛岡市
岡田歯科医院 岩手県 盛岡市
加賀野歯科クリニック 岩手県 盛岡市
吉田歯科クリニック 岩手県 盛岡市
宮崎歯科医院 岩手県 盛岡市
宮田歯科医院 岩手県 盛岡市
橋浦歯科診療所 岩手県 盛岡市
見前歯科クリニック 岩手県 盛岡市
向井田歯科医院 岩手県 盛岡市
国分通り歯科 岩手県 盛岡市
国労会館歯科 岩手県 盛岡市
黒江歯科医院 岩手県 盛岡市
黒田歯科クリニック 岩手県 盛岡市
三善歯科医院 岩手県 盛岡市
三田歯科医院 岩手県 盛岡市
山田歯科医院 岩手県 盛岡市
小山田歯科クリニック 岩手県 盛岡市
小山田歯科医院 岩手県 盛岡市
小林歯科医院 岩手県 盛岡市
松田歯科医院 岩手県 盛岡市
新津歯科クリニック 岩手県 盛岡市
清水町デンタルクリニック 岩手県 盛岡市
盛岡市立病院 岩手県 盛岡市
西郷歯科医院 岩手県 盛岡市
赤坂歯科医院 岩手県 盛岡市
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赤坂病院歯科 岩手県 盛岡市
川久保病院　歯科 岩手県 盛岡市
前川歯科クリニック 岩手県 盛岡市
前川歯科医院 岩手県 盛岡市
大浦内科・歯科クリニック 岩手県 盛岡市
中屋敷歯科医院 岩手県 盛岡市
中村歯科医院 岩手県 盛岡市
津志田歯科医院 岩手県 盛岡市
島津歯科医院 岩手県 盛岡市
白倉歯科医院 岩手県 盛岡市
米内歯科医院 岩手県 盛岡市
木のまち歯科医院 岩手県 盛岡市
鈴木まなぶ歯科医院 岩手県 盛岡市
鈴木歯科クリニック 岩手県 盛岡市
鈴木歯科診療室 岩手県 盛岡市
和田歯科医院 岩手県 盛岡市
攝待歯科医院 岩手県 盛岡市
髙山歯科医院 岩手県 盛岡市
ささき歯科 岩手県 西磐井郡平泉町
平泉歯科診療所 岩手県 西磐井郡平泉町
（医）一止会　くまかみ歯科クリニック 岩手県 大船渡市
いいだ歯科クリニック 岩手県 大船渡市
ほりのうち歯科医院 岩手県 大船渡市
阿部歯科医院 岩手県 大船渡市
医）理誠会　及川歯科医院 岩手県 大船渡市
越喜来歯科診療所 岩手県 大船渡市
菊池歯科クリニック 岩手県 大船渡市
後藤歯科医院 岩手県 大船渡市
大船渡市国民健康保険歯科診療所 岩手県 大船渡市
渡辺歯科クリニック 岩手県 大船渡市
こだま歯科医院 岩手県 滝沢市
たかだ歯科クリニック 岩手県 滝沢市
やまのかみ歯科医院 岩手県 滝沢市
小岩井駅前歯科 岩手県 滝沢市
小豆嶋歯科クリニック 岩手県 滝沢市
巣子歯科クリニック 岩手県 滝沢市
八幡歯科医院 岩手県 滝沢市
福士歯科医院 岩手県 滝沢市
あべ歯科クリニック 岩手県 胆沢郡金ケ崎町
いわぶち歯科 岩手県 胆沢郡金ケ崎町
岩渕歯科医院 岩手県 二戸郡
奥中山高原歯科クリニック 岩手県 二戸郡一戸町
ますだ歯科クリニック 岩手県 二戸市
関歯科医院 岩手県 二戸市
窪島歯科医院 岩手県 二戸市
国香歯科医院 岩手県 二戸市
菅歯科 岩手県 二戸市
渡辺歯科医院 岩手県 二戸市
アオキ歯科医院 岩手県 八幡平市
たかしま歯科医院 岩手県 八幡平市
一戸歯科クリニック 岩手県 八幡平市
山口歯科医院 岩手県 八幡平市
前田歯科医院 岩手県 八幡平市
あだち歯科クリニック 岩手県 北上市
えづりこ歯科医院 岩手県 北上市
おおつつみ歯科クリニック 岩手県 北上市
おやま歯科矯正クリニック 岩手県 北上市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 17



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

たんご歯科クリニック 岩手県 北上市
つつみが丘歯科医院 岩手県 北上市
とも歯科クリニック 岩手県 北上市
なおこ歯科クリニック 岩手県 北上市
ファミリー歯科医院 岩手県 北上市
むらさきの歯科医院 岩手県 北上市
わたなべ歯科 岩手県 北上市
医療法人社団　立正堂医院 岩手県 北上市
医療法人北上歯科医院 岩手県 北上市
高橋歯科医院 岩手県 北上市
佐藤さとし歯科医院 岩手県 北上市
二子歯科医院 岩手県 北上市
畠山歯科クリニック 岩手県 北上市
本石町歯科医院 岩手県 北上市
和賀歯科医院 岩手県 北上市
きかわだ歯科クリニック 岩手県 陸前高田市
気仙歯科クリニック 岩手県 陸前高田市
平成歯科医院 岩手県 陸前高田市
湯田歯科医院 岩手県 和賀郡西和賀町
髙義歯科クリニック 岩手県 和賀郡西和賀町
医療法人　すずき歯科医院 秋田県 にかほ市
小松歯科医院 秋田県 にかほ市
ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ田島歯科 秋田県 横手市
さくら歯科　河原田矯正歯科 秋田県 横手市
すえひろ歯科医院 秋田県 横手市
だいご歯科医院 秋田県 横手市
ノレーブ歯科クリニック 秋田県 横手市
パール歯科 秋田県 横手市
ほしの歯科医院 秋田県 横手市
ほそや歯科医院 秋田県 横手市
医療法人　小坂歯科医院 秋田県 横手市
医療法人よつば会　松野歯科医院 秋田県 横手市
横手みなみ歯科 秋田県 横手市
後藤歯科医院 秋田県 横手市
高橋歯科医院 秋田県 横手市
鴻斗歯科医院 秋田県 横手市
佐藤歯科医院 秋田県 横手市
佐藤歯科医院 秋田県 横手市
歯科ヨコテクリニック 秋田県 横手市
十文字歯科クリニック 秋田県 横手市
小原歯科医院 秋田県 横手市
照井歯科医院 秋田県 横手市
石成歯科医院 秋田県 横手市
石川歯科医院 秋田県 横手市
赤沢歯科医院 秋田県 横手市
太田歯科医院 秋田県 横手市
竹内歯科医院 秋田県 横手市
渡部歯科医院 秋田県 横手市
鈴木歯科 秋田県 横手市
敬徳会歯科診療所 秋田県 潟上市
石井歯科クリニック 秋田県 潟上市
大坂歯科医院 秋田県 潟上市
佐藤歯科医院 秋田県 山本郡三種町
嶋田歯科医院 秋田県 山本郡三種町
あんどう歯科医院 秋田県 鹿角市
ちゃこ歯科クリニック 秋田県 鹿角市
昆歯科医院 秋田県 鹿角市
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小野寺歯科クリニック 秋田県 鹿角市
田子歯科医院 秋田県 鹿角市
ＴＡＫＵ歯科クリニック 秋田県 秋田市
アルヴェたかのはし歯科 秋田県 秋田市
いずみ歯科クリニック 秋田県 秋田市
エンパイア歯科医院 秋田県 秋田市
おおすみ歯科医院 秋田県 秋田市
おのば歯科クリニック 秋田県 秋田市
キャッスル歯科室 秋田県 秋田市
くまがい日吉歯科医院 秋田県 秋田市
ごとう歯科クリニック 秋田県 秋田市
こまつ歯科医院 秋田県 秋田市
さくらのもり歯科医院 秋田県 秋田市
すま歯科医院 秋田県 秋田市
たかはし歯科クリニック 秋田県 秋田市
とりき町歯科クリニック 秋田県 秋田市
のなか歯科医院 秋田県 秋田市
はぁと歯科クリニック 秋田県 秋田市
ひがしとおり歯科医院 秋田県 秋田市
ひゃくすい歯科 秋田県 秋田市
ひろはた歯科 秋田県 秋田市
旭北歯科医院 秋田県 秋田市
安井歯科クリニック 秋田県 秋田市
医療法人　哲風会　むさしデンタルオフィス 秋田県 秋田市
医療法人東京堂　港町歯科クリニック 秋田県 秋田市
稲葉歯科医院 秋田県 秋田市
海塩歯科医院 秋田県 秋田市
広面中村歯科医院 秋田県 秋田市
高山歯科医院 秋田県 秋田市
佐々木歯科医院 秋田県 秋田市
佐藤歯科医院 秋田県 秋田市
三浦歯科クリニック 秋田県 秋田市
山王大通り歯科 秋田県 秋田市
歯科アキタクリニック 秋田県 秋田市
秋田センター歯科広幡歯科 秋田県 秋田市
小川歯科医院 秋田県 秋田市
小澤歯科医院 秋田県 秋田市
松木歯科クリニック 秋田県 秋田市
杉山歯科クリニック 秋田県 秋田市
西野歯科医院 秋田県 秋田市
石塚歯科医院 秋田県 秋田市
石田歯科医院 秋田県 秋田市
石田歯科医院 秋田県 秋田市
泉谷歯科医院 秋田県 秋田市
曽根歯科医院 秋田県 秋田市
大山歯科医院 秋田県 秋田市
大淵歯科医院 秋田県 秋田市
竹中歯科クリニック 秋田県 秋田市
中道歯科医院 秋田県 秋田市
追分歯科医院 秋田県 秋田市
田中歯科医院 秋田県 秋田市
東京歯科クリニック 秋田県 秋田市
南浦歯科クリニック 秋田県 秋田市
平塚歯科医院 秋田県 秋田市
豊間歯科医院 秋田県 秋田市
堀部歯科医院 秋田県 秋田市
又井歯科クリニック 秋田県 秋田市
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

明田歯科医院 秋田県 秋田市
立花歯科医院 秋田県 秋田市
ひろせ歯科 秋田県 仙台市青葉区
たかはし歯科医院 秋田県 仙北郡美郷町
小西歯科医院 秋田県 仙北郡美郷町
富永歯科医院 秋田県 仙北郡美郷町
カワラダ歯科医院 秋田県 仙北市
くぼた歯科医院 秋田県 仙北市
さいとう歯科クリニック 秋田県 仙北市
さくら歯科医院 秋田県 仙北市
ありうら歯科医院 秋田県 大館市
ひがしだい歯科クリニック 秋田県 大館市
メイホウデンタルクリニック 秋田県 大館市
わたなべ歯科医院 秋田県 大館市
根田歯科医院 秋田県 大館市
寺岡歯科医院 秋田県 大館市
神成歯科医院 秋田県 大館市
谷本歯科医院 秋田県 大館市
比内根田歯科医院 秋田県 大館市
おやしき歯科クリニック 秋田県 大仙市
こまい歯科医院 秋田県 大仙市
ながさか歯科医院 秋田県 大仙市
井関歯科医院 秋田県 大仙市
高橋歯科医院 秋田県 大仙市
佐藤歯科クリニック 秋田県 大仙市
山下歯科医院 秋田県 大仙市
船木歯科医院 秋田県 大仙市
長尾歯科医院 秋田県 大仙市
田口歯科医院 秋田県 大仙市
嶋村歯科クリニック 秋田県 大仙市
畠山歯科医院 秋田県 大仙市
畠山歯科医院 秋田県 大仙市
冨岡歯科医院 秋田県 大仙市
髙橋ひろし歯科医院 秋田県 大仙市
わかみ歯科クリニック 秋田県 男鹿市
医療法人　清水歯科医院 秋田県 男鹿市
医療法人豊和会志田歯科医院 秋田県 男鹿市
児玉歯科医院 秋田県 男鹿市
小西歯科医院 秋田県 男鹿市
こまちデンタルクリニック 秋田県 湯沢市
愛宕歯科クリニック 秋田県 湯沢市
高橋歯科医院 秋田県 湯沢市
佐藤歯科医院 秋田県 湯沢市
姉崎歯科医院 秋田県 湯沢市
守口歯科クリニック 秋田県 湯沢市
秋野歯科医院 秋田県 湯沢市
新山歯科医院 秋田県 湯沢市
大友歯科医院 秋田県 湯沢市
田尻歯科医院 秋田県 湯沢市
田中歯科医院 秋田県 湯沢市
木村歯科医院 秋田県 湯沢市
橋本歯科医院 秋田県 南秋田郡井川町
かわた歯科医院 秋田県 南秋田郡大潟村
児玉医院歯科 秋田県 南秋田郡八郎潟町
（医）みどり歯科医院 秋田県 能代市
わかオーラルヘルスケアクリニック 秋田県 能代市
愛歯科 秋田県 能代市
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医療法人　佳聖会　みなみ歯科 秋田県 能代市
医療法人さとう歯科医院 秋田県 能代市
松野歯科医院 秋田県 能代市
森田歯科医院 秋田県 能代市
中和歯科医院 秋田県 能代市
南小林歯科医院 秋田県 能代市
平沢歯科医院 秋田県 能代市
鈴木歯科医院 秋田県 能代市
加賀谷歯科医院 秋田県 北秋田市
森川歯科医院 秋田県 北秋田市
あいば歯科クリニック 秋田県 由利本荘市
あらまち歯科医院 秋田県 由利本荘市
いしだ歯科診療所 秋田県 由利本荘市
ほかり歯科医院 秋田県 由利本荘市
医療法人歯仁会　斎藤歯科診療所 秋田県 由利本荘市
金子歯科医院 秋田県 由利本荘市
五味デンタルクリニック 秋田県 由利本荘市
山田歯科医院 秋田県 由利本荘市
小松歯科医院 秋田県 由利本荘市
ジュネスデンタルクリニック 秋田県 雄勝郡
高橋歯科クリニック 秋田県 雄勝郡
小笠原歯科・矯正歯科 秋田県 大館市
佐藤歯科医院 秋田県 大館市
野田歯科医院 宮城県 遠田郡
木村歯科医院 宮城県 遠田郡涌谷町
あおうだ矯正歯科クリニック 宮城県 塩竈市
永沼歯科クリニック 宮城県 塩竈市
つばさ歯科医院 宮城県 加美郡加美町
大久保歯科医院 宮城県 角田市
チェルトの森歯科診療所 宮城県 刈田郡蔵王町
真壁歯科医院 宮城県 刈田郡蔵王町
村上歯科医院 宮城県 刈田郡蔵王町
遠藤歯科医院 宮城県 岩沼市
山田歯科医院 宮城県 岩沼市
小島歯科医院 宮城県 岩沼市
大友歯科医院 宮城県 岩沼市
ファミリー歯科医院 宮城県 気仙沼市
医療法人社団康仁会　米倉歯科クリニック 宮城県 気仙沼市
金澤歯科医院 宮城県 気仙沼市
条南歯科医院 宮城県 気仙沼市
猪苗代歯科医院 宮城県 気仙沼市
田中前加藤歯科医院 宮城県 気仙沼市
あべ歯科医院・丘の上の歯科医院 宮城県 宮城郡
（医）ＡＢＥデンタルオフィス 宮城県 宮城郡松島町
医療法人ファミリア歯科 宮城県 宮城郡松島町
西村歯科医院 宮城県 宮城郡松島町
そうま歯科医院 宮城県 宮城郡利府町
わかば歯科クリニック 宮城県 宮城郡利府町
すがや台歯科医院 宮城県 宮城郡利府町菅谷台
ＫＤクリニック 宮城県 栗原市
くが歯科医院 宮城県 栗原市
くりはら歯科医院 宮城県 栗原市
しらいし歯科クリニック 宮城県 栗原市
まさと歯科医院 宮城県 栗原市
医療法人社団秀美会　かとう歯科医院 宮城県 栗原市
近藤歯科医院 宮城県 栗原市
熊谷歯科クリニック 宮城県 栗原市
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三浦歯科医院 宮城県 栗原市
若柳歯科医院 宮城県 栗原市
沢辺歯科クリニック 宮城県 栗原市
まほろば歯科クリニック 宮城県 黒川郡大和町
みやび歯科医院 宮城県 黒川郡大和町
橘高第二歯科 宮城県 黒川郡大和町
いのうえ歯科医院 宮城県 柴田郡
こや歯科医院 宮城県 柴田郡
医療法人社団　飯淵歯科医院 宮城県 柴田郡
玉野井歯科医院 宮城県 柴田郡
山家歯科クリニック 宮城県 柴田郡
西村歯科医院 宮城県 柴田郡
大沼歯科医院 宮城県 柴田郡村田町
おき歯科クリニック 宮城県 石巻市
きらら歯科クリニック 宮城県 石巻市
たかはし矯正歯科 宮城県 石巻市
阿部歯科医院 宮城県 石巻市
医療法人社団　佐藤歯科医院 宮城県 石巻市
医療法人社団ササキ歯科クリニック 宮城県 石巻市
医療法人社団清明会　二宮歯科医院 宮城県 石巻市
遠谷歯科医院 宮城県 石巻市
桑島歯科クリニック 宮城県 石巻市
佐々木小児歯科医院 宮城県 石巻市
三宅歯科医院 宮城県 石巻市
志摩歯科クリニック 宮城県 石巻市
沼崎歯科医院 宮城県 石巻市
沼倉歯科医院 宮城県 石巻市
植木歯科クリニック 宮城県 石巻市
青葉歯科医院 宮城県 石巻市
第一歯科クリニック 宮城県 石巻市
髙城歯科医院 宮城県 石巻市
（医）藤田会　藤田歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
アップル歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
あやこ歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
カワムラ歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
くりばら歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
コグレ歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
コスモス歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
さくらい歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
たかはし歯科 宮城県 仙台市宮城野区
にがたけホワイト歯科 宮城県 仙台市宮城野区
ノーブルデンタルクリニック仙台 宮城県 仙台市宮城野区
もりや歯科 宮城県 仙台市宮城野区
医療法人宮城野歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
医療法人新田東歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
岩切歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
佐々木歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
仙台ファースト歯科 宮城県 仙台市宮城野区
仙台第一歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
仙台中央歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
村上歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
長谷歯科クリニック 宮城県 仙台市宮城野区
鶴ケ谷歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
田子歯科医院 宮城県 仙台市宮城野区
あいはら歯科医院 宮城県 仙台市若林区
カネカ歯科 宮城県 仙台市若林区
かばの町歯科医院 宮城県 仙台市若林区
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きとう歯科クリニック 宮城県 仙台市若林区
さいとう歯科医院 宮城県 仙台市若林区
すぎやま歯科クリニック 宮城県 仙台市若林区
ちば歯科医院 宮城県 仙台市若林区
ひまわり歯科医院 宮城県 仙台市若林区
ひらた歯科クリニック 宮城県 仙台市若林区
ほんま歯科 宮城県 仙台市若林区
やしま歯科医院 宮城県 仙台市若林区
よしゆき歯科医院 宮城県 仙台市若林区
安藤歯科クリニック 宮城県 仙台市若林区
江場歯科医院 宮城県 仙台市若林区
佐瀬歯科医院 宮城県 仙台市若林区
歯科クレール 宮城県 仙台市若林区
寺島歯科医院 宮城県 仙台市若林区
松井歯科医院 宮城県 仙台市若林区
仙技附属歯科診療室 宮城県 仙台市若林区
坪田歯科医院 宮城県 仙台市若林区
田沼七郷歯科クリニック 宮城県 仙台市若林区
入野田歯科医院 宮城県 仙台市若林区
ｐｍｊ木町通デンタルクリニック 宮城県 仙台市青葉区
あおば歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
あだち歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
いいづか歯科 宮城県 仙台市青葉区
エスパル仙台デンタルＮｅｏ 宮城県 仙台市青葉区
おちあい歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
おのでら歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
かみすぎハート歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
かめおか歯科 宮城県 仙台市青葉区
かんざき歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
きまち歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
ささゆき歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
じゅん歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
すがや歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
スギメ歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
すみれ歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
たいら歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
たかはし歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
デンタルフラッグ・ステージ二日町 宮城県 仙台市青葉区
ナオキ歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
はやし歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
ひらつか歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
マサキデンタルクリニックプラチナオフィス 宮城県 仙台市青葉区
まさみ歯科 宮城県 仙台市青葉区
ゆうデンタル北仙台クリニック 宮城県 仙台市青葉区
ラージデンタルクリニック 宮城県 仙台市青葉区
ライフデンタルオフィス 宮城県 仙台市青葉区
ルミエールデンタルクリニック 宮城県 仙台市青葉区
旭ケ丘ジュン歯科 宮城県 仙台市青葉区
旭ケ丘歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
伊藤矯正歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
医療法人結愛会　西原歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
医療法人社団セントラル第一歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
医療法人本町たなか歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
英士デンタルクリニック 宮城県 仙台市青葉区
丸森歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
懸田歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
勾当台デンタルクリニック 宮城県 仙台市青葉区
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国見ケ丘歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
佐々木歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
山田歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
枝松歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
歯科あんどう 宮城県 仙台市青葉区
歯科ニュージャパン 宮城県 仙台市青葉区
神田矯正歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
青葉ＭＫ歯科 宮城県 仙台市青葉区
仙台一番町やながわ歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
仙台青葉クリニック 宮城県 仙台市青葉区
川平たくま歯科 宮城県 仙台市青葉区
曽矢矯正歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
太田歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
台原駅前歯科 宮城県 仙台市青葉区
杜の都中央歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
土川歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
東京歯科 宮城県 仙台市青葉区
東邦歯科診療所 宮城県 仙台市青葉区
南吉成歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
二日町歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
馬渕歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
梅津歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
柏木歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
菱沼歯科 宮城県 仙台市青葉区
北山歯科クリニック 宮城県 仙台市青葉区
悠の杜歯科診療所 宮城県 仙台市青葉区
櫻田歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
Ｍ’ｓデンタルクリニック 宮城県 仙台市泉区
あいすデンタルクリニック 宮城県 仙台市泉区
あべ歯科 宮城県 仙台市泉区
おのだ歯科医院 宮城県 仙台市泉区
しぶい歯科医院 宮城県 仙台市泉区
たけうち歯科 宮城県 仙台市泉区
たもがみ歯科医院 宮城県 仙台市泉区
トキデンタルクリニック 宮城県 仙台市泉区
どんぐり歯科 宮城県 仙台市泉区
にこにこ歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
ハート歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
はぎ歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
ひとしファミリー歯科 宮城県 仙台市泉区
まえだこ歯科医院 宮城県 仙台市泉区
医療法人まつざき歯科医院 宮城県 仙台市泉区
園部歯科医院 宮城県 仙台市泉区
桂歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
笹原歯科医院 宮城県 仙台市泉区
市名坂歯科医院 宮城県 仙台市泉区
紫山歯科医院 宮城県 仙台市泉区
松陵歯科医院 宮城県 仙台市泉区
青柳歯科医院 宮城県 仙台市泉区
泉ＭＫ歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
泉パークタウン寺岡デンタルクリニック 宮城県 仙台市泉区
大屋歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
長尾歯科医院 宮城県 仙台市泉区
長命ケ丘グリーン歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
東北第一歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
南光台ささき歯科医院 宮城県 仙台市泉区
南光台歯科医院 宮城県 仙台市泉区
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八乙女歯科 宮城県 仙台市泉区
北中山歯科クリニック 宮城県 仙台市泉区
本間記念　東北整形外科・東北歯科 宮城県 仙台市泉区
矢野歯科医院 宮城県 仙台市泉区
アイボリー歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
あべ長歯科医院 宮城県 仙台市太白区
アンデンタルクリニック 宮城県 仙台市太白区
いずみざき歯科医院 宮城県 仙台市太白区
えまた歯科医院 宮城県 仙台市太白区
こころ歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
しほデンタルクリニック 宮城県 仙台市太白区
しらさき歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
スガワラデンタルオフィス 宮城県 仙台市太白区
すずめ歯科 宮城県 仙台市太白区
つのだ歯科医院 宮城県 仙台市太白区
なっちゃんデンタル 宮城県 仙台市太白区
なのはな歯科 宮城県 仙台市太白区
みどり歯科医院 宮城県 仙台市太白区
もにわファミリー歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
やぎた歯科医院 宮城県 仙台市太白区
よしだ歯科医院 宮城県 仙台市太白区
ララガーデン長町歯科診療室 宮城県 仙台市太白区
医療法人恵司会　四郎丸・サトウ歯科 宮城県 仙台市太白区
医療法人社団八啓会　長町南歯科医院 宮城県 仙台市太白区
向山ファミリー歯科 宮城県 仙台市太白区
岸川デンタルオフィス 宮城県 仙台市太白区
宮田歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
加納ファミリー歯科 宮城県 仙台市太白区
向山ファミリー歯科 宮城県 仙台市太白区
鹿野クレメント歯科 宮城県 仙台市太白区
鹿野デンタルクリニック 宮城県 仙台市太白区
柴崎歯科医院 宮城県 仙台市太白区
沼田歯科医院 宮城県 仙台市太白区
菅野歯科医院 宮城県 仙台市太白区
西多賀歯科クリニック 宮城県 仙台市太白区
赤坂歯科 宮城県 仙台市太白区
仙台こども矯正歯科 宮城県 仙台市太白区
仙台市立病院 宮城県 仙台市太白区
浅沼歯科医院 宮城県 仙台市太白区
大山歯科医院 宮城県 仙台市太白区
丹野歯科医院 宮城県 仙台市太白区
長町歯科診療室ブラン 宮城県 仙台市太白区
畠山歯科医院 宮城県 仙台市太白区
八木山南歯科 宮城県 仙台市太白区
鈴木歯科医院 宮城県 仙台市太白区
ありま歯科医院 宮城県 多賀城市
歯科・アイザワデンタル 宮城県 多賀城市
森の風歯科クリニック 宮城県 多賀城市
杉山歯科医院 宮城県 多賀城市
成沢歯科医院 宮城県 多賀城市
誠寿歯科医院 宮城県 多賀城市
多賀城中央歯科医院 宮城県 多賀城市
藤原歯科 宮城県 多賀城市
萩原歯科医院 宮城県 多賀城市
かんの歯科クリニック 宮城県 大崎市
のだ歯科医院 宮城県 大崎市
医療法人永仁会永仁会病院歯科矯正歯科 宮城県 大崎市
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加藤歯科クリニック 宮城県 大崎市
角田歯科医院 宮城県 大崎市
千葉歯科医院 宮城県 大崎市
穂波の郷　弓歯科医院 宮城県 大崎市
本宮歯科医院 宮城県 大崎市
野村歯科医院 宮城県 大崎市
ちば歯科クリニック 宮城県 登米市
津山歯科診療所 宮城県 登米市津山町
イオンタウン矢本歯科診療室ミューズ 宮城県 東松島市
ちば鷹歯科医院 宮城県 東松島市
ヤモト歯科医院 宮城県 東松島市
ひかり歯科医院 宮城県 白石市
清原歯科医院 宮城県 白石市
千木良デンタルクリニック 宮城県 白石市
あっぷる歯科ユアクリニック 宮城県 美里町
うちがさき歯科医院 宮城県 富谷市
えんどう歯科医院 宮城県 富谷市
おおえ歯科クリニック 宮城県 富谷市
医療法人ＳＡＩ皓世会　さくらデンタルクリ 宮城県 富谷市
橘高第三歯科 宮城県 富谷市
富谷中央病院 宮城県 富谷市
たけのこ歯科クリニック 宮城県 名取市
なとり駅前歯科クリニック 宮城県 名取市
きくち歯科 宮城県 亘理郡
医療法人マコト歯科医院 宮城県 亘理郡亘理町
榊原歯科医院 宮城県 柴田郡大河原町
玉野井歯科医院 宮城県 柴田郡
スエヒロ歯科 宮城県 柴田郡
田村歯科医院 宮城県 仙台市青葉区
さくらんぼ歯科クリニック 山形県 寒河江市
みずき歯科クリニック 山形県 寒河江市
井上歯科医院 山形県 寒河江市
卯月歯科クリニック 山形県 寒河江市
奥山歯科医院 山形県 寒河江市
大久保歯科医院 山形県 寒河江市
大沼歯科医院 山形県 寒河江市
鈴木歯科 山形県 寒河江市
鈴木歯科医院 山形県 寒河江市
長崎歯科医院 山形県 宮町
医療法人　小川歯科医院 山形県 最上郡
真室歯科医院 山形県 最上郡
まき歯科クリニック 山形県 最上郡金山町
大蔵村診療所　歯科 山形県 最上郡大蔵村
（医）佐々木歯科医院 山形県 山形市
あかねケ丘齋藤歯科医院 山形県 山形市
いわぬま歯科クリニック 山形県 山形市
コスモ歯科クリニック城西 山形県 山形市
ごとう歯科・矯正歯科クリニック 山形県 山形市
さくら歯科クリニック 山形県 山形市
さとう歯科 山形県 山形市
さなだ歯科クリニック 山形県 山形市
すまいる歯科 山形県 山形市
はやかわ歯科クリニック 山形県 山形市
はらだ歯科クリニック 山形県 山形市
伊藤歯科医院 山形県 山形市
医）彩優会　タクヤデンタルクリニック 山形県 山形市
医療法人彩優会Ｔ'ｓＤＥＮＴＡＬＯＦＦＩ 山形県 山形市
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医療法人社団　よしはら歯科医院 山形県 山形市
医療法人社団　鈴木歯科クリニック 山形県 山形市
医療法人社団青山歯科医院 山形県 山形市
逸見歯科医院 山形県 山形市
永田歯科医院 山形県 山形市
遠藤歯科医院 山形県 山形市
加藤歯科医院 山形県 山形市
久米井歯科医院 山形県 山形市
橋本歯科医院 山形県 山形市
橋本歯科医院 山形県 山形市
結城歯科医院 山形県 山形市
五十嵐歯科クリニック 山形県 山形市
五十嵐歯科医院 山形県 山形市
後藤歯科医院 山形県 山形市
江俣ささはら歯科クリニック 山形県 山形市
江良歯科医院 山形県 山形市
高橋歯科医院 山形県 山形市
国井歯科医院 山形県 山形市
坂下歯科医院 山形県 山形市
坂田歯科医院 山形県 山形市
坂本デンタルオフィス 山形県 山形市
山形徳洲会病院　歯科口腔外科 山形県 山形市
鹿野歯科医院 山形県 山形市
小関歯科医院 山形県 山形市
小林歯科診療所 山形県 山形市
庄司歯科医院 山形県 山形市
沼澤歯科医院 山形県 山形市
深瀬歯科医院 山形県 山形市
神尾歯科医院 山形県 山形市
清水歯科医院 山形県 山形市
前田歯科医院 山形県 山形市
早坂歯科クリニック 山形県 山形市
太田歯科医院 山形県 山形市
大沼歯科医院 山形県 山形市
大泉歯科クリニック 山形県 山形市
中村矯正歯科クリニック 山形県 山形市
長岡歯科医院 山形県 山形市
東原はしもと歯科 山形県 山形市
藤原歯科医院 山形県 山形市
徳光歯科医院 山形県 山形市
日下部歯科医院 山形県 山形市
冨田歯科医院 山形県 山形市
冨田歯科医院　錦町 山形県 山形市
冨田歯科西高前医院 山形県 山形市
穂積歯科医院 山形県 山形市
牧野歯科医院 山形県 山形市
本町歯科診療所 山形県 山形市
ホワイト歯科医院 山形県 酒田市
もぎ歯科医院 山形県 酒田市
加藤歯科医院 山形県 酒田市
丸藤歯科医院 山形県 酒田市
亀ケ崎歯科医院 山形県 酒田市
五十嵐歯科松山診療所 山形県 酒田市
佐藤歯科医院 山形県 酒田市
新橋歯科医院 山形県 酒田市
石塚歯科医院 山形県 酒田市
泉歯科診療所 山形県 酒田市
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医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

大沼歯科医院 山形県 酒田市
池田歯科医院 山形県 酒田市
白戸歯科医院 山形県 酒田市
富樫歯科医院 山形県 酒田市
林歯科医院 山形県 酒田市
阿部歯科医院 山形県 上山市
永田歯科医院 山形県 上山市
吉田ひろゆき歯科医院 山形県 上山市
十日町高橋歯科医院 山形県 上山市
小池歯科医院 山形県 上山市
さいとう歯科クリニック 山形県 新庄市
愛育歯科矯正クリニック 山形県 新庄市
伊藤ヨシユキ歯科医院 山形県 新庄市
高橋歯科医院 山形県 新庄市
三浦歯科医院 山形県 新庄市
志賀歯科医院 山形県 新庄市
槇歯科クリニック 山形県 西村山郡
佐藤歯科医院 山形県 西村山郡河北町
加藤歯科医院 山形県 西置賜郡小国町
小国町立病院　歯科 山形県 西置賜郡小国町
タナカ歯科医院 山形県 村山市
にっとう歯科医院 山形県 村山市
医療法人社団　菊地歯科クリニック 山形県 村山市
松田歯科医院 山形県 村山市
深瀬歯科医院 山形県 村山市
アカシア通り歯科クリニック 山形県 長井市
医療法人誠歯会斎藤歯科医院 山形県 長井市
鈴木歯科医院 山形県 長井市
髙橋歯科医院 山形県 長井市
ふじしま歯科医院 山形県 鶴岡市
ふみぞの歯科・矯正歯科 山形県 鶴岡市
フレンド歯科クリニック 山形県 鶴岡市
医療法人　石黒歯科医院 山形県 鶴岡市
医療法人社団慶友会　大井デンタルオフィス 山形県 鶴岡市
医療法人青陽会小林歯科医院 山形県 鶴岡市
医療法人石田おさむ歯科医院 山形県 鶴岡市
荻原歯科診療所 山形県 鶴岡市
歯科黒谷クリニック 山形県 鶴岡市
石田歯科医院 山形県 鶴岡市
鼠ケ関番場歯科医院 山形県 鶴岡市
平林歯科医院 山形県 鶴岡市
毛呂歯科医院 山形県 鶴岡市
澤田歯科医院 山形県 鶴岡市
（医）尚和会とがし歯科医院 山形県 天童市
かねこ歯科医院 山形県 天童市
けい歯科矯正歯科クリニック 山形県 天童市
ホームデンタルクリニック 山形県 天童市
医療法人みゆき歯科医院 山形県 天童市
医療法人社団　林歯科医院 山形県 天童市
医療法人豊田会　大江歯科医院 山形県 天童市
永澤歯科医院 山形県 天童市
庄子歯科 山形県 天童市
菅野歯科医院 山形県 天童市
えだまつ歯科口腔外科クリニック 山形県 東根市
とよたか歯科 山形県 東根市
にとうべ歯科医院 山形県 東根市
医療法人　海老名歯科医院 山形県 東根市

※重複・記入不備のある医療機関は
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奥山歯科医院 山形県 東根市
江場歯科医院 山形県 東根市
菅デンタルクリニック 山形県 東根市
横山歯科医院 山形県 東村山郡山辺町
佐藤歯科医院 山形県 東村山郡山辺町
武田歯科医院 山形県 東村山郡山辺町
しぶや歯科医院 山形県 東村山郡中山町
安達歯科医院 山形県 東村山郡中山町
つちや歯科医院 山形県 東置賜郡高畠町
ふなやま歯科医院 山形県 東置賜郡川西町
いのこファミリー歯科医院 山形県 東田川郡
奥山歯科診療所 山形県 東田川郡
さくら歯科クリニック 山形県 南陽市
高橋歯科医院 山形県 南陽市
佐藤歯科医院 山形県 南陽市
村越歯科医院 山形県 南陽市
あさひ歯科医院 山形県 米沢市
たいら歯科医院 山形県 米沢市
伊藤歯科医院 山形県 米沢市
医療法人　三條歯科医院 山形県 米沢市
医療法人　中川歯科医院 山形県 米沢市
高橋歯科医院 山形県 米沢市
漆山歯科医院 山形県 米沢市
春日歯科医院 山形県 米沢市
高橋歯科医院 山形県 飽海郡遊佐町
石山歯科クリニック 山形県 北村山郡
（医）前山歯科医院 福島県 いわき市
いぬい歯科医院 福島県 いわき市
すがわら歯科医院 福島県 いわき市
医）社団光仁会　小川歯科医院 福島県 いわき市
医療法人　にしはら歯科クリニック 福島県 いわき市
医療法人ＳＤＣ　酒井歯科医院 福島県 いわき市
医療法人社団　翔悠会　小濱歯科医院 福島県 いわき市
遠藤歯科医院 福島県 いわき市
宮沢歯科クリニック 福島県 いわき市
玉川歯科クリニック 福島県 いわき市
原歯科医院 福島県 いわき市
佐藤歯科医院 福島県 いわき市
斎田歯科医院 福島県 いわき市
四倉あなだ歯科 福島県 いわき市
小滝歯科医院 福島県 いわき市
小野歯科医院 福島県 いわき市
小林歯科 福島県 いわき市
織田歯科医院 福島県 いわき市
森合歯科医院 福島県 いわき市
瀬谷歯科医院 福島県 いわき市
増山歯科医院 福島県 いわき市
村岡歯科医院 福島県 いわき市
中央歯科医院 福島県 いわき市
中里歯科医院 福島県 いわき市
木村歯科医院 福島県 いわき市
野木歯科医院 福島県 いわき市
斎藤歯科医院 福島県 伊達郡
赤井畑歯科医院 福島県 伊達郡国見町
加藤歯科医院 福島県 伊達郡川俣町
こもりや歯科 福島県 伊達市
ひかり歯科クリニック 福島県 伊達市

※重複・記入不備のある医療機関は
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ファミリー歯科クリニック 福島県 伊達市
みやぐち歯科医院 福島県 伊達市
高野歯科医院 福島県 伊達市
中木歯科医院 福島県 伊達市
二瓶歯科 福島県 河沼郡柳津町
（医）加羽沢歯科医院 福島県 会津若松市
こしば歯科医院 福島県 会津若松市
みゆき歯科クリニック 福島県 会津若松市
医療法人おおしお　大塩歯科医院 福島県 会津若松市
遠藤歯科医院 福島県 会津若松市
加藤歯科医院 福島県 会津若松市
栗城宏昌歯科医院 福島県 会津若松市
森川歯科クリニック 福島県 会津若松市
真宮歯科クリニック 福島県 会津若松市
千石デンタルクリニック 福島県 会津若松市
筒井歯科医院 福島県 会津若松市
武藤歯科医院 福島県 会津若松市
平山歯科矯正歯科医院 福島県 会津若松市
目黒歯科医院 福島県 会津若松市
天栄歯科医院 福島県 岩瀬郡
あきら歯科医院 福島県 喜多方市
井草歯科医院 福島県 喜多方市
佐藤歯科医院 福島県 喜多方市
斎藤歯科医院 福島県 喜多方市
北見歯科医院 福島県 喜多方市
あさい歯科クリニック 福島県 郡山市
おお町歯科 福島県 郡山市
クレール歯科医院 福島県 郡山市
デンタルクリニック・ハート 福島県 郡山市
わたなべ歯科クリニック 福島県 郡山市
医療法人社団光進会　　うすい歯科医院 福島県 郡山市
古川歯科医院 福島県 郡山市
根本歯科医院 福島県 郡山市
菜根歯科クリニック 福島県 郡山市
児玉歯科医院 福島県 郡山市
宗形歯科医院 福島県 郡山市
上村歯科医院 福島県 郡山市
森田歯科医院 福島県 郡山市
西部歯科クリニック 福島県 郡山市
坪井歯科医院 福島県 郡山市
渡辺医院歯科 福島県 郡山市
宝沢伊藤歯科医院 福島県 郡山市
本田歯科クリニック 福島県 郡山市
柳田歯科医院 福島県 郡山市
鈴木歯科クリニック 福島県 郡山市
鈴木歯科医院 福島県 郡山市
栁沼歯科医院 福島県 郡山市
かわしま歯科 福島県 須賀川市
くりの木小児歯科 福島県 須賀川市
さいとう歯科クリニック 福島県 須賀川市
すずき歯科医院 福島県 須賀川市
円谷・山中歯科クリニック 福島県 須賀川市
岩瀬歯科医院 福島県 須賀川市
佐熊歯科医院 福島県 須賀川市
佐藤歯科医院 福島県 須賀川市
舟山歯科医院 福島県 須賀川市
新妻歯科医院 福島県 須賀川市

※重複・記入不備のある医療機関は
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森宿歯科医院 福島県 須賀川市
本田歯科医院 福島県 須賀川市
なみ歯科クリニック 福島県 西白河郡
芳賀医院歯科室 福島県 西白河郡
和田歯科医院 福島県 西白河郡
海野歯科医院 福島県 西白河郡西郷村
医療法人社団青柳歯科医院 福島県 石川郡石川町
近内歯科医院 福島県 石川郡石川町
豊嶋歯科医院 福島県 双葉郡浪江町
梶田歯科医院 福島県 相馬市
黒沢歯科医院 福島県 相馬市
昭和村国民健康保険診療所 福島県 大沼郡昭和村
おくあき歯科医院 福島県 田村市
都路歯科診療所 福島県 田村市
やえしま歯科医院 福島県 東白川郡
中島歯科クリニック 福島県 東白川郡
穂積歯科医院 福島県 東白川郡
なかむら歯科医院 福島県 南会津郡
稲富歯科医院 福島県 南会津郡南会津町
羽染歯科医院 福島県 南会津郡南会津町
いしばし歯科 福島県 南相馬市
かとう歯科医院 福島県 南相馬市
すすむ歯科医院 福島県 南相馬市
羽生歯科医院 福島県 南相馬市
松本歯科医院 福島県 南相馬市
森岡歯科医院 福島県 南相馬市
大沼歯科医院 福島県 南相馬市
木幡歯科医院 福島県 南相馬市
廣瀬歯科医院 福島県 南相馬市
デンティストワタナベ 福島県 二本松市
伊藤歯科医院 福島県 二本松市
岩﨑歯科医院 福島県 二本松市
今古堂歯科医院 福島県 二本松市
かたの歯科医院 福島県 白河市
よしなり歯科医院 福島県 白河市
安部歯科医院 福島県 白河市
医療法人だいらく歯科クリニック 福島県 白河市
佐藤歯科医院 福島県 白河市
大栄歯科クリニック 福島県 白河市
（医）松北歯科クリニック 福島県 福島市
あい歯科医院 福島県 福島市
あべ歯科医院 福島県 福島市
いいくぼ歯科 福島県 福島市
いがり歯科医院 福島県 福島市
おの歯科医院 福島県 福島市
おやま歯科医院 福島県 福島市
カーナデンタルクリニック 福島県 福島市
かさはら歯科 福島県 福島市
かんの歯科医院 福島県 福島市
けやき歯科医院 福島県 福島市
こうじ歯科医院 福島県 福島市
セントラル歯科クリニック 福島県 福島市
つつみ歯科医院 福島県 福島市
なかがわ歯科医院 福島県 福島市
わたなべ矯正歯科 福島県 福島市
わたなべ歯科医院 福島県 福島市
医）明隆会遠藤歯科口腔外科クリニック 福島県 福島市
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医療法人腎済会　佐久間デンタルクリニック 福島県 福島市
古川歯科医院 福島県 福島市
五十嵐歯科クリニック 福島県 福島市
五十嵐歯科医院 福島県 福島市
黒江歯科医院 福島県 福島市
宍戸歯科医院 福島県 福島市
小笠原歯科医院 福島県 福島市
沼崎歯科医院 福島県 福島市
植木歯科医院 福島県 福島市
渡辺歯科 福島県 福島市
内藤歯科医院 福島県 福島市
入野歯科医院 福島県 福島市
八木田歯科 福島県 福島市
板橋歯科医院 福島県 福島市
飯久保歯科医院 福島県 福島市
富岡歯科医院 福島県 福島市
片平歯科医院 福島県 福島市
鈴木歯科医院 福島県 福島市
鈴木歯科医院 福島県 福島市
のうち歯科クリニック 福島県 本宮市
荒井歯科クリニック 福島県 本宮市
おきなしま大人こども歯科クリニック 福島県 耶麻郡
補生堂歯科医院 福島県 耶麻郡
おぎの歯科医院 茨城県 かすみがうら市
横張歯科医院 茨城県 つくばみらい市
宮田歯科医院 茨城県 つくばみらい市
あきづき歯科 茨城県 つくば市
あらい歯科 茨城県 つくば市
いがらし歯科クリニック 茨城県 つくば市
おおさわ歯科医院 茨城県 つくば市
かつらぎ歯科クリニック 茨城県 つくば市
こうた歯科クリニック 茨城県 つくば市
さわやか歯科医院 茨城県 つくば市
つくばヘルスケア歯科クリニック 茨城県 つくば市
伊東歯科医院 茨城県 つくば市
高瀬歯科医院 茨城県 つくば市
高田歯科医院 茨城県 つくば市
飯泉歯科医院 茨城県 つくば市
鈴木和子歯科医院 茨城県 つくば市
大久保歯科医院 茨城県 つくば市二の宮
久松歯科医院 茨城県 つくば市六斗
えのきと歯科クリニック 茨城県 ひたちなか市
セントラル歯科・口腔外科 茨城県 ひたちなか市
なかの歯科医院 茨城県 ひたちなか市
ひたちなかファミリアデンタルクリニック 茨城県 ひたちなか市
阿部歯科診療所 茨城県 ひたちなか市
黒沢歯科医院 茨城県 ひたちなか市
根本歯科医院 茨城県 ひたちなか市
柴岡デンタルクリニック 茨城県 ひたちなか市
杉歯科医院 茨城県 ひたちなか市
浅香歯科 茨城県 ひたちなか市
つるや歯科 茨城県 稲敷郡
塚原歯科医院 茨城県 稲敷郡阿見町
木村歯科医院 茨城県 稲敷郡美浦村
宇津喜歯科 茨城県 稲敷市
内山歯科医院 茨城県 稲敷市
なかやま歯科 茨城県 下妻市
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第一歯科 茨城県 下妻市
あべ歯科クリニック 茨城県 笠間市
かさま歯科 茨城県 笠間市
デンタルクリニック泉川 茨城県 笠間市
奥田歯科医院 茨城県 笠間市
松井歯科医院 茨城県 笠間市
湊歯科医院 茨城県 笠間市
木下歯科医院 茨城県 笠間市
すずき歯科医院 茨城県 久慈郡大子町
あすなろ歯科医院 茨城県 牛久市
うしく中央歯科医院 茨城県 牛久市
さとう歯科医院 茨城県 牛久市
とみた歯科医院 茨城県 牛久市
牛久愛和総合病院 茨城県 牛久市
森谷歯科医院 茨城県 牛久市
深澤歯科 茨城県 牛久市
あらかわ歯科医院 茨城県 結城市
かいだ歯科医院 茨城県 結城市
医療法人星辰会あべた歯科クリニック 茨城県 結城市
館野歯科クリニック 茨城県 結城市
玉岡歯科医院 茨城県 結城市
とちの木歯科医院 茨城県 古河市
伊地知歯科医院 茨城県 古河市
医療法人　針谷歯科医院 茨城県 古河市
医療法人彩虹会酒井歯科医院 茨城県 古河市
佐藤くみ歯科クリニック 茨城県 古河市
佐藤デンタルクリニック 茨城県 古河市
小野寺歯科医院 茨城県 古河市
長澤歯科医院 茨城県 古河市
矢島歯科医院 茨城県 古河市
ＭＡＯデンタルクリニック 茨城県 坂東市
神田山歯科クリニック 茨城県 坂東市
とびた歯科クリニック 茨城県 桜川市
やなぎだ歯科 茨城県 桜川市
吾妻周一 茨城県 桜川市
タナカ歯科医院 茨城県 鹿嶋市
ホワイト歯科 茨城県 鹿嶋市
神向寺歯科医院 茨城県 鹿嶋市
楠美歯科医院 茨城県 鹿嶋市
本間歯科医院 茨城県 鹿嶋市
本間歯科医院デンタルヘルススタジオ 茨城県 鹿嶋市
本間歯科医院第二診療所 茨城県 鹿嶋市
かずま歯科医院 茨城県 取手市
フォーラム矯正歯科 茨城県 取手市
青木歯科矯正歯科 茨城県 取手市
福田歯科医院 茨城県 取手市
おばら歯科クリニック 茨城県 守谷市
医療法人社団ＧＬＡＮＺ　大津歯科医院 茨城県 守谷市
河合歯科ホワイトエッセンス守谷 茨城県 守谷市
京嶋歯科医院 茨城県 守谷市
くにふだ歯科医院 茨城県 小美玉市
きぬの里歯科クリニック 茨城県 常総市
植竹歯科医院 茨城県 常総市
中妻歯科医院 茨城県 常総市
梶山歯科クリニック 茨城県 常陸太田市
医療法人徳志会西垣歯科医院 茨城県 常陸大宮市
アオイ歯科診療所 茨城県 水戸市
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さいとう歯科 茨城県 水戸市
たかつち歯科医院 茨城県 水戸市
愛正会茨城福祉医療センター 茨城県 水戸市
医療法人ＺーＯＮＥ　浅野歯科医院 茨城県 水戸市
医療法人恵衛会神田歯科医院 茨城県 水戸市
笠原歯科 茨城県 水戸市
宮内歯科医院 茨城県 水戸市
古関歯科医院 茨城県 水戸市
高崎歯科医院 茨城県 水戸市
小鹿歯科医院 茨城県 水戸市
小舩歯科医院 茨城県 水戸市
上野医院歯科 茨城県 水戸市
川上歯科医院 茨城県 水戸市
大森矯正歯科クリニック 茨城県 水戸市
大内歯科医院 茨城県 水戸市
谷川歯科医院 茨城県 水戸市
中央ビル歯科医院 茨城県 水戸市
田澤歯科医院 茨城県 水戸市
片岡歯科医院 茨城県 水戸市
木田歯科 茨城県 水戸市
檜山歯科 茨城県 水戸市
あおば歯科 茨城県 石岡市
はぎわら歯科クリニック 茨城県 石岡市
旭台歯科診療所 茨城県 石岡市
医療法人社団雄愛会　いとう歯科医院 茨城県 石岡市
吉田歯科医院 茨城県 石岡市
山王台病院　歯科口腔外科 茨城県 石岡市
親見歯科医院 茨城県 石岡市
冨田歯科医院 茨城県 石岡市
菊池歯科医院 茨城県 筑西市
飯田歯科医院 茨城県 潮来市
ウエハマ歯科医院 茨城県 土浦市
おおつ野ねもと歯科医院 茨城県 土浦市
しば歯科 茨城県 土浦市
ちゃぞの歯科医院 茨城県 土浦市
とうざき歯科クリニック 茨城県 土浦市
ましこ歯科医院 茨城県 土浦市
医療法人神立デンタルクリニック 茨城県 土浦市
菊池歯科医院 茨城県 土浦市
宮田歯科クリニック 茨城県 土浦市
酒井歯科医院 茨城県 土浦市
神立中央歯科医院 茨城県 土浦市
総合病院土浦協同病院 茨城県 土浦市
南学園歯科医院 茨城県 土浦市
鈴木歯科 茨城県 土浦市
有波歯科医院 茨城県 東茨城郡茨城町
菊地歯科医院 茨城県 東茨城郡城里町
七会歯科診療所 茨城県 東茨城郡城里町
医療法人社団　伊藤歯科診療所 茨城県 東茨城郡大洗町
石川歯科医院 茨城県 那珂郡東海村
ししど歯科クリニック 茨城県 那珂市
ちばとう歯科医院 茨城県 那珂市
わたなべ歯科クリニック 茨城県 日立市
戸来歯科医院 茨城県 日立市
黒澤歯科医院 茨城県 日立市
佐藤歯科医院 茨城県 日立市
瀬尾歯科医院 茨城県 日立市
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嶋﨑歯科クリニック 茨城県 日立市
日立銀座歯科医院 茨城県 日立市
日立総合病院 茨城県 日立市
北見歯科医院 茨城県 日立市
ノエル歯科医院 茨城県 龍ケ崎市
医療法人社団佑志　飯島歯科医院 茨城県 龍ケ崎市
菊地歯科医院 茨城県 龍ケ崎市
長島歯科医院 茨城県 龍ケ崎市
すぎうら歯科医院 栃木県 さくら市
いがらし歯科イーストクリニック 栃木県 宇都宮市
いのせ歯科医院 栃木県 宇都宮市
いのまた歯科医院 栃木県 宇都宮市
おいかわ歯科医院 栃木県 宇都宮市
おおつか歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
おのざき歯科医院 栃木県 宇都宮市
たかはら歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
てづか歯科医院 栃木県 宇都宮市
はやし歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
ホワイト歯科医院 栃木県 宇都宮市
モリシタ歯科医院 栃木県 宇都宮市
やまうち歯科　ｓｅｃｏｎｄ　ｓｔａｇｅ 栃木県 宇都宮市
ゆざわ歯科 栃木県 宇都宮市
ワタナベ歯科 栃木県 宇都宮市
医療法人　てづか歯科 栃木県 宇都宮市
医療法人　松田歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
羽石歯科医院 栃木県 宇都宮市
亀田歯科医院 栃木県 宇都宮市
菊池歯科医院 栃木県 宇都宮市
金澤歯科医院 栃木県 宇都宮市
熊倉歯科医院 栃木県 宇都宮市
軽部歯科医院 栃木県 宇都宮市
五月女歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
荒井歯科診療所 栃木県 宇都宮市
高橋歯科医院 栃木県 宇都宮市
崎谷歯科医院 栃木県 宇都宮市
篠原歯科医院 栃木県 宇都宮市
手塚歯科医院 栃木県 宇都宮市
小倉歯科クリニック 栃木県 宇都宮市
小野ファミリー歯科 栃木県 宇都宮市
星野歯科医院 栃木県 宇都宮市
泉が丘歯科医院 栃木県 宇都宮市
大場歯科医院 栃木県 宇都宮市
大嶋歯科医院 栃木県 宇都宮市
大野歯科医院 栃木県 宇都宮市
福田ファミリー歯科 栃木県 宇都宮市
平野歯科医院 栃木県 宇都宮市
北條歯科医院 栃木県 宇都宮市
林デンタルオフィス 栃木県 宇都宮市
鈴木努歯科医院 栃木県 宇都宮市
和田歯科医院 栃木県 塩谷郡
福田歯科医院 栃木県 下都賀郡壬生町
木下歯科医院 栃木県 下都賀郡壬生町
とみざわ歯科 栃木県 下野市
高橋歯科医院 栃木県 下野市
増山デンタルクリニック 栃木県 下野市
あわのタウン歯科 栃木県 佐野市
おおた歯科・小児・矯正歯科クリニック 栃木県 佐野市
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医療法人　スマイルスマイル歯科 栃木県 佐野市
落合歯科医院 栃木県 佐野市
アイデンタルこまはし 栃木県 鹿沼市
菊地歯科医院 栃木県 鹿沼市
佐川歯科医院 栃木県 鹿沼市
星デンタルクリニック 栃木県 鹿沼市
川入歯科医院 栃木県 鹿沼市
相馬歯科医院 栃木県 鹿沼市
村本歯科医院 栃木県 鹿沼市
田代歯科医院 栃木県 鹿沼市
畑　歯科医院 栃木県 鹿沼市
木村歯科医院 栃木県 鹿沼市
ともファミリー歯科 栃木県 小山市
医療法人城南やぎ歯科医院 栃木県 小山市
慶野歯科医院 栃木県 小山市
大森歯科医院 栃木県 小山市
大友歯科医院 栃木県 小山市
田村歯科医院 栃木県 小山市
田中歯科医院 栃木県 小山市
田中歯科医院 栃木県 小山市
入江歯科医院 栃木県 小山市
医療法人社団春色会　たかはし歯科医院 栃木県 真岡市
松谷歯科 栃木県 真岡市
かわまた歯科医院 栃木県 足利市
きが歯科医院 栃木県 足利市
阿部歯科クリニック 栃木県 足利市
岡田歯科クリニック 栃木県 足利市
小林歯科医院 栃木県 足利市
須永歯科医院 栃木県 足利市
足利デンタルクリニック 栃木県 足利市
柏瀬歯科医院 栃木県 足利市
おかもと歯科医院 栃木県 栃木市
すずき歯科医院 栃木県 栃木市
医療法人社団さおとめ会　早乙女歯科医院 栃木県 栃木市
臼井歯科医院 栃木県 栃木市
矯正歯科かずま・クリニック 栃木県 栃木市
小荷田歯科医院 栃木県 栃木市
石川歯科医院 栃木県 栃木市
前橋歯科医院 栃木県 栃木市
添野歯科医院 栃木県 栃木市
田村歯科医院 栃木県 栃木市
島田歯科医院 栃木県 栃木市
島田歯科医院 栃木県 栃木市
石川歯科医院 栃木県 那須烏山市
浅倉歯科医院 栃木県 那須烏山市
藤井歯科医院 栃木県 那須烏山市
医療法人清水歯科医院 栃木県 那須塩原市
印南歯科医院 栃木県 那須塩原市
矢島歯科医院 栃木県 那須塩原市
礒歯科医院 栃木県 那須塩原市
こばやし歯科医院 栃木県 日光市
とみづか歯科医院 栃木県 日光市
安西デンタルクリニック 栃木県 日光市
近藤歯科医院 栃木県 日光市
山川歯科医院 栃木県 日光市
沼尾デンタルクリニック 栃木県 日光市
鈴木歯科医院 栃木県 日光市
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小谷歯科医院 栃木県 芳賀郡
小林歯科クリニック 栃木県 芳賀郡
田代歯科医院 栃木県 芳賀郡
きくしま歯科医院 栃木県 芳賀郡益子町
牟田歯科医院 栃木県 芳賀郡益子町
わたなべけいこ歯科 栃木県 矢板市
湯澤歯科医院 栃木県 日光市
笠間歯科医院 群馬県 みどり市
かばさわ歯科医院 群馬県 安中市
あさひ歯科医院 群馬県 伊勢崎市
うぶかわ歯科医院 群馬県 伊勢崎市
伊勢崎福島病院 群馬県 伊勢崎市
医療法人　弘誠会　すずき歯科医院 群馬県 伊勢崎市
岡部歯科医院 群馬県 伊勢崎市
下山歯科医院 群馬県 伊勢崎市
荒木田歯科医院 群馬県 伊勢崎市
森村デンタルクリニック 群馬県 伊勢崎市
神戸歯科医院 群馬県 伊勢崎市
中島歯科クリニック 群馬県 伊勢崎市
飯島歯科医院 群馬県 伊勢崎市
平田歯科医院 群馬県 伊勢崎市
連取歯科クリニック 群馬県 伊勢崎市
ゆう歯科クリニック 群馬県 甘楽郡下仁田町
大貫歯科医院 群馬県 甘楽郡甘楽町
なかせ歯科医院 群馬県 館林市
浜田歯科医院 群馬県 館林市
すなが歯科クリニック 群馬県 桐生市
たかのす診療所歯科 群馬県 桐生市
ほしの歯科 群馬県 桐生市
モリシマ歯科医院 群馬県 桐生市
三丸歯科クリニック 群馬県 桐生市
かわごえデンタルクリニック 群馬県 吾妻郡
医療法人平静会外丸歯科医院 群馬県 吾妻郡東吾妻町
かばさわ歯科クリニック 群馬県 高崎市
ごうくら歯科医院 群馬県 高崎市
たにうち歯科医院 群馬県 高崎市
ながの歯科クリニック 群馬県 高崎市
ホワイト歯科クリニック 群馬県 高崎市
ヤナセ歯科医院 群馬県 高崎市
医療法人社団　山村矯正歯科 群馬県 高崎市
医療法人尚歯会　いさはい歯科医院 群馬県 高崎市
井田歯科クリニック 群馬県 高崎市
高瀬歯科医院 群馬県 高崎市
山口齒科醫院 群馬県 高崎市
小林歯科医院 群馬県 高崎市
石原歯科医院 群馬県 高崎市
染谷歯科医院 群馬県 高崎市
大沢歯科クリニック 群馬県 高崎市
大塚歯科医院 群馬県 高崎市
谷内歯科クリニック 群馬県 高崎市
アイリンデンタルクリニック 群馬県 佐波郡玉村町
からさわ歯科医院 群馬県 佐波郡玉村町
高橋歯科クリニック 群馬県 渋川市
石田歯科医院 群馬県 渋川市
平形歯科医院 群馬県 渋川市
櫛淵歯科医院 群馬県 沼田市
（医）青葉歯科医院 群馬県 前橋市
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あおなし歯科クリニック 群馬県 前橋市
いそ歯科医院 群馬県 前橋市
おおたけ歯科医院 群馬県 前橋市
オーラルケア前橋デンタルクリニック 群馬県 前橋市
こばやし歯科医院 群馬県 前橋市
さとみ医科歯科クリニック 群馬県 前橋市
しきしま歯科クリニック 群馬県 前橋市
なかの矯正歯科 群馬県 前橋市
よつ葉歯科クリニック 群馬県 前橋市
医療法人　小野里歯科医院 群馬県 前橋市
医療法人誠歯会　はが歯科医院 群馬県 前橋市
医療法人本間歯科医院 群馬県 前橋市
岩片歯科医院 群馬県 前橋市
金子歯科医院 群馬県 前橋市
金子歯科朝日町クリニック 群馬県 前橋市
高橋歯科クリニック 群馬県 前橋市
高松歯科医院 群馬県 前橋市
佐野歯科医院 群馬県 前橋市
狩野歯科口腔外科医院 群馬県 前橋市
神田歯科医院 群馬県 前橋市
須田歯科医院 群馬県 前橋市
清水歯科医院 群馬県 前橋市
石井歯科医院 群馬県 前橋市
前橋デンタルケアクリニック 群馬県 前橋市
前田歯科医院 群馬県 前橋市
大竹歯科口腔外科クリニック 群馬県 前橋市
天笠歯科医院 群馬県 前橋市
田口歯科医院 群馬県 前橋市
渡辺歯科 群馬県 前橋市
湯浅歯科医院 群馬県 前橋市
いのおか歯科医院 群馬県 太田市
さいとう歯科クリニック 群馬県 太田市
とちはら歯科 群馬県 太田市
めぐみ歯科クリニック 群馬県 太田市
山鹿歯科医院 群馬県 太田市
小沼歯科クリニック 群馬県 太田市
伏島歯科医院 群馬県 太田市
堀越歯科医院 群馬県 太田市
井田歯科医院 群馬県 藤岡市
遠藤歯科医院 群馬県 藤岡市
もぎ歯科クリニック 群馬県 富岡市
黒沢歯科クリニック 群馬県 富岡市
たきざわ歯科医院 群馬県 北群馬郡
斉藤歯科医院 群馬県 邑楽郡
増田歯科医院 群馬県 邑楽郡
大塚歯科クリニック 群馬県 邑楽郡
武安歯科医院 群馬県 邑楽郡
橋本歯科医院 群馬県 邑楽郡板倉町
片野歯科医院 群馬県 利根郡
関歯科医院 群馬県 利根郡みなかみ町
いすみ森の歯医者さんよしの歯科クリニック 千葉県 いすみ市
こだま歯科医院 千葉県 旭市
ひまわり歯科医院 千葉県 旭市
やすらぎ歯科クリニック 千葉県 旭市
やまざき歯科クリニック 千葉県 旭市
旭みのり歯科クリニック 千葉県 旭市
宮内歯科・矯正歯科 千葉県 旭市
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新行内歯科医院 千葉県 旭市
神原歯科医院 千葉県 旭市
石毛歯科医院 千葉県 旭市
増田歯科医院 千葉県 旭市
飯岡歯科診療所 千葉県 旭市
飯倉歯科医院 千葉県 旭市
北總矯正歯科医院 千葉県 旭市
林歯科医院 千葉県 旭市
いけだ歯科医院 千葉県 安房郡鋸南町
吉野歯科医院 千葉県 夷隅郡御宿町
おおたき歯科医院 千葉県 夷隅郡大多喜町
医療法人社団瑞祥会いいづか歯科クリニック 千葉県 印西市
宮本歯科医院 千葉県 印西市
高花歯科クリニック 千葉県 印西市
大越歯科医院 千葉県 印西市
大沢歯科医院 千葉県 印西市
ひら歯科医院 千葉県 印旛郡
清河歯科医院 千葉県 印旛郡
医療法人社団龍歯会竜角寺歯科医院 千葉県 印旛郡栄町
さくら通り　みなみ歯科医院 千葉県 浦安市
なないろこども歯科 千葉県 浦安市
フレンドデンタルオフィス 千葉県 浦安市
医）不二見会　ふじみ歯科医院 千葉県 浦安市
医療法人社団ｉＣｕｂｅ　ＤＣ新浦安 千葉県 浦安市
医療法人社団玲仁会みさき歯科医院 千葉県 浦安市
山本デンタルクリニック 千葉県 浦安市
小山歯科医院 千葉県 浦安市
新浦安ブライト歯科 千葉県 浦安市
白土歯科医院 千葉県 浦安市
舞浜ガーデンヒルズ歯科 千葉県 浦安市
医療法人社団　貴周会　五井歯科医院 千葉県 我孫子市
関谷歯科医院 千葉県 我孫子市
石川歯科医院 千葉県 我孫子市
浅海歯科医院 千葉県 我孫子市
尾上歯科医院 千葉県 我孫子市
福山歯科 千葉県 我孫子市
あき歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
さつま歯科 千葉県 鎌ケ谷市
ほうじょう歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
マーブル歯科クリニック 千葉県 鎌ケ谷市
みつもり歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
永峰堂歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
鎌ケ谷ファミリー歯科 千葉県 鎌ケ谷市
今井歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
秋元病院 千葉県 鎌ケ谷市
大野歯科医院 千葉県 鎌ケ谷市
ながさ歯科医院 千葉県 鴨川市
歯科かもがわデンタルクリニック 千葉県 鴨川市
医療法人沖縄徳洲会　館山病院　歯科口腔外 千葉県 館山市
医療法人社団　林歯科矯正歯科医院 千葉県 館山市
医療法人社団雅会　太田歯科医院 千葉県 館山市
金子歯科医院 千葉県 館山市
佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック 千葉県 館山市
三浦歯科医院 千葉県 館山市
歯科北條診療所 千葉県 館山市
池田歯科医院 千葉県 館山市
本橋歯科医院 千葉県 館山市
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友野歯科医院 千葉県 館山市
あきら歯科クリニック 千葉県 君津市
おおの歯科医院 千葉県 君津市
おきつ歯科医院 千葉県 君津市
かわさき歯科 千葉県 君津市
けいひろ歯科クリニック 千葉県 君津市
はせがわ歯科医院 千葉県 君津市
平野歯科医院 千葉県 君津市
杢師歯科医院 千葉県 君津市
鈴木歯科クリニック 千葉県 君津市
山田歯科医院 千葉県 香取郡神崎町
野澤歯科医院 千葉県 香取郡東庄町
おぐら歯科医院 千葉県 香取市
きたみ歯科医院 千葉県 香取市
さの歯科医院 千葉県 香取市
まりも歯科医院 千葉県 香取市
むらまつ歯科 千葉県 香取市
角田歯科医院 千葉県 香取市
久保木歯科医院 千葉県 香取市
高塚歯科医院 千葉県 香取市
根本歯科医院 千葉県 香取市
成毛歯科医院 千葉県 香取市
西宮歯科 千葉県 香取市
塚原歯科医院 千葉県 香取市
那須歯科医院 千葉県 香取市
平野歯科クリニック 千葉県 香取市
平野歯科医院 千葉県 香取市
いとう小児歯科医院 千葉県 佐倉市
タナカ歯科 千葉県 佐倉市
医療法人社団秀島歯科医院 千葉県 佐倉市
榎澤歯科医院 千葉県 佐倉市
加納歯科診療所 千葉県 佐倉市
亀井歯科医院 千葉県 佐倉市
宮田歯科医院 千葉県 佐倉市
栗原歯科医院 千葉県 佐倉市
七井戸歯科 千葉県 佐倉市
秋場歯科医院ユーカリが丘 千葉県 佐倉市
勝田台フルヤ歯科 千葉県 佐倉市
檀上歯科医院 千葉県 佐倉市
湯沢歯科医院 千葉県 佐倉市
鳩貝歯科医院 千葉県 佐倉市
平野歯科クリニック 千葉県 佐倉市
葉山歯科医院 千葉県 佐倉市
髙尾歯科 千葉県 佐倉市
城之内歯科医院 千葉県 山武郡
橋本歯科医院 千葉県 山武市
伊藤歯科クリニック 千葉県 四街道市
河田歯科医院 千葉県 四街道市
近藤歯科医院 千葉県 四街道市
古谷歯科医院 千葉県 四街道市
四街道デンタルクリニック 千葉県 四街道市
北総歯科 千葉県 四街道市
あずさ歯科医院 千葉県 市原市
おおまや歯科医院 千葉県 市原市
グリーン歯科医院 千葉県 市原市
ちはら台歯科クリニック 千葉県 市原市
つるまい歯科医院 千葉県 市原市
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なしの木歯科クリニック 千葉県 市原市
パール歯科医院 千葉県 市原市
ポプラ歯科クリニック 千葉県 市原市
まつお歯科クリニック 千葉県 市原市
よしき歯科医院 千葉県 市原市
医療法人社団ＧＲＯＷＩＮＧ　小池歯科医院 千葉県 市原市
医療法人社団圭和会　山路歯科クリニック 千葉県 市原市
医療法人社団誠幸会　松井歯科医院 千葉県 市原市
医療法人社団創和会　片倉歯科 千葉県 市原市
医療法人社団大岡会光デンタルクリニック 千葉県 市原市
医療法人社団裕正会　かたい歯科医院 千葉県 市原市
医療法人社団惠葉会　アップル歯科 千葉県 市原市
稲葉歯科医院 千葉県 市原市
宇塚歯科医院 千葉県 市原市
横田歯科医院 千葉県 市原市
加賀美歯科医院 千葉県 市原市
開成歯科アリオ市原医院 千葉県 市原市
宮吉歯科南クリニック 千葉県 市原市
高橋歯科 千葉県 市原市
佐久間歯科医院 千葉県 市原市
三橋歯科医院 千葉県 市原市
山本歯科医院 千葉県 市原市
初芝歯科医院 千葉県 市原市
小宮歯科医院 千葉県 市原市
松原歯科医院 千葉県 市原市
松田デンタルオフィス 千葉県 市原市
松田歯科クリニック 千葉県 市原市
川上歯科医院 千葉県 市原市
泉水歯科医院 千葉県 市原市
倉本歯科医院 千葉県 市原市
中澤歯科医院 千葉県 市原市
長野歯科医院 千葉県 市原市
田中歯科クリニック 千葉県 市原市
白金歯科医院 千葉県 市原市
本田歯科医院 千葉県 市原市
あいしん歯科クリニック 千葉県 市川市
あまがさ歯科クリニック 千葉県 市川市
おおたに歯科 千葉県 市川市
かわしま歯科 千葉県 市川市
かわじり歯科医院 千葉県 市川市
くまのみ歯科医院 千葉県 市川市
コウノ歯科医院 千葉県 市川市
さわべ歯科医院 千葉県 市川市
そやばし歯科医院 千葉県 市川市
たけうち矯正歯科クリニック 千葉県 市川市
のま歯科クリニック 千葉県 市川市
ヒロデンタルクリニック 千葉県 市川市
ひろ歯科クリニック 千葉県 市川市
みどり歯科医院 千葉県 市川市
むらおか歯科矯正歯科クリニック 千葉県 市川市
やわた歯科医院 千葉県 市川市
伊藤歯科医院 千葉県 市川市
医）聖祥会　ビバファミリー歯科・矯正歯科 千葉県 市川市
医療法人社団クオーレ　杉山デンタルクリニ 千葉県 市川市
医療法人社団ことほぎ会　安藤歯科医院 千葉県 市川市
医療法人社団光風会　松尾歯科医院 千葉県 市川市
医療法人社団翠希会みどりかわ歯科クリニッ 千葉県 市川市
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　 掲載されない場合があります。 41



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

医療法人社団千仁会　上田歯科医院 千葉県 市川市
医療法人社団如月会　澤野歯科クリニック 千葉県 市川市
押切歯科医院 千葉県 市川市
開成歯科ダイエー市川医院 千葉県 市川市
吉田歯科医院 千葉県 市川市
共立歯科医院 千葉県 市川市
近橋歯科医院 千葉県 市川市
五明歯科医院 千葉県 市川市
行徳ＴＭ歯科 千葉県 市川市
行徳南歯科医院 千葉県 市川市
今井歯科医院 千葉県 市川市
今関歯科医院 千葉県 市川市
三浦歯科医院 千葉県 市川市
三橋歯科医院 千葉県 市川市
市川市休日急病等歯科診療所 千葉県 市川市
氏原歯科医院 千葉県 市川市
時田歯科医院 千葉県 市川市
小原歯科医院 千葉県 市川市
小泉歯科医院 千葉県 市川市
新谷歯科　矯正歯科 千葉県 市川市
神戸歯科医院 千葉県 市川市
須和田歯科医院 千葉県 市川市
西方歯科医院 千葉県 市川市
石井歯科医院 千葉県 市川市
滝沢歯科クリニック 千葉県 市川市
中野歯科 千葉県 市川市
長谷川歯科医院 千葉県 市川市
土橋歯科 千葉県 市川市
藤田歯科医院 千葉県 市川市
南行徳いしかわ歯科 千葉県 市川市
八木歯科医院 千葉県 市川市
北国分駅前歯科 千葉県 市川市
木村歯科医院 千葉県 市川市
鈴木歯科医院 千葉県 市川市
アイエムきくち歯科 千葉県 習志野市
こあら歯科 千葉県 習志野市
シエルデンタルクリニック 千葉県 習志野市
たけだ歯科医院 千葉県 習志野市
ひこさか歯科医院 千葉県 習志野市
マモル歯科医院 千葉県 習志野市
メープルデンタルクリニック大久保 千葉県 習志野市
もり歯科クリニック 千葉県 習志野市
わたなべ歯科医院 千葉県 習志野市
阿部歯科クリニック 千葉県 習志野市
医療法人社団英佑会　大木歯科クリニック 千葉県 習志野市
医療法人社団健志会　安喰歯科医院 千葉県 習志野市
医療法人社団健真会　村山歯科医院 千葉県 習志野市
医療法人社団孝節会　キヅキ歯科医院 千葉県 習志野市
医療法人社団誠裕会　大森歯科 千葉県 習志野市
医療法人社団豊英会橋本歯科医院 千葉県 習志野市
医療法人社団翔英会　向井歯科医院 千葉県 習志野市
吉澤歯科医院 千葉県 習志野市
栗原歯科医院 千葉県 習志野市
高山ビーバー歯科 千葉県 習志野市
実籾歯科 千葉県 習志野市
習志野歯科医師会 千葉県 習志野市
新津田沼歯科クリニック 千葉県 習志野市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 42



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

杉山歯科医院 千葉県 習志野市
清水歯科クリニック 千葉県 習志野市
中山歯科クリニック 千葉県 習志野市
津田沼Ｙ’ｓ歯科クリニック奏の杜 千葉県 習志野市
津田沼カナデル歯科 千葉県 習志野市
柳町歯科医院 千葉県 習志野市
鈴木歯科医院 千葉県 勝浦市
（医）虹彩会　オズデンタルクリニック 千葉県 松戸市
（医社）本間歯科新松戸総合歯科診療所 千葉県 松戸市
あべ歯科医院 千葉県 松戸市
あんびる歯科医院 千葉県 松戸市
いで歯科医院 千葉県 松戸市
いろどり歯科　こどもの歯医者さん 千葉県 松戸市
おがた歯科医院 千葉県 松戸市
オレンジ歯科 千葉県 松戸市
かねまる歯科医院 千葉県 松戸市
クリスタル歯科 千葉県 松戸市
さくら歯科医院 千葉県 松戸市
スギタ歯科医院 千葉県 松戸市
ソレイユデンタルオフィス 千葉県 松戸市
ハヤカワ歯科 千葉県 松戸市
ひがし歯科クリニック 千葉県 松戸市
ひろた歯科 千葉県 松戸市
ふま歯科医院 千葉県 松戸市
むらやま歯科クリニック 千葉県 松戸市
ゆかり歯科医院 千葉県 松戸市
ようこ歯科クリニック 千葉県 松戸市
ライズデンタルクリニック 千葉県 松戸市
わたなべ歯科 千葉県 松戸市
芦田歯科医院 千葉県 松戸市
伊藤歯科医院 千葉県 松戸市
医療法人社団　健望会　あらき歯科クリニッ 千葉県 松戸市
医療法人社団黄金会羽根田歯科医院 千葉県 松戸市
医療法人社団純楓会かえで歯科 千葉県 松戸市
医療法人社団大伸会三国歯科医院 千葉県 松戸市
稲富歯科クリニック 千葉県 松戸市
外苑歯科　松戸診療所 千葉県 松戸市
金子医院 千葉県 松戸市
砂長歯科医院 千葉県 松戸市
山本歯科医院 千葉県 松戸市
秋山矯正歯科 千葉県 松戸市
小児歯科ポプラ診療室 千葉県 松戸市
小泉歯科医院 千葉県 松戸市
小林デンタルクリニック 千葉県 松戸市
小林歯科クリニック 千葉県 松戸市
松下歯科医院 千葉県 松戸市
松戸なごみ矯正歯科 千葉県 松戸市
松崎歯科医院 千葉県 松戸市
植田歯科クリニック 千葉県 松戸市
新井歯科医院 千葉県 松戸市
新松戸石崎歯科医院 千葉県 松戸市
森歯科医院　二十世紀ケ丘診療所 千葉県 松戸市
森本歯科医院 千葉県 松戸市
真恵優会　かいのはな歯科診療所 千葉県 松戸市
神谷歯科医院 千葉県 松戸市
青山デンタルクリニック 千葉県 松戸市
谷津歯科医院 千葉県 松戸市
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中村歯科六高台診療所 千葉県 松戸市
中和倉歯科医院 千葉県 松戸市
渡辺デンタルクリニックアンドメンテナンス 千葉県 松戸市
嶋崎歯科クリニック 千葉県 松戸市
東歯科医院 千葉県 松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院 千葉県 松戸市
白石歯科医院 千葉県 松戸市
半田歯科医院 千葉県 松戸市
福島歯科医院 千葉県 松戸市
平賀デンタルオフィス 千葉県 松戸市
北原歯科医院 千葉県 松戸市
北村歯科診療室 千葉県 松戸市
六実後藤歯科医院 千葉県 松戸市
オカモト歯科医院 千葉県 成田市
グランド歯科医院 千葉県 成田市
とみさわ歯科医院 千葉県 成田市
ノウチ歯科クリニック 千葉県 成田市
ハヤシダ歯科医院 千葉県 成田市
ポプラ歯科医院 千葉県 成田市
もろおか歯科歯列矯正クリニック 千葉県 成田市
医療法人社団真仁会下総歯科クリニック 千葉県 成田市
斎藤歯科医院 千葉県 成田市
歯医者のそらクリニック 千葉県 成田市
渡部歯科医院 千葉県 成田市
おおぞら歯科クリニック 千葉県 千葉市稲毛区
さかい歯科クリニック 千葉県 千葉市稲毛区
ふせ歯科クリニック 千葉県 千葉市稲毛区
稲毛おとな・こども歯科クリニック 千葉県 千葉市稲毛区
稲毛ファミリー歯科 千葉県 千葉市稲毛区
稲毛駅前歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
高橋歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
三浦歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
三田歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
市川歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
第一歯科吉田医院 千葉県 千葉市稲毛区
富永歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
法花堂歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
北野歯科医院 千葉県 千葉市稲毛区
６丁目いとう歯科 千葉県 千葉市花見川区
あすか歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
コスモスデンタルクリニック 千葉県 千葉市花見川区
すがや歯科クリニック 千葉県 千葉市花見川区
はやし歯科 千葉県 千葉市花見川区
ふじ歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
医療法人社団理誠会　蔵本歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
横山歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
小野歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
石川デンタルクリニック 千葉県 千葉市花見川区
川崎歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
中村歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
中村歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
馬場歯科医院 千葉県 千葉市花見川区
河野歯科医院 千葉県 千葉市若葉区
大林歯科 千葉県 千葉市若葉区
池田歯科医院 千葉県 千葉市若葉区
コスモ歯科医院 千葉県 千葉市中央区
そがみなみ歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
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たけい歯科 千葉県 千葉市中央区
ナイスデンタルクリニック 千葉県 千葉市中央区
愛保歯科医院 千葉県 千葉市中央区
医療法人社団　守友会　鶴沢歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
医療法人社団聖裕会井上歯科 千葉県 千葉市中央区
医療法人社団致祥会　尾﨑歯科医院 千葉県 千葉市中央区
医療法人社団稔会タナベデンタルクリニック 千葉県 千葉市中央区
一橋歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
岡﨑歯科医院 千葉県 千葉市中央区
額賀歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
宮崎歯科医院 千葉県 千葉市中央区
始平堂歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
小手歯科医院 千葉県 千葉市中央区
小林歯科医院 千葉県 千葉市中央区
小林歯科医院 千葉県 千葉市中央区
新井歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
石川歯科医院 千葉県 千葉市中央区
弁天歯科クリニック 千葉県 千葉市中央区
本間歯科医院 千葉県 千葉市中央区
木村歯科 千葉県 千葉市中央区
矢部歯科医院 千葉県 千葉市中央区
柳井歯科医院 千葉県 千葉市中央区
有明歯科医院 千葉県 千葉市中央区
鈴木矯正歯科医院 千葉県 千葉市中央区
おだか小児歯科 千葉県 千葉市美浜区
こうず歯科医院 千葉県 千葉市美浜区
とのぎ小児歯科 千葉県 千葉市美浜区
ふくだ歯科 千葉県 千葉市美浜区
やまざき歯科 千葉県 千葉市美浜区
若林歯科クリニック 千葉県 千葉市美浜区
（医）松濤会　まつもと歯科医院 千葉県 千葉市緑区
ＮＡＭＢＡ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ 千葉県 千葉市緑区
しみず歯科クリニック 千葉県 千葉市緑区
たかだの森歯科 千葉県 千葉市緑区
トムラ歯科クリニック 千葉県 千葉市緑区
医療法人社団　おおきど歯科医院 千葉県 千葉市緑区
亀澤歯科医院 千葉県 千葉市緑区
桐谷歯科医院 千葉県 千葉市緑区
（医）習和会　　浅野歯科矯正 千葉県 船橋市
あおぞら歯科 千葉県 船橋市
あさかげ歯科医院 千葉県 船橋市
アルファ歯科医院 千葉県 船橋市
きらり歯科クリニック津田沼 千葉県 船橋市
くぼき歯科クリニック 千葉県 船橋市
グリーン歯科医院 千葉県 船橋市
たつみ歯科 千葉県 船橋市
パール歯科医院 千葉県 船橋市
はぎの歯科クリニック 千葉県 船橋市
マエダ歯科医院 千葉県 船橋市
ミツワ歯科医院 千葉県 船橋市
みゆき台歯科医院 千葉県 船橋市
みらいえデンタルオフィス 千葉県 船橋市
ららぽーと歯科 千葉県 船橋市
レッツデンタルクリニック 千葉県 船橋市
ロイヤル歯科医院 千葉県 船橋市
医）聖祥会　ビバ歯科・矯正小児歯科 千葉県 船橋市
医療法人社団　つかだ歯科医院 千葉県 船橋市
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医療法人社団幸恵会　もりやま歯科 千葉県 船橋市
医療法人社団悠久会　たお歯科クリニック 千葉県 船橋市
遠山歯科クリニック 千葉県 船橋市
岡部歯科医院 千葉県 船橋市
金子歯科医院 千葉県 船橋市
市川ビルさとう歯科医院 千葉県 船橋市
小宮歯科医院 千葉県 船橋市
植村歯科医院 千葉県 船橋市
森歯科医院 千葉県 船橋市
清水歯科・矯正歯科 千葉県 船橋市
斉藤歯科医院 千葉県 船橋市
川手歯科医院 千葉県 船橋市
竹元歯科クリニック 千葉県 船橋市
竹原歯科医院 千葉県 船橋市
中村歯科クリニック 千葉県 船橋市
米谷歯科医院 千葉県 船橋市
名取歯科医院 千葉県 船橋市
老川歯科医院 千葉県 船橋市
のさか歯科医院 千葉県 匝瑳市
格心堂歯科医院 千葉県 匝瑳市
渋谷歯科クリニック 千葉県 匝瑳市
小髙歯科医院 千葉県 匝瑳市
八日市場かど歯科医院 千葉県 匝瑳市
やまぐち歯科 千葉県 袖ケ浦市
袖ケ浦歯科医院 千葉県 袖ケ浦市
長浦マリン歯科 千葉県 袖ケ浦市
大塚歯科医院 千葉県 大網白里市
アポロ歯科クリニック 千葉県 銚子市
おくはら歯科医院 千葉県 銚子市
おねば歯科 千葉県 銚子市
かしま歯科医院 千葉県 銚子市
かもめ歯科クリニック 千葉県 銚子市
かもめ歯科クリニック 千葉県 銚子市
すがや歯科医院 千葉県 銚子市
ファミリー小児歯科 千葉県 銚子市
マリン歯科 千葉県 銚子市
医療法人社団勇仁会辻野デンタルオフィス 千葉県 銚子市
関歯科医院 千葉県 銚子市
高橋歯科医院 千葉県 銚子市
高田歯科医院 千葉県 銚子市
時田歯科医院 千葉県 銚子市
勝浦歯科 千葉県 銚子市
小林歯科医院 千葉県 銚子市
植草歯科医院 千葉県 銚子市
川村歯科医院 千葉県 銚子市
大木歯科 千葉県 銚子市
仲松歯科医院 千葉県 銚子市
熱田歯科医院 千葉県 銚子市
塙歯科医院 千葉県 銚子市
塙歯科春日台診療所 千葉県 銚子市
ながの歯科医院 千葉県 長生郡
フラワーデンタルクリニック 千葉県 長生郡
医療法人社団こころ会 千葉県 長生郡
西歯科医院 千葉県 長生郡
木島歯科医院 千葉県 長生郡
七井土歯科クリニック 千葉県 長生郡長生村
ながら歯科医院 千葉県 長生郡長柄町
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酒井歯科医院 千葉県 長生郡白子町
長島歯科医院 千葉県 長生郡白子町
かとく歯科医院 千葉県 東金市
医療法人社団皓歯会　ぐみょう今井歯科医院 千葉県 東金市
小倉歯科医院 千葉県 東金市
二木歯科医院 千葉県 東金市
平沼歯科医院 千葉県 東金市
鈴木歯科医院 千葉県 東金市
山本歯科医院 千葉県 南房総市
小林歯科医院 千葉県 南房総市
水島歯科医院 千葉県 南房総市
（医）Ａ．ＯＤＣ　大越歯科クリニック 千葉県 柏市
きらら歯科 千葉県 柏市
しんのすけ歯科クリニック 千葉県 柏市
セイワ歯科医院 千葉県 柏市
タカシマ歯科医院 千葉県 柏市
たかの歯科医院 千葉県 柏市
にしまき歯科 千葉県 柏市
フラワーデンタルクリニック 千葉県 柏市
みわ歯科クリニック 千葉県 柏市
やくやま歯科 千葉県 柏市
よしい歯科医院 千葉県 柏市
よつば歯科医院 千葉県 柏市
わしんデンタルクリニック 千葉県 柏市
医）ＴＤＣ会　てらだデンタルクリニック 千葉県 柏市
医療法人社団ＮＴＭ　ららぽーと柏の葉歯科 千葉県 柏市
医療法人社団剣幸会　福島歯科医院 千葉県 柏市
英デンタルクリニック 千葉県 柏市
榎本歯科クリニック 千葉県 柏市
加藤歯科医院 千葉県 柏市
加文字歯科医院 千葉県 柏市
岸本歯科医院 千葉県 柏市
吉成歯科クリニック 千葉県 柏市
金丸歯科医院 千葉県 柏市
金剛寺歯科クリニック 千葉県 柏市
桑木歯科医院 千葉県 柏市
兼坂歯科医院 千葉県 柏市
黒滝歯科 千葉県 柏市
細井歯科医院 千葉県 柏市
細田歯科医院 千葉県 柏市
坂野歯科医院 千葉県 柏市
山浦歯科医院 千葉県 柏市
柴原歯科医院 千葉県 柏市
宿連寺歯科クリニック 千葉県 柏市
出井歯科医院 千葉県 柏市
小板橋歯科医院 千葉県 柏市
小柳歯科医院 千葉県 柏市
神長歯科医院 千葉県 柏市
水留歯科医院 千葉県 柏市
菅谷歯科クリニック 千葉県 柏市
青野歯科医院 千葉県 柏市
千代田ホワイト歯科 千葉県 柏市
染井歯科医院 千葉県 柏市
谷口歯科医院 千葉県 柏市
中央歯科 千葉県 柏市
鏑木歯科 千葉県 柏市
田口歯科医院 千葉県 柏市
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南柏歯科クリニック 千葉県 柏市
柏スマイル歯科クリニック 千葉県 柏市
會田歯科医院 千葉県 柏市
さくら歯科クリニック 千葉県 白井市
すまいる歯科 千葉県 白井市
医）徳光会　鈴木歯科クリニック 千葉県 白井市
医療法人社団白井歯科クリニック 千葉県 白井市
齋藤歯科医院 千葉県 白井市
みやした歯科・矯正歯科 千葉県 八街市
わかな歯科２８９ 千葉県 八街市
伊予歯科医院 千葉県 八街市
医療法人社団盛徳会　川野歯科医院 千葉県 八街市
佐藤歯科医院 千葉県 八街市
田久保歯科医院 千葉県 八街市
白井歯科医院 千葉県 八街市
白井歯科医院 千葉県 八街市
タハラデンタルクリニック 千葉県 八千代市
とうごう歯科クリニック 千葉県 八千代市
フレッシュタウン歯科クリニック 千葉県 八千代市
むらかみだい歯科医院 千葉県 八千代市
ゆりのき台歯科クリニック 千葉県 八千代市
医療法人社団博雄会　緑が丘駅歯科医院 千葉県 八千代市
浦部歯科医院 千葉県 八千代市
柴崎歯科医院 千葉県 八千代市
庄司歯科クリニック 千葉県 八千代市
城橋歯科医院 千葉県 八千代市
渡辺歯科医院 千葉県 八千代市
鈴木歯科医院 千葉県 八千代市
しいづ歯科医院 千葉県 富津市
なかじま歯科 千葉県 富津市
ひかる歯科 千葉県 富津市
医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 千葉県 富津市
君津　木更津 千葉県 富津市
大澤歯科医院 千葉県 富津市
まつもと歯科医院 千葉県 富里市
宮内歯科 千葉県 富里市
秋山歯科クリニック 千葉県 富里市
成田歯科診療所 千葉県 富里市
川村歯科医院 千葉県 富里市
天野歯科医院 千葉県 富里市
あまが台歯科クリニック 千葉県 茂原市
おおしば歯科医院 千葉県 茂原市
医療法人社団慶生会小倉歯科医院 千葉県 茂原市
宇佐美歯科医院 千葉県 茂原市
笠井歯科 千葉県 茂原市
関歯科医院 千葉県 茂原市
及川歯科医院 千葉県 茂原市
金坂歯科医院 千葉県 茂原市
栗田歯科医院 千葉県 茂原市
山田歯科医院 千葉県 茂原市
秋場歯科医院 千葉県 茂原市
上茂原歯科 千葉県 茂原市
森川歯科医院 千葉県 茂原市
菅原歯科クリニック 千葉県 茂原市
石川歯科医院 千葉県 茂原市
川崎歯科医院 千葉県 茂原市
田村歯科医院 千葉県 茂原市
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島崎歯科医院 千葉県 茂原市
東部台歯科医院 千葉県 茂原市
茂原歯科診療所 千葉県 茂原市
鷲の巣歯科クリニック 千葉県 茂原市
あきよし歯科医院 千葉県 木更津市
アクア歯科医院 千葉県 木更津市
けんもつ歯科医院 千葉県 木更津市
こうの・デンタルクリニック 千葉県 木更津市
さくら歯科クリニック 千葉県 木更津市
プレミオデンタルクリニック 千葉県 木更津市
安達歯科医院 千葉県 木更津市
医療法人社団一志会木更津きらら歯科 千葉県 木更津市
医療法人社団高雅会　畑沢南歯科クリニック 千葉県 木更津市
医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 千葉県 木更津市
小竹歯科医院 千葉県 木更津市
松清歯科医院 千葉県 木更津市
須藤歯科医院 千葉県 木更津市
水野歯科医院 千葉県 木更津市
杉山歯科医院 千葉県 木更津市
瀬戸歯科医院 千葉県 木更津市
清見台歯科医院 千葉県 木更津市
大塚歯科医院 千葉県 木更津市
天野歯科医院 千葉県 木更津市
八幡台歯科医院 千葉県 木更津市
礒貝歯科医院 千葉県 木更津市
いずみ歯科医院 千葉県 野田市
おざき歯科医院 千葉県 野田市
医療法人社団大利根会大利根歯科医院 千葉県 野田市
井谷歯科医院 千葉県 野田市
角脇歯科医院 千葉県 野田市
秋山歯科医院 千葉県 野田市
瀬戸歯科医院 千葉県 野田市
渡辺歯科医院 千葉県 野田市
土田歯科医院 千葉県 野田市
北岡歯科医院 千葉県 野田市
陽臨堂デンタルクリニック 千葉県 野田市
Ｊ歯科クリニック 千葉県 流山市
あさぎが丘歯科医院 千葉県 流山市
オーク歯科クリニック 千葉県 流山市
おおたかの森みわ歯科矯正歯科 千葉県 流山市
おおたかの森歯科クリニック 千葉県 流山市
そよかぜ歯科医院 千葉県 流山市
ツタモリ歯科医院 千葉県 流山市
ファミリー歯科医院 千葉県 流山市
みわのやま歯科 千葉県 流山市
医）康実会しばた歯科医院 千葉県 流山市
医療法人社団　菊池歯科医院 千葉県 流山市
医療法人社団　桜陽会さくら歯科 千葉県 流山市
医療法人社団　留佳会　斉藤歯科医院 千葉県 流山市
医療法人社団さくら会　テックナカムラ歯科 千葉県 流山市
岡本歯科医院 千葉県 流山市
亀田歯科医院 千葉県 流山市
寺田歯科医院 千葉県 流山市
中村歯科クリニック 千葉県 流山市
南流山駅前歯科医院 千葉県 流山市
野本歯科医院 千葉県 流山市
はやしだデンタルクリニック 千葉県 千葉市花見川区
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ＣＯＪＩ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ 埼玉県 さいたま市浦和区
アール歯科クリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
きたばたけ歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
きのした歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
こやた歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
ちだ歯科クリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
伊沢歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
医療法人社団　橘田歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
医療法人和　かずデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
奥村歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
関口歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
吉田歯科 埼玉県 さいたま市浦和区
高島歯科クリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
山田歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
小宮山歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
上木崎歯科診療所 埼玉県 さいたま市浦和区
森山歯科クリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
深澤歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
青木歯科 埼玉県 さいたま市浦和区
大谷歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
猪狩歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
野中歯科クリニック 埼玉県 さいたま市浦和区
髙島歯科医院 埼玉県 さいたま市浦和区
（医）皓歯会　松丸・歯科・矯正歯科・医院 埼玉県 さいたま市岩槻区
あかいけデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市岩槻区
こうの歯科医院 埼玉県 さいたま市岩槻区
スワンデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市岩槻区
医療法人光彩会　さかい歯科医院 埼玉県 さいたま市岩槻区
増田歯科医院 埼玉県 さいたま市岩槻区
Ｔ＆Ｔ歯科・矯正歯科クリニック 埼玉県 さいたま市見沼区
さや歯科クリニック 埼玉県 さいたま市見沼区
みか歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
医療法人社団誠歯会　マスダ歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
羽鳥歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
深田歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
中里歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
門脇歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
和田歯科医院 埼玉県 さいたま市見沼区
フェニックス歯科クリニック 埼玉県 さいたま市桜区
岡村歯科医院 埼玉県 さいたま市桜区
宮子歯科医院 埼玉県 さいたま市桜区
三村歯科医院 埼玉県 さいたま市桜区
小山歯科医院 埼玉県 さいたま市桜区
草地歯科田島診療所 埼玉県 さいたま市桜区
鶴岡歯科医院 埼玉県 さいたま市桜区
（医）白長会小川歯科指扇クリニック 埼玉県 さいたま市西区
ひまわり歯科クリニック 埼玉県 さいたま市西区
宮内歯科医院 埼玉県 さいたま市西区
原田歯科医院 埼玉県 さいたま市西区
すずかめ歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
すずき歯科・矯正歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
医療法人　桜誠会　鈴木歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
医療法人　成幸会　大宮区役所前歯科 埼玉県 さいたま市大宮区
医療法人羽入田歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
高橋歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
佐倉歯科口腔クリニック 埼玉県 さいたま市大宮区
松木歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
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森歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
中島歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
堀江歯科医院 埼玉県 さいたま市大宮区
アール歯科セントラルクリニック 埼玉県 さいたま市中央区
すわ歯科医院 埼玉県 さいたま市中央区
ノエル歯科クリニック 埼玉県 さいたま市中央区
京埼歯科医院 埼玉県 さいたま市中央区
金子歯科診療所 埼玉県 さいたま市中央区
今城歯科クリニック 埼玉県 さいたま市中央区
新都心アクアデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市中央区
森泉歯科医院 埼玉県 さいたま市中央区
与野グリーン歯科クリニック 埼玉県 さいたま市中央区
鈴木歯科医院 埼玉県 さいたま市中央区
髙島歯科医院 埼玉県 さいたま市中央区
かまたデンタルオフィス 埼玉県 さいたま市南区
ニューグリーン歯科 埼玉県 さいたま市南区
ひまわり歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
阿川歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
医）アーユス　くろさき歯科 埼玉県 さいたま市南区
医）萌芽会　橋本歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
医社）彩和会デンタルオフィス武蔵浦和 埼玉県 さいたま市南区
医療法人Ｈ－Ｐ　Ｓｍｉｌｅ　いちかわ歯科 埼玉県 さいたま市南区
浦和中央歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
君島歯科口腔外科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
今仲歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
諸星歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
西澤歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
中川路矯正歯科 埼玉県 さいたま市南区
中村歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
武蔵浦和歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
北戸田歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
明花歯科クリニック 埼玉県 さいたま市南区
イーエックスデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市北区
デンダ歯科クリニック 埼玉県 さいたま市北区
はすみデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市北区
伊藤歯科クリニック 埼玉県 さいたま市北区
加藤歯科医院 埼玉県 さいたま市北区
黒須歯科医院 埼玉県 さいたま市北区
三原歯科医院 埼玉県 さいたま市北区
歯科のむら 埼玉県 さいたま市北区
大木歯科医院 埼玉県 さいたま市北区
浜野歯科医院 埼玉県 さいたま市北区
本郷歯科クリニック 埼玉県 さいたま市北区
雙葉デンタルクリニック 埼玉県 さいたま市北区
あきデンタルクリニック大門 埼玉県 さいたま市緑区
こばやし歯科 埼玉県 さいたま市緑区
ふじデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市緑区
医療法人社団　康真会　はまわき歯科 埼玉県 さいたま市緑区
医療法人社団　大谷歯科クリニック 埼玉県 さいたま市緑区
東浦和おか歯科・矯正歯科 埼玉県 さいたま市緑区
オシダデンタルクリニック 埼玉県 ふじみ野市
まつむら歯科 埼玉県 ふじみ野市
医療法人社団にこにこすまいる　たきの歯科 埼玉県 ふじみ野市
医療法人社団掛川歯科医院 埼玉県 ふじみ野市
岡野歯科医院 埼玉県 ふじみ野市
根本歯科クリニック 埼玉県 ふじみ野市
小川歯科 埼玉県 ふじみ野市
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新井歯科医院 埼玉県 ふじみ野市
よしの歯科医院 埼玉県 羽生市
新井歯科クリニック 埼玉県 羽生市
（医）中友里会　中里歯科医院 埼玉県 越谷市
Ａｙａデンタルオフィス 埼玉県 越谷市
アップル歯科 埼玉県 越谷市
あらかき歯科医院 埼玉県 越谷市
きた歯科クリニック 埼玉県 越谷市
たかとう歯科医院 埼玉県 越谷市
たざき歯科医院 埼玉県 越谷市
ただしファミリー歯科クリニック 埼玉県 越谷市
ピアシティ坂井歯科 埼玉県 越谷市
ひらた小児・矯正歯科 埼玉県 越谷市
ひろ歯科医院 埼玉県 越谷市
ふるさわ歯科医院 埼玉県 越谷市
医）裕皓会　西脇歯科医院 埼玉県 越谷市
医療法人社団　徳昌会　パラシオン歯科医院 埼玉県 越谷市
河野歯科医院 埼玉県 越谷市
秋吉歯科医院 埼玉県 越谷市
松田歯科医院 埼玉県 越谷市
川津歯科医院 埼玉県 越谷市
浅賀歯科医院 埼玉県 越谷市
浅香歯科口腔外科医院 埼玉県 越谷市
大沢歯科医院 埼玉県 越谷市
大野歯科医院 埼玉県 越谷市
中井歯科クリニック 埼玉県 越谷市
中井歯科医院 埼玉県 越谷市
藤原歯科医院 埼玉県 越谷市
福地歯科医院 埼玉県 越谷市
髙橋歯科医院 埼玉県 越谷市
ノーベルデンタルクリニック 埼玉県 桶川市
ひるま歯科医院 埼玉県 桶川市
花岡歯科医院 埼玉県 桶川市
小林歯科クリニック 埼玉県 桶川市
日出谷歯科医院 埼玉県 桶川市
半澤歯科医院 埼玉県 桶川市
立川歯科　桶川診療所 埼玉県 桶川市
ひやり川歯科医院 埼玉県 加須市
むさしの歯科 埼玉県 加須市
りえこ歯科矯正歯科クリニック 埼玉県 加須市
塩崎歯科 埼玉県 加須市
三和歯科医院 埼玉県 加須市
松村歯科医院 埼玉県 加須市
新井歯科医院 埼玉県 加須市
増田歯科クリニック 埼玉県 加須市
渡辺歯科医院 埼玉県 加須市
えじま歯科クリニック 埼玉県 吉川市
スサデンタルオフィス 埼玉県 吉川市
たかせ歯科医院 埼玉県 吉川市
よしかわ歯科クリニック 埼玉県 吉川市
古山歯科 埼玉県 吉川市
戸張歯科クリニック 埼玉県 吉川市
藤田歯科医院 埼玉県 吉川市
樋口歯科医院 埼玉県 吉川市
（医）嘉和会　冨田歯科医院 埼玉県 久喜市
アトラスファミリー歯科　久喜菖蒲 埼玉県 久喜市
エム歯科クリニック 埼玉県 久喜市
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とし歯科医院 埼玉県 久喜市
フローラ歯科クリニック 埼玉県 久喜市
めぐみ歯科 埼玉県 久喜市
医療法人　孝英会　金子歯科医院 埼玉県 久喜市
久喜やまだ歯科 埼玉県 久喜市
歯科小林医院 埼玉県 久喜市
大塚歯科医院 埼玉県 久喜市
渡辺歯科医院 埼玉県 久喜市
南栗橋歯科クリニック 埼玉県 久喜市
平澤歯科医院 埼玉県 久喜市
本多歯科医院 埼玉県 久喜市
本町歯科診療所 埼玉県 久喜市
江夏歯科医院 埼玉県 宮戸
佐久間歯科医院 埼玉県 宮代町
みかりば・小幡歯科医院 埼玉県 狭山市
ミナミ歯科クリニック 埼玉県 狭山市
医療法人　いづみや歯科 埼玉県 狭山市
医療法人文盛会　中島歯科医院 埼玉県 狭山市
狭山フォレスト歯科 埼玉県 狭山市
根岸歯科診療所 埼玉県 狭山市
小高歯科 埼玉県 狭山市
松村歯科医院 埼玉県 狭山市
森山歯科 埼玉県 狭山市
水季野歯科医院 埼玉県 狭山市
西澤歯科 埼玉県 狭山市
増田歯科医院 埼玉県 狭山市
田中歯科医院 埼玉県 狭山市
島田歯科 埼玉県 狭山市
富士見歯科診療所 埼玉県 狭山市
木馬歯科医院 埼玉県 狭山市
（一社）熊谷市歯科医師会 埼玉県 熊谷市
あさみ歯科医院 埼玉県 熊谷市
きくち歯科 埼玉県 熊谷市
クジライ矯正歯科 埼玉県 熊谷市
しみず歯科クリニック 埼玉県 熊谷市
ファミリー歯科 埼玉県 熊谷市
フレンド歯科医院 埼玉県 熊谷市
伊藤歯科医院 埼玉県 熊谷市
医療法人社団宗樹会太田歯科 埼玉県 熊谷市
医療法人社団樋口歯科医院 埼玉県 熊谷市
医療法人仁正会秋浜医院（歯科） 埼玉県 熊谷市
医療法人大明会　中村歯科医院 埼玉県 熊谷市
牛島歯科医院 埼玉県 熊谷市
歯科佐川医院 埼玉県 熊谷市
篠原歯科医院 埼玉県 熊谷市
寿谷歯科医院 埼玉県 熊谷市
星川歯科医院 埼玉県 熊谷市
町田歯科医院 埼玉県 熊谷市
土屋歯科医院 埼玉県 熊谷市
医療法人社団　須藤歯科医院 埼玉県 戸田市
佐藤歯科クリニック 埼玉県 戸田市
三空歯科 埼玉県 戸田市
鹿瀬歯科医院 埼玉県 戸田市
中野歯科医院 埼玉県 戸田市
美女木歯科医院 埼玉県 戸田市
アキおやこ歯科医院 埼玉県 幸手市
岩上歯科医院 埼玉県 幸手市
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宮田歯科医院 埼玉県 幸手市
苦瀬歯科医院 埼玉県 幸手市
昆　歯科医院 埼玉県 幸手市
小森谷歯科医院 埼玉県 幸手市
いちり山歯科医院 埼玉県 行田市
ハートピア歯科・矯正歯科 埼玉県 行田市
医療法人小沼歯科医院 埼玉県 行田市
江原歯科医院 埼玉県 行田市
行田協立診療所 埼玉県 行田市
上杉歯科医院 埼玉県 行田市
大澤歯科医院 埼玉県 行田市
林歯科医院 埼玉県 行田市
あいのまち歯科医院 埼玉県 鴻巣市
シンポ歯科クリニック 埼玉県 鴻巣市
市川歯科医院 埼玉県 鴻巣市
小室歯科医院 埼玉県 鴻巣市
斉藤歯科クリニック 埼玉県 鴻巣市
大井歯科医院 埼玉県 鴻巣市
田中歯科医院 埼玉県 鴻巣市
田島歯科クリニック 埼玉県 鴻巣市
かわばた歯科医院 埼玉県 坂戸市
たな歯科クリニック 埼玉県 坂戸市
もりや歯科 埼玉県 坂戸市
安田歯科医院 埼玉県 坂戸市
医療法人　藤朋会　富士虎ノ門歯科医院 埼玉県 坂戸市
共立歯科医院 埼玉県 坂戸市
平沼歯科医院 埼玉県 坂戸市
ＩＳ歯科クリニック新三郷 埼玉県 三郷市
あべひろ総合歯科 埼玉県 三郷市
ウナイ歯科医院 埼玉県 三郷市
タケハナ歯科医院 埼玉県 三郷市
なかむら歯科医院 埼玉県 三郷市
まつお歯科 埼玉県 三郷市
もり歯科クリニック 埼玉県 三郷市
わかば歯科クリニック 埼玉県 三郷市
医療法人彩生会　いまざわ歯科医院 埼玉県 三郷市
医療法人社団セントラル歯科 埼玉県 三郷市
医療法人社団泰尚会たいへい歯科 埼玉県 三郷市
医療法人若松歯科医院 埼玉県 三郷市
医療法人皓峰会こみね歯科医院 埼玉県 三郷市
宮嶋歯科医院 埼玉県 三郷市
高野歯科医院 埼玉県 三郷市
三郷ホワイト歯科医院 埼玉県 三郷市
寺尾歯科医院 埼玉県 三郷市
宍戸歯科医院 埼玉県 三郷市
小林歯科医院 埼玉県 三郷市
松島歯科クリニック 埼玉県 三郷市
深井歯科医院 埼玉県 三郷市
大久保歯科医院 埼玉県 三郷市
大崎歯科 埼玉県 三郷市
野本歯科医院 埼玉県 三郷市
鈴木歯科医院 埼玉県 三郷市
ほんちょう歯科 埼玉県 志木市
幸町歯科口腔外科医院 埼玉県 志木市
西山歯科医院 埼玉県 志木市
たなか歯科クリニック 埼玉県 児玉郡上里町
嶋崎歯科医院 埼玉県 児玉郡上里町
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医療法人社団明生会　西村歯科医院 埼玉県 児玉郡神川町
宮澤歯科クリニック 埼玉県 児玉郡美里町
杉田歯科医院 埼玉県 児玉郡美里町
うえだ歯科医院 埼玉県 春日部市
グリーン歯科カネコ 埼玉県 春日部市
セントラル歯科 埼玉県 春日部市
とうま歯科医院 埼玉県 春日部市
とよはる歯科 埼玉県 春日部市
まさえ歯科クリニック 埼玉県 春日部市
ゆい歯科医院 埼玉県 春日部市
医療法人山崎歯科医院 埼玉県 春日部市
金森歯科医院 埼玉県 春日部市
石田歯科クリニック 埼玉県 春日部市
藤村歯科医院 埼玉県 春日部市
アイ歯科クリニック 埼玉県 所沢市
あおだ歯科クリニック 埼玉県 所沢市
あすなろ歯科 埼玉県 所沢市
いずみ歯科医院 埼玉県 所沢市
なかよし家族の歯医者さん 埼玉県 所沢市
にしだ歯科医院 埼玉県 所沢市
ひまわり歯科クリニック 埼玉県 所沢市
医療法人天王坂佐藤歯科クリニック 埼玉県 所沢市
刑部歯科医院 埼玉県 所沢市
高岡歯科 埼玉県 所沢市
黒川歯科医院 埼玉県 所沢市
今坂歯科医院 埼玉県 所沢市
彩のデンタルクリニック 埼玉県 所沢市
三上歯科医院 埼玉県 所沢市
山口歯科クリニック 埼玉県 所沢市
山口歯科医院 埼玉県 所沢市
小野歯科医院 埼玉県 所沢市
中路歯科医院 埼玉県 所沢市
辻歯科医院 埼玉県 所沢市
藤村矯正歯科医院 埼玉県 所沢市
内山歯科医院 埼玉県 所沢市
萩元歯科医院 埼玉県 所沢市
八木原歯科医院 埼玉県 所沢市
文京歯科医院 埼玉県 所沢市
北田歯科医院 埼玉県 所沢市
緑歯科医院 埼玉県 所沢市
えのもと歯科クリニック 埼玉県 上尾市
かず歯科医院 埼玉県 上尾市
もりた歯科医院 埼玉県 上尾市
わたなべ歯科医院 埼玉県 上尾市
愛仁クリニック 埼玉県 上尾市
医療法人　八豊会　工藤歯科医院 埼玉県 上尾市
市川歯科医院 埼玉県 上尾市
松本歯科医医院 埼玉県 上尾市
上尾カナデ歯科・マウス＆ピース矯正歯科 埼玉県 上尾市
杉山歯科 埼玉県 上尾市
千代歯科医院 埼玉県 上尾市
池田歯科医院 埼玉県 上尾市
渡辺歯科 埼玉県 上尾市
土岐歯科医院 埼玉県 上尾市
白鳥歯科　矯正歯科 埼玉県 上尾市
わたなべ歯科医院 埼玉県 新座市
医療法人社団聖白会桜歯科 埼玉県 新座市
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井上歯科医院 埼玉県 新座市
志木駅ビル歯科 埼玉県 新座市
川端歯科医院 埼玉県 新座市
カゴハラ歯科医院 埼玉県 深谷市
さくら歯科医院 埼玉県 深谷市
セントラル歯科 埼玉県 深谷市
はちす歯科医院 埼玉県 深谷市
医療法人博医会松永歯科医院 埼玉県 深谷市
原口歯科医院 埼玉県 深谷市
高田歯科医院 埼玉県 深谷市
大沢歯科クリニック 埼玉県 深谷市
大澤歯科医院 埼玉県 深谷市
中島歯科医院 埼玉県 深谷市
藤野木歯科医院 埼玉県 深谷市
あおい歯科医院 埼玉県 川越市
あおぞら歯科クリニック 埼玉県 川越市
おおたに歯科クリニック 埼玉県 川越市
おぎわら歯科医院 埼玉県 川越市
ごとう歯科医院 埼玉県 川越市
さとう歯科医院 埼玉県 川越市
フジ歯科クリニック 埼玉県 川越市
フリージア歯科 埼玉県 川越市
みやうち歯科クリニック 埼玉県 川越市
医療法人　至心会　金子歯科医院 埼玉県 川越市
医療法人　藤朋会　ホワイト歯科医院 埼玉県 川越市
遠藤歯科医院 埼玉県 川越市
笠幡歯科医院 埼玉県 川越市
関本記念病院　歯科 埼玉県 川越市
岩崎歯科医院 埼玉県 川越市
岩田歯科医院 埼玉県 川越市
戸部歯科医院 埼玉県 川越市
黒川歯科医院 埼玉県 川越市
小堀歯科医院 埼玉県 川越市
川越パール歯科 埼玉県 川越市
前田歯科医院 埼玉県 川越市
大木歯科クリニック 埼玉県 川越市
中村歯科医院 埼玉県 川越市
鶴田歯科医院 埼玉県 川越市
田中歯科医院 埼玉県 川越市
南台歯科医院 埼玉県 川越市
武田歯科医院 埼玉県 川越市
福岡歯科医院 埼玉県 川越市
友愛歯科医院 埼玉県 川越市
アール歯科クリニック新井宿 埼玉県 川口市
アール歯科クリニック川口芝 埼玉県 川口市
イサオ歯科クリニック 埼玉県 川口市
さかいばし歯科医院 埼玉県 川口市
さごう歯科医院 埼玉県 川口市
ナカムラ歯科 埼玉県 川口市
ねぎしやはぎ歯科医院 埼玉県 川口市
はせがわ歯科医院 埼玉県 川口市
ひの歯科医院 埼玉県 川口市
ふじさわ歯科クリニック 埼玉県 川口市
ふじ歯科川口前川 埼玉県 川口市
よつば歯科 埼玉県 川口市
ローズデンタルクリニック 埼玉県 川口市
医療法人社団喜望会　はしだ歯科医院 埼玉県 川口市
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医療法人社団高歯会　東歯科医院 埼玉県 川口市
加藤歯科医院 埼玉県 川口市
河村歯科医院 埼玉県 川口市
橋本歯科医院 埼玉県 川口市
高地歯科クリニック 埼玉県 川口市
三木歯科医院 埼玉県 川口市
住沢歯科医院 埼玉県 川口市
小久保歯科医院 埼玉県 川口市
池上歯科クリニック 埼玉県 川口市
天生会　松浦玄嗣デンタルオフィス 埼玉県 川口市
田村歯科医院 埼玉県 川口市
南町歯科クリニック 埼玉県 川口市
日精歯科鳩ケ谷診療所 埼玉県 川口市
髙橋歯科医院 埼玉県 川口市
こばやし歯科医院 埼玉県 草加市
さいとう歯科医院 埼玉県 草加市
サイトーデンタルクリニック 埼玉県 草加市
わい歯科クリニック 埼玉県 草加市
愛里歯科 埼玉県 草加市
吉田歯科クリニック 埼玉県 草加市
黒瀬歯科医院 埼玉県 草加市
佐藤歯科クリニック 埼玉県 草加市
細井歯科医院 埼玉県 草加市
上杉歯科クリニック 埼玉県 草加市
菅原歯科医院 埼玉県 草加市
村木歯科医院 埼玉県 草加市
二階堂歯科医院 埼玉県 草加市
飯田歯科医院 埼玉県 草加市
氷川デンタルクリニック 埼玉県 草加市
弁天町歯科医院 埼玉県 草加市
おおさわ歯科クリニック 埼玉県 大里郡寄居町
しむら歯科 埼玉県 大里郡寄居町
医療法人皆実会　皆野歯科医院 埼玉県 秩父郡皆野町
葭田歯科医院 埼玉県 秩父郡皆野町
てしがはら歯科医院 埼玉県 秩父市
引間歯科医院 埼玉県 秩父市
田口歯科医院 埼玉県 秩父市
並木歯科医院 埼玉県 秩父市
ＴＭＧあさか医療センター　歯科口腔外科 埼玉県 朝霞市
にいぬま歯科 埼玉県 朝霞市
伊藤歯科医院 埼玉県 朝霞市
医療法人　アリスバンビーニ小児歯科 埼玉県 朝霞市
医療法人社団やよい会小松歯科クリニック 埼玉県 朝霞市
医療法人社団嶺志会シノハラ歯科医院 埼玉県 朝霞市
榎本歯科医院 埼玉県 朝霞市
牛山デンタルクリニック 埼玉県 朝霞市
溝沼歯科 埼玉県 朝霞市
三功歯科医院 埼玉県 朝霞市
須田歯科医院 埼玉県 朝霞市
朝霞台歯科診療所 埼玉県 朝霞市
プラザ若葉歯科 埼玉県 鶴ケ島市
医療法人タカザワ歯科医院 埼玉県 鶴ケ島市
岸田歯科第二医院 埼玉県 鶴ケ島市
若葉駅前歯科 埼玉県 鶴ケ島市
小峰歯科医院 埼玉県 鶴ケ島市
すがぬま歯科医院 埼玉県 東松山市
はあと歯科 埼玉県 東松山市
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レガーレデンタルクリニック 埼玉県 東松山市
医療法人社団堅秀会　高橋歯科医院 埼玉県 東松山市
吉田歯科医院 埼玉県 東松山市
山中歯科医院 埼玉県 東松山市
上沼公園歯科 埼玉県 東松山市
杉澤歯科医院 埼玉県 東松山市
清水デンタルクリニック 埼玉県 東松山市
島田歯科医院 埼玉県 東松山市
平山歯科医院 埼玉県 南埼玉郡
和戸堀部歯科医院 埼玉県 南埼玉郡
おかむら歯科クリニック 埼玉県 日高市
フローラル歯科医院 埼玉県 日高市
松見歯科医院 埼玉県 日高市
おがた歯科小児歯科医院 埼玉県 入間郡三芳町
清水歯科医院 埼玉県 入間郡三芳町
サンデンタルクリニック 埼玉県 入間郡毛呂山町
医療法人　藤朋会　川角歯科医院 埼玉県 入間郡毛呂山町
医療法人幸雄会愛歯科 埼玉県 入間郡毛呂山町
エレナ歯科クリニック 埼玉県 入間市
ますい歯科医院 埼玉県 入間市
医療法人社団仁明会中山歯科医院 埼玉県 入間市
横田歯科医院 埼玉県 入間市
花井歯科医院 埼玉県 入間市
吉良歯科医院 埼玉県 入間市
坂本歯科クリニック 埼玉県 入間市
寺尾歯科医院 埼玉県 入間市
上原歯科医院 埼玉県 入間市
友愛歯科医院 埼玉県 入間市
ななえ・椛沢歯科医院 埼玉県 白岡市
医療法人健歩会　宮山歯科医院 埼玉県 白岡市
金子歯科医院 埼玉県 白岡市
山本歯科医院 埼玉県 白岡市
小島歯科医院 埼玉県 白岡市
川島歯科医院 埼玉県 白岡市
おおいし歯科医院 埼玉県 八潮市
ぬまお歯科医院 埼玉県 八潮市
まゆみ矯正こども歯科 埼玉県 八潮市
伊澤歯科医院 埼玉県 八潮市
医療法人社団　雄仁会　なかつか歯科医院 埼玉県 八潮市
医療法人社団すずき歯科医院 埼玉県 八潮市
医療法人社団兼仁会　清沢歯科クリニック 埼玉県 八潮市
関根歯科医院 埼玉県 八潮市
宮崎歯科医院 埼玉県 八潮市
駒橋歯科医院 埼玉県 八潮市
桂歯科医院（伊草） 埼玉県 八潮市
戸原歯科医院 埼玉県 八潮市
高橋歯科医院 埼玉県 八潮市
市川歯科 埼玉県 八潮市
中村歯科医院 埼玉県 八潮市
田中歯科医院 埼玉県 八潮市
八潮歯科医院 埼玉県 八潮市
柳田歯科医院 埼玉県 八潮市
ひまわり歯科 埼玉県 飯能市
医療法人社団伊澤会　伊澤歯科医院 埼玉県 飯能市
永井歯科 埼玉県 飯能市
丸山歯科医院 埼玉県 飯能市
吉良歯科診療所 埼玉県 飯能市
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町田歯科 埼玉県 飯能市
そよ風歯科 埼玉県 比企郡
小川デンタルクリニック 埼玉県 比企郡
池田歯科医院 埼玉県 比企郡
きしざわ歯科医院 埼玉県 比企郡滑川町
天野歯科医院 埼玉県 比企郡滑川町
さいとう歯科医院 埼玉県 比企郡小川町
高野歯科医院 埼玉県 比企郡小川町
小熊歯科医院 埼玉県 比企郡小川町
鳥塚歯科医院 埼玉県 比企郡小川町
くまい歯科クリニック 埼玉県 比企郡嵐山町
医療法人眞歯会　ながさき歯科 埼玉県 比企郡嵐山町
栄田歯科医院 埼玉県 比企郡嵐山町
トール歯科クリニック 埼玉県 富士見市
医）聡真会　巌歯科クリニック 埼玉県 富士見市
医療法人浩心会　くろだデンタルクリニック 埼玉県 富士見市
黒田歯科医院 埼玉県 富士見市
飯島歯科医院 埼玉県 富士見市
ゆめみ野デンタルクリニック 埼玉県 北葛飾郡松伏町
医療法人　いしい歯科医院 埼玉県 北葛飾郡松伏町
荒木歯科 埼玉県 北葛飾郡松伏町
かめい歯科医院 埼玉県 北葛飾郡杉戸町
ファミリー歯科　岩崎 埼玉県 北葛飾郡杉戸町
近藤歯科医院 埼玉県 北葛飾郡杉戸町
イノデンタルクリニック 埼玉県 北本市
さくら歯科医院 埼玉県 北本市
ハートピア歯科・矯正歯科　北本診療所 埼玉県 北本市
まつざき歯科クリニック 埼玉県 北本市
岡野歯科医院 埼玉県 北本市
若山歯科医院 埼玉県 北本市
島田歯科医院 埼玉県 北本市
福田歯科医院 埼玉県 北本市
おはなデンタルクリニック 埼玉県 本庄市
もろおか歯科 埼玉県 本庄市
倉林医院歯科 埼玉県 本庄市
大畑歯科医院 埼玉県 本庄市
中央歯科医院 埼玉県 本庄市
田島歯科医院 埼玉県 本庄市
日の出木村歯科 埼玉県 本庄市
福島歯科 埼玉県 本庄市
本庄デンタルクリニック 埼玉県 本庄市
茂木歯科医院 埼玉県 本庄市
おおた歯科クリニック 埼玉県 蓮田市
そうぶ歯科医院 埼玉県 蓮田市
医療法人バイオ会　勝沼歯科医院 埼玉県 蓮田市
一之瀬歯科医院 埼玉県 蓮田市
内村歯科医院 埼玉県 蓮田市
シーアイ歯科医院 埼玉県 和光市
なかむら小児歯科医院 埼玉県 和光市
クレ歯科医院 埼玉県 蕨市
ソフト歯科 埼玉県 蕨市
ヒロデンタルクリニック 埼玉県 蕨市
ほそい歯科クリニック 埼玉県 蕨市
よしの歯科医院 埼玉県 蕨市
医療法人社団身土不二の会　三谷歯科医院 埼玉県 蕨市
海野歯科医院 埼玉県 蕨市
弦間歯科医院 埼玉県 蕨市
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今野歯科医院 埼玉県 蕨市
山岡歯科医院 埼玉県 蕨市
イーストワンデンタルクリニック 埼玉県 三郷市
リズムデンタルクリニック 埼玉県 三郷市
ららぽーと新三郷デンタルクリニック 埼玉県 三郷市
ラゾーナ川崎デンタルクリニック 埼玉県 三郷市
医療法人社団　樹英会 埼玉県 三郷市
医療法人社団　樹英会　品川駅前歯科医院 埼玉県 三郷市
泉ガーデンデンタルクリニック 埼玉県 三郷市
有山歯科医院 埼玉県 川越市
比企郡市歯科医師会 埼玉県 比企郡滑川町
なかうら歯科クリニック 埼玉県 比企郡滑川町
山本歯科医院 埼玉県 さいたま市南区
リュウデンタルハウス 埼玉県 さいたま市
おおの歯科医院 東京都 あきる野市
池田歯科医院 東京都 あきる野市
塚本歯科医院 東京都 あきる野市
麻沼歯科医院 東京都 あきる野市
葉山歯科医院 東京都 あきる野市
医療法人社団博雅会布田歯科医院 東京都 あきる野市菅生
時田歯科クリニック 東京都 足立区
冨塚歯科医院 東京都 世田谷区
横田歯科クリニック 東京都 多摩市
おおさわ歯科クリニック 東京都 稲城市
医療法人社団はづき会オヤマ歯科クリニック 東京都 稲城市
医療法人社団聖敬会もみの木歯科クリニック 東京都 稲城市
医療法人社団徳星会稲城はせがわ歯科医院 東京都 稲城市
西田歯科医院 東京都 稲城市
あさひ公園通り歯科医院 東京都 羽村市
もとえデンタルクリニック 東京都 羽村市
医療法人社団　三芳会　平三歯科医院 東京都 羽村市
医療法人社団雄愛会井上歯科医院 東京都 羽村市
加藤歯科クリニック 東京都 羽村市
森谷歯科医院 東京都 羽村市
渡邊歯科医院 東京都 羽村市
（医）もいわ会　金町歯科 東京都 葛飾区
いくま歯科医院 東京都 葛飾区
イナモチ歯科医院 東京都 葛飾区
ヴィナシスデンタルクリニック 東京都 葛飾区
エスデンタルクリニック 東京都 葛飾区
オレンジ歯科クリニック 東京都 葛飾区
かまた歯科クリニック 東京都 葛飾区
かめあり歯科クリニック 東京都 葛飾区
カワダ歯科 東京都 葛飾区
こいづみデンタルクリニック 東京都 葛飾区
コージ歯科 東京都 葛飾区
こみや歯科医院 東京都 葛飾区
しのづか歯科医院 東京都 葛飾区
しのはら歯科 東京都 葛飾区
シミズ歯科クリニック 東京都 葛飾区
せき歯科医院 東京都 葛飾区
なかばやし歯科 東京都 葛飾区
メリー歯科 東京都 葛飾区
医）さくら歯科 東京都 葛飾区
医）康薫会　小澤歯科医院 東京都 葛飾区
医療法人社団　育永会　氏家歯科 東京都 葛飾区
医療法人社団栄怜会ニコデンタルクリニック 東京都 葛飾区
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医療法人社団皓永会　福田歯科医院 東京都 葛飾区
奥戸いろは歯科・矯正歯科 東京都 葛飾区
奥瀬歯科医院 東京都 葛飾区
岡本デンタルクリニック 東京都 葛飾区
加藤歯科 東京都 葛飾区
丸山歯科医院 東京都 葛飾区
喜光歯科医院 東京都 葛飾区
久保木歯科医院 東京都 葛飾区
橋本歯科医院 東京都 葛飾区
熊倉歯科 東京都 葛飾区
栗山歯科医院 東京都 葛飾区
原歯科医院 東京都 葛飾区
高橋歯科医院 東京都 葛飾区
根本歯科医院 東京都 葛飾区
桜井歯科医院 東京都 葛飾区
山崎歯科医院 東京都 葛飾区
山中歯科医院 東京都 葛飾区
歯科小泉医院 東京都 葛飾区
酒井歯科医院 東京都 葛飾区
秋山歯科クリニック 東京都 葛飾区
勝俣歯科医院 東京都 葛飾区
小荷田歯科医院 東京都 葛飾区
小野内歯科 東京都 葛飾区
新小岩歯科医院 東京都 葛飾区
森田歯科医院 東京都 葛飾区
杉山歯科クリニック 東京都 葛飾区
清信歯科医院 東京都 葛飾区
青島歯科医院 東京都 葛飾区
千代田歯科医院 東京都 葛飾区
総武歯科医院 東京都 葛飾区
増田歯科医院 東京都 葛飾区
太田歯科クリニック 東京都 葛飾区
大森歯科医院 東京都 葛飾区
巽橋歯科医院 東京都 葛飾区
中田歯科医院 東京都 葛飾区
中島歯科医院 東京都 葛飾区
長谷川歯科医院 東京都 葛飾区
塚本歯科医院 東京都 葛飾区
坪崎歯科医院 東京都 葛飾区
田中歯科医院 東京都 葛飾区
唐鎌歯科医院 東京都 葛飾区
嶋田歯科医院 東京都 葛飾区
萩原歯科医院 東京都 葛飾区
白橋歯科医院 東京都 葛飾区
飯塚歯科医院 東京都 葛飾区
野村歯科 東京都 葛飾区
アーツ歯科 東京都 江戸川区
アクアリオ小児歯科医院 東京都 江戸川区
うめむら歯科医院 東京都 江戸川区
キタカタ歯科医院 東京都 江戸川区
こばやし歯科クリニック 東京都 江戸川区
さかうえ歯科医院 東京都 江戸川区
さくやま歯科医院 東京都 江戸川区
さくら歯科医院 東京都 江戸川区
しかの歯科医院 東京都 江戸川区
チバ歯科 東京都 江戸川区
つくし歯科 東京都 江戸川区
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ながしま歯科クリニック 東京都 江戸川区
にしたに歯科医院 東京都 江戸川区
にしだ歯科医院 東京都 江戸川区
パトリア歯科クリニック 東京都 江戸川区
フルカワ歯科医院 東京都 江戸川区
ほしば歯科医院 東京都 江戸川区
ほりうち歯科医院 東京都 江戸川区
みかこデンタルクリニック 東京都 江戸川区
むろおか歯科医院 東京都 江戸川区
安藤歯科医院 東京都 江戸川区
医社）Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ宇田川歯科医院 東京都 江戸川区
医療法人社団　珠鈴会　鈴木歯科医院 東京都 江戸川区
医療法人社団ハピネス　すぎもと歯科 東京都 江戸川区
医療法人社団ハピネス　ファミリア歯科 東京都 江戸川区
医療法人社団茜遥会　みやび歯科 東京都 江戸川区
医療法人社団育仁会芦澤歯科診療所 東京都 江戸川区
医療法人社団光潤会ハタデンタルクリニック 東京都 江戸川区
医療法人社団瑞穂会黒木歯科医院 東京都 江戸川区
医療法人社団雄清会おだ歯科クリニック 東京都 江戸川区
医療法人社団皓信会　矢口歯科医院 東京都 江戸川区
一之江駅前歯科クリニック 東京都 江戸川区
加藤歯科医院 東京都 江戸川区
笠原デンタルオフィス 東京都 江戸川区
葛西東歯科医院 東京都 江戸川区
葛西南歯科医院 東京都 江戸川区
金栗歯科クリニック 東京都 江戸川区
原歯科医院 東京都 江戸川区
広瀬歯科医院 東京都 江戸川区
笹川胃腸内科石川歯科 東京都 江戸川区
児玉歯科医院 東京都 江戸川区
鹿野歯科医院 東京都 江戸川区
小串歯科医院 東京都 江戸川区
小沢歯科クリニック 東京都 江戸川区
上田歯科医院 東京都 江戸川区
上木歯科医院 東京都 江戸川区
清水歯科医院 東京都 江戸川区
西川歯科医院 東京都 江戸川区
西平デンタルクリニック 東京都 江戸川区
石川デンタルクリニック 東京都 江戸川区
石川歯科 東京都 江戸川区
大森歯科医院 東京都 江戸川区
大津歯科医院 東京都 江戸川区
大塚歯科クリニック 東京都 江戸川区
中島歯科医院 東京都 江戸川区
田所歯科医院 東京都 江戸川区
田村歯科医院 東京都 江戸川区
片上歯科医院 東京都 江戸川区
宝田歯科医院 東京都 江戸川区
柳沼歯科 東京都 江戸川区
鈴木歯科医院 東京都 江戸川区
（医）ＣＤＣ　渡邉歯科 東京都 江東区
いずみ歯科医院 東京都 江東区
えとり歯科医院 東京都 江東区
オーデンタルケアクリニック 東京都 江東区
おくわき歯科医院 東京都 江東区
きしだ歯科クリニック 東京都 江東区
ギャザリアデンタルクリニック 東京都 江東区
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キャナルワーフタワーズデンタルクリニック 東京都 江東区
クボキデンタルオフィス 東京都 江東区
ケンデンタルクリニック 東京都 江東区
さとう歯科クリニック 東京都 江東区
しぶかわ歯科クリニック 東京都 江東区
たかだ歯科医院 東京都 江東区
たき歯科医院 東京都 江東区
パークシテイデンタルクリニック 東京都 江東区
ふくしま歯科医院 東京都 江東区
医療法人社団　和栄会 東京都 江東区
井上歯科クリニック 東京都 江東区
塩浜歯科医院 東京都 江東区
河谷歯科医院 東京都 江東区
桂　歯科医院 東京都 江東区
原歯科医院 東京都 江東区
財部洋 東京都 江東区
三友歯科医院 東京都 江東区
山崎歯科医院 東京都 江東区
山守歯科医院 東京都 江東区
四方田歯科医院 東京都 江東区
室伏歯科 東京都 江東区
寿泉堂歯科医院 東京都 江東区
住吉ミモザ歯科・矯正歯科 東京都 江東区
小山歯科医院 東京都 江東区
小川歯科医院 東京都 江東区
小泉歯科医院 東京都 江東区
小林デンタルクリニック 東京都 江東区
杉山歯科医院 東京都 江東区
清澄歯科クリニック 東京都 江東区
西大島歯科医院 東京都 江東区
浅野歯科医院 東京都 江東区
大浦矯正歯科クリニック 東京都 江東区
竹島歯科クリニック 東京都 江東区
中澤歯科クリニック 東京都 江東区
津田歯科医院 東京都 江東区
鶴岡歯科医院 東京都 江東区
東陽歯科クリニック 東京都 江東区
南砂歯科クリニック 東京都 江東区
堀内歯科医院 東京都 江東区
髙橋歯科医院 東京都 江東区
（医）真正会まさいデンタルクリニック 東京都 港区
ｋｓ麻布十番デンタルクリニック 東京都 港区
ＬＵＣＡ　ｄｅｎｔａｌ　ｃｌｉｎｉｃ 東京都 港区
アイエスデンタルクリニック 東京都 港区
あおばデンタルクリニック 東京都 港区
あざき歯科医院 東京都 港区
ヴィオラデンタルクリニック 東京都 港区
えのもと歯科医院 東京都 港区
エムデンタルオフィス 東京都 港区
オグマ歯科 東京都 港区
かたくら歯科医院 東京都 港区
さいた歯科クリニック 東京都 港区
ササガワ▪エースデンタル 東京都 港区
ジャーミィデント歯科 東京都 港区
タケルデンタルクリニック 東京都 港区
タジマデンタルクリニック 東京都 港区
たなかデンタルオフィス 東京都 港区
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デンタルケア神谷町 東京都 港区
デンタルケア神谷町 東京都 港区
まえだ歯科 東京都 港区
まつおか歯科医院 東京都 港区
ミヤタデンタルオフィス 東京都 港区
ヨシノ歯科クリニック 東京都 港区
阿部歯科医院 東京都 港区
愛矯正歯科クリニック 東京都 港区
安斎歯科 東京都 港区
伊皿子おおね歯科医院 東京都 港区
医療法人社団レコルト五味歯科医院 東京都 港区
医療法人社団梓会　古畑歯科医院 東京都 港区
医療法人社団弘進会宮田歯科三田診療所 東京都 港区
医療法人社団歯科糸井医院 東京都 港区
医療法人社団歯周会　豊田歯科 東京都 港区
医療法人社団仁心会　野尻歯科 東京都 港区
医療法人社団大東会　ニュー新橋歯科 東京都 港区
井瀬歯科 東京都 港区
岡田歯科医院 東京都 港区
外苑歯科 東京都 港区
貴寿デンタルオフィス 東京都 港区
興学会　歯科診療所 東京都 港区
栗原歯科医院 東京都 港区
虎ノ門歯科クリニック 東京都 港区
弘英会松島歯科 東京都 港区
航空会館　田中歯科 東京都 港区
高島歯科クリニック 東京都 港区
三昭歯科医院 東京都 港区
山中歯科医院 東京都 港区
山田歯科クリニック 東京都 港区
山内歯科医院 東京都 港区
自然園前歯科 東京都 港区
汐留高橋歯科医院 東京都 港区
芝クリニック歯科口腔外科 東京都 港区
新橋デンタルクリニック 東京都 港区
神明デンタルクリニック 東京都 港区
水野歯科 東京都 港区
西辻歯科医院 東京都 港区
斉藤歯科医院 東京都 港区
石井歯科診療所 東京都 港区
赤坂国際ＫＧ歯科 東京都 港区
赤坂歯科クリニック 東京都 港区
浅川歯科医院 東京都 港区
滝沢デンタルクリニック 東京都 港区
中川歯科クリニック 東京都 港区
中川歯科クリニック 東京都 港区
長坂歯科 東京都 港区
鳥和歯科医院 東京都 港区
津田歯科医院 東京都 港区
東京スマイル歯科 東京都 港区
東京都済生会中央病院 東京都 港区
藤川歯科医院 東京都 港区
難波歯科医院 東京都 港区
白金高輪姫歯科室 東京都 港区
品川東口歯科 東京都 港区
片平歯科医院 東京都 港区
牧山清志 東京都 港区
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麻布十番　はな歯科 東京都 港区
麻布十番ハート歯科クリニック 東京都 港区
槙原歯科　新橋インプラントセンター 東京都 港区
矢島歯科診療所 東京都 港区
立花デンタルクリニック 東京都 港区
林　歯科 東京都 港区
こうへい歯科クリニック 東京都 荒川区
すがや歯科クリニック 東京都 荒川区
にっぽり歯科クリニック 東京都 荒川区
ふかい歯科・矯正歯科 東京都 荒川区
井上歯科医院 東京都 荒川区
河田歯科医院 東京都 荒川区
松本歯科医院 東京都 荒川区
青木歯科クリニック 東京都 荒川区
富岡歯科医院 東京都 荒川区
（医）こうだ歯科医院 東京都 国分寺市
あべ歯科医院 東京都 国分寺市
かがや歯科 東京都 国分寺市
けんもつ歯科クリニック 東京都 国分寺市
こだま歯科国分寺医院 東京都 国分寺市
こみね歯科医院 東京都 国分寺市
じゅんデンタルクリニック 東京都 国分寺市
なか歯科医院 東京都 国分寺市
のりこ小児歯科医院 東京都 国分寺市
ひでかず歯科口腔外科クリニック 東京都 国分寺市
ひらいで歯科医院 東京都 国分寺市
ふるかわ歯科 東京都 国分寺市
ゆとり歯科医院 東京都 国分寺市
よなが歯科医院 東京都 国分寺市
レガデンタルクリニック 東京都 国分寺市
医）慧慈会　りつ小児歯科 東京都 国分寺市
医療法人社団慶江会　そむら歯科クリニック 東京都 国分寺市
羽田歯科医院 東京都 国分寺市
岩田歯科医院 東京都 国分寺市
山口歯科医院 東京都 国分寺市
鹿島歯科医院 東京都 国分寺市
西浦歯科医院 東京都 国分寺市
西国分寺ひきの歯科 東京都 国分寺市
大石歯科医院 東京都 国分寺市
滝本歯科医院 東京都 国分寺市
中村歯科医院 東京都 国分寺市
都筑歯科医院 東京都 国分寺市
野口歯科医院 東京都 国分寺市
矢﨑歯科医院 東京都 国分寺市
李　歯科医院 東京都 国分寺市
おいかわ矯正小児歯科 東京都 国立市
きたの歯科医院 東京都 国立市
さくら休日歯科診療所 東京都 国立市
なかにし歯科 東京都 国立市
角田歯科医院 東京都 国立市
国立駅前歯科 東京都 国立市
国立深澤歯科クリニック 東京都 国立市
根田歯科医院 東京都 国立市
山下歯科医院 東京都 国立市
小林歯科クリニック 東京都 国立市
松田歯科医院 東京都 国立市
植野歯科医院 東京都 国立市
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池田歯科医院 東京都 国立市
中里歯科医院 東京都 国立市
木村歯科医院 東京都 国立市
木村歯科医院 東京都 国立市
たかはし歯科医院 東京都 狛江市
なかつか歯科医院 東京都 狛江市
医療法人社団たんぽぽ会　久保田歯科医院 東京都 狛江市
岡本歯科医院 東京都 狛江市
松浦歯科医院 東京都 狛江市
杉田歯科医院 東京都 狛江市
青山歯科医院 東京都 狛江市
島田歯科医院 東京都 狛江市
柳澤歯科医院 東京都 左門町
おおさわ歯科クリニック 東京都 三鷹市
しみず歯科医院 東京都 三鷹市
ちはら歯科医院 東京都 三鷹市
なかの歯科医院 東京都 三鷹市
にしやま歯科 東京都 三鷹市
よしの歯科 東京都 三鷹市
医療法人社団　光恵会　ふなこし歯科医院 東京都 三鷹市
医療法人社団林矯正歯科 東京都 三鷹市
磯貝歯科医院 東京都 三鷹市
角田歯科医院 東京都 三鷹市
三鷹台歯科医院 東京都 三鷹市
赤澤歯科医院 東京都 三鷹市
川島歯科医院 東京都 三鷹市
大越歯科医院 東京都 三鷹市
瀧本歯科医院 東京都 三鷹市
池原歯科医院 東京都 三鷹市
中川歯科医院 東京都 三鷹市
鳥山歯科医院 東京都 三鷹市
（医）優創会　あおば歯科医院 東京都 渋谷区
ウエストデンタルクリニック 東京都 渋谷区
おおた歯科クリニック 東京都 渋谷区
おおなか歯科 東京都 渋谷区
ごりらのはいしゃさん 東京都 渋谷区
たかだ歯科クリニック 東京都 渋谷区
デンタルクリニック　マ・メゾン 東京都 渋谷区
とがわ歯科 東京都 渋谷区
ブルーデンタルクリニック 東京都 渋谷区
マークシティ酒井歯科室 東京都 渋谷区
まき歯科 東京都 渋谷区
マリコ歯科クリニック 東京都 渋谷区
みやけ歯科医院 東京都 渋谷区
医）潮会　カトウデンタルクリニック 東京都 渋谷区
医療法人社団三郷会クレタ歯科医院 東京都 渋谷区
吉富歯科医院 東京都 渋谷区
原宿石川歯科医院 東京都 渋谷区
広尾鈴木デンタルクリニック 東京都 渋谷区
高橋歯科医院 東京都 渋谷区
高杉歯科クリニック 東京都 渋谷区
佐々木歯科医院 東京都 渋谷区
斎藤歯科クリニック 東京都 渋谷区
篠原歯科医院 東京都 渋谷区
渋谷デンタルオフィス 東京都 渋谷区
渋谷公園通り歯科クリニック 東京都 渋谷区
小林歯科クリニック 東京都 渋谷区
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神谷歯科　渋谷マークシティ診療所 東京都 渋谷区
石河歯科医院 東京都 渋谷区
大泉歯科医院 東京都 渋谷区
大内歯科医院 東京都 渋谷区
中平歯科医院 東京都 渋谷区
長谷川歯科医院 東京都 渋谷区
辻デンタルクリニック 東京都 渋谷区
坪田歯科医院 東京都 渋谷区
東京勤労者医療会　代々木歯科 東京都 渋谷区
飯野歯科医院 東京都 渋谷区
風間歯科 東京都 渋谷区
明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所 東京都 渋谷区
木林歯科 東京都 渋谷区
野田歯科医院 東京都 渋谷区
矢島歯科医院 東京都 渋谷区
アカシア会タナカ歯科 東京都 小金井市
いしづか歯科医院 東京都 小金井市
おざき歯科医院 東京都 小金井市
けやき通り歯科 東京都 小金井市
のぞみデンタルクリニック 東京都 小金井市
医療法人社団　成義会　みむら歯科 東京都 小金井市
医療法人社団康貴会　貫井北町歯科医院 東京都 小金井市
医療法人社団三聖会三浦歯科医院 東京都 小金井市
医療法人社団秀美会　秋澤歯科医院 東京都 小金井市
岡歯科医院 東京都 小金井市
金井歯科医院 東京都 小金井市
古田歯科医院 東京都 小金井市
歯科診療室　橋詰 東京都 小金井市
小金井橋歯科医院 東京都 小金井市
小金井歯科 東京都 小金井市
西の久保歯科 東京都 小金井市
長崎歯科医院 東京都 小金井市
湯山歯科医院 東京都 小金井市
藤井歯科医院 東京都 小金井市
藤本歯科医院 東京都 小金井市
南口歯科 東京都 小金井市
北村歯科医院 東京都 小金井市
木所歯科医院 東京都 小金井市
いしばし歯科医院 東京都 小平市
タガヤ歯科クリニック 東京都 小平市
なかじま歯科医院 東京都 小平市
ひろあき歯科医院 東京都 小平市
ひろ歯科医院 東京都 小平市
ほしデンタルクリニック 東京都 小平市
みかみ歯科医院 東京都 小平市
影山歯科医院 東京都 小平市
河野歯科医院 東京都 小平市
岩間歯科医院 東京都 小平市
吉田歯科医院 東京都 小平市
高村歯科医院 東京都 小平市
佐藤歯科医院 東京都 小平市
上田歯科医院 東京都 小平市
青木歯科クリニック 東京都 小平市
中山歯科医院 東京都 小平市
中澤歯科医院 東京都 小平市
鈴木歯科医院 東京都 小平市
アイ歯科医院 東京都 昭島市
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医療法人社団相明会　西多摩歯科クリニック 東京都 昭島市
昭和町歯科医院 東京都 昭島市
緑町歯科クリニック 東京都 昭島市
（医）参仁会　佐藤歯科医院 東京都 新宿区
あいあいこどもとおとな歯科 東京都 新宿区
うえすぎ歯科クリニック 東京都 新宿区
エビナ歯科医院 東京都 新宿区
おざわ歯科医院 東京都 新宿区
きくたけ歯科クリニック 東京都 新宿区
コンフォガーデン歯科クリニック 東京都 新宿区
サンデンタルクリニック 東京都 新宿区
タムラタイチ歯科診療所 東京都 新宿区
ハニー歯科　初台 東京都 新宿区
みよし歯科 東京都 新宿区
みよし歯科 東京都 新宿区
やよい歯科クリニック 東京都 新宿区
愛歯会デンタルオフィス 東京都 新宿区
愛生歯科医院 東京都 新宿区
伊藤歯科クリニック 東京都 新宿区
医）すみれ歯科クリニック 東京都 新宿区
医療法人社団　伸永会　東新宿歯科 東京都 新宿区
医療法人社団宏清会　新宿ＮＳビル歯科 東京都 新宿区
医療法人社団恒航会 東京都 新宿区
医療法人社団兆済会　近藤歯科医院 東京都 新宿区
医療法人社団隆美会　川口歯科診療所 東京都 新宿区
奥野歯科・矯正歯科医院 東京都 新宿区
河津歯科医院 東京都 新宿区
海谷歯科医院 東京都 新宿区
岩本歯科医院 東京都 新宿区
郡司歯科医院 東京都 新宿区
高田馬場　新田歯科医院 東京都 新宿区
坂本英一郎 東京都 新宿区
四谷見附矯正歯科 東京都 新宿区
市村歯科診療所 東京都 新宿区
歯科タケダクリニック新宿診療室 東京都 新宿区
曙橋歯科 東京都 新宿区
小島歯科医院 東京都 新宿区
庄司歯科医院 東京都 新宿区
松本矯正歯科クリニック 東京都 新宿区
上杉歯科医院 東京都 新宿区
伸永会　東新宿歯科予防ケアクリニック 東京都 新宿区
新宿３丁目歯科医院 東京都 新宿区
新宿御苑前歯科 東京都 新宿区
新宿大久保歯科医院 東京都 新宿区
西早稲田歯科 東京都 新宿区
西落合歯科 東京都 新宿区
青木歯科 東京都 新宿区
青木第二歯科医院 東京都 新宿区
大島歯科医院 東京都 新宿区
中井駅前歯科 東京都 新宿区
島村歯科医院 東京都 新宿区
東京都立心身障害者口腔保健センター 東京都 新宿区
藤井歯科医院 東京都 新宿区
南保歯科医院 東京都 新宿区
冨岡歯科医院 東京都 新宿区
平岡矯正歯科 東京都 新宿区
平山歯科クリニック 東京都 新宿区
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豊ビル歯科 東京都 新宿区
目白ケ丘デンタルクリニック・矯正歯科 東京都 新宿区
柳川歯科医院 東京都 新宿区
予防と歯ならび子どもと家族の歯医者さん 東京都 新宿区
落合歯科医院 東京都 新宿区
林歯科医院 東京都 新宿区
林辺歯科医院 東京都 新宿区
あき歯科医院 東京都 杉並区
アサイ歯科医院 東京都 杉並区
いとう歯科 東京都 杉並区
うえたに歯科医院 東京都 杉並区
エダ歯科医院 東京都 杉並区
カサハラ歯科 東京都 杉並区
ケイズデンタルクリニック 東京都 杉並区
ササイ歯科 東京都 杉並区
ささき歯科医院 東京都 杉並区
さとう歯科 東京都 杉並区
ジュンデンタルオフィス高円寺 東京都 杉並区
セントマークス歯科 東京都 杉並区
たかはた歯科医院 東京都 杉並区
たかまつ歯科医院 東京都 杉並区
たもつデンタルクリニック久我山 東京都 杉並区
ツムラヤ歯科クリニック 東京都 杉並区
デンタルオフィス宮村 東京都 杉並区
にいむら歯科医院 東京都 杉並区
にしわき歯科 東京都 杉並区
はっとり歯科・矯正歯科 東京都 杉並区
もりわき歯科医院 東京都 杉並区
やまぐち歯科・矯正歯科 東京都 杉並区
よしの歯科 東京都 杉並区
ロッキー須田歯科医院 東京都 杉並区
医療法人社団　ＣＯＭＥ　三浦矯正歯科 東京都 杉並区
医療法人社団　至正会　にしざわ歯科 東京都 杉並区
医療法人社団　帆奈会　やまむら歯科医院 東京都 杉並区
医療法人社団きさらぎ会木村歯科クリニック 東京都 杉並区
医療法人社団愛翔会　山口歯科 東京都 杉並区
医療法人社団暁歯会鎌田歯科医院 東京都 杉並区
医療法人社団慧医会井荻歯科医院 東京都 杉並区
医療法人社団徳友会ほたる歯科医院 東京都 杉並区
井上歯科ハマダヤマ 東京都 杉並区
永福すずき歯科 東京都 杉並区
横川歯科医院 東京都 杉並区
荻窪あかり歯科 東京都 杉並区
荻窪わかまつ歯科 東京都 杉並区
荻窪歯科診療所 東京都 杉並区
下村歯科医院 東京都 杉並区
岩崎歯科クリニック 東京都 杉並区
吉岡歯科 東京都 杉並区
久我山あおぞら歯科医院 東京都 杉並区
宮下歯科医院 東京都 杉並区
後藤歯科医院 東京都 杉並区
今野歯科医院 東京都 杉並区
佐藤歯科クリニック 東京都 杉並区
佐藤歯科医院 東京都 杉並区
三輪歯科医院 東京都 杉並区
山口歯科医院 東京都 杉並区
歯科武笠医院 東京都 杉並区
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児玉歯科医院 東京都 杉並区
若井歯科医院 東京都 杉並区
秋山デンタルクリニック 東京都 杉並区
小笠原歯科クリニック 東京都 杉並区
小林歯科医院 東京都 杉並区
森歯科医院 東京都 杉並区
真砂歯科クリニック 東京都 杉並区
水野歯科医院 東京都 杉並区
成田歯科 東京都 杉並区
西井歯科医院 東京都 杉並区
西永福やまだデンタルクリニック 東京都 杉並区
西村歯科医院 東京都 杉並区
石田歯科医院 東京都 杉並区
赤澤歯科クリニック 東京都 杉並区
村上歯科医院 東京都 杉並区
大場歯科クリニック 東京都 杉並区
大野歯科医院 東京都 杉並区
大里歯科医院 東京都 杉並区
中島歯科医院 東京都 杉並区
定村歯科医院 東京都 杉並区
田中歯科医院 東京都 杉並区
藤村歯科医院 東京都 杉並区
南荻窪歯科診療所 東京都 杉並区
入江歯科医院 東京都 杉並区
飯島歯科医院 東京都 杉並区
望月歯科 東京都 杉並区
野田歯科医院 東京都 杉並区
柳澤歯科クリニック 東京都 杉並区
林歯科クリニック 東京都 杉並区
鈴木三郎歯科 東京都 杉並区
（医）社団誠穣会江本歯科 東京都 世田谷区
あおい歯科 東京都 世田谷区
アペックスメディカル・デンタルクリニック 東京都 世田谷区
あわや歯科医院 東京都 世田谷区
こまい歯科 東京都 世田谷区
さくらい歯科医院 東京都 世田谷区
さくら歯科 東京都 世田谷区
サワキ歯科医院 東京都 世田谷区
すずき歯科クリニック 東京都 世田谷区
ステラ歯科口腔外科クリニック 東京都 世田谷区
たかはし歯科医院 東京都 世田谷区
たしろデンタルクリニック 東京都 世田谷区
デンタルオフィス下北沢 東京都 世田谷区
ナオデンタルオフィス 東京都 世田谷区
なかむら歯科医院 東京都 世田谷区
はしば矯正歯科 東京都 世田谷区
はせべ歯科 東京都 世田谷区
ヒロコデンタルケア 東京都 世田谷区
ほり歯科クリニック 東京都 世田谷区
よねやま歯科医院 東京都 世田谷区
安藤歯科医院 東京都 世田谷区
医）優心会　えばた歯科医院 東京都 世田谷区
医療法人社団　おおくら歯科口腔外科 東京都 世田谷区
医療法人社団恵正会　浜岡歯科クリニック 東京都 世田谷区
医療法人社団厚良会たねいち歯科医院 東京都 世田谷区
医療法人社団三澤歯科医院 東京都 世田谷区
医療法人社団友優会江崎デンタルクリニック 東京都 世田谷区
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永田歯科医院 東京都 世田谷区
奥沢歯科医院 東京都 世田谷区
岡崎歯科医院 東京都 世田谷区
下北沢駅前歯科クリニック 東京都 世田谷区
河合歯科クリニック 東京都 世田谷区
玉川歯科医院 東京都 世田谷区
玉川田村歯科室 東京都 世田谷区
桐原歯科医院 東京都 世田谷区
溝口歯科医院 東京都 世田谷区
佐藤歯科 東京都 世田谷区
細尾デンタルクリニック 東京都 世田谷区
三島歯科医院 東京都 世田谷区
山崎歯科医院 東京都 世田谷区
自由が丘歯科 東京都 世田谷区
小倉歯科医院 東京都 世田谷区
小林歯科医院 東京都 世田谷区
松崎歯科クリニック 東京都 世田谷区
沼部歯科医院 東京都 世田谷区
新開歯科医院 東京都 世田谷区
新倉歯科医院 東京都 世田谷区
西原デンタルクリニック 東京都 世田谷区
赤松歯科医院 東京都 世田谷区
千歳烏山歯科医院 東京都 世田谷区
川井歯科医院 東京都 世田谷区
川崎歯科医院 東京都 世田谷区
川田歯科クリニック 東京都 世田谷区
川田歯科医院 東京都 世田谷区
泉歯科 東京都 世田谷区
船登歯科医院 東京都 世田谷区
倉本歯科医院 東京都 世田谷区
村井歯科医院 東京都 世田谷区
村上歯科医院 東京都 世田谷区
村田歯科クリニック 東京都 世田谷区
大屋歯科医院 東京都 世田谷区
大楽歯科医院 東京都 世田谷区
大島歯科医院 東京都 世田谷区
池田歯科クリニック 東京都 世田谷区
池田歯科医院 東京都 世田谷区
町田歯科医院 東京都 世田谷区
椎原歯科医院 東京都 世田谷区
塚田歯科医院 東京都 世田谷区
田川歯科医院 東京都 世田谷区
島貫歯科医院 東京都 世田谷区
藤城矯正歯科 東京都 世田谷区
藤本歯科医院 東京都 世田谷区
難波歯科医院 東京都 世田谷区
二子玉川ガーデン矯正歯科 東京都 世田谷区
二子玉川ライズファミリー歯科 東京都 世田谷区
二子玉川小児歯科 東京都 世田谷区
馬場デンタルクリニック 東京都 世田谷区
保母歯科クリニック 東京都 世田谷区
芳村歯科医院 東京都 世田谷区
網野歯科クリニック 東京都 世田谷区
林歯科医院 東京都 世田谷区
林歯科医院　用賀 東京都 世田谷区
けやき歯科クリニック 東京都 清瀬市
もとまちスマイル歯科 東京都 清瀬市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 71



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

松村歯科医院 東京都 清瀬市
筒井歯科医院 東京都 清瀬市
畑歯科医院 東京都 清瀬市
福田歯科医院 東京都 清瀬市
きたはらファミリー歯科 東京都 西多摩郡瑞穂町
（医）みずた歯科医院 東京都 西東京市
いずみ歯科医院 東京都 西東京市
おおうち矯正歯科小児歯科クリニック 東京都 西東京市
ひかり歯科医院 東京都 西東京市
みむら矯正歯科 東京都 西東京市
医療法人社団　福慈会　フジニカ歯科 東京都 西東京市
医療法人社団おばら歯科医院 東京都 西東京市
黒川歯科医院 東京都 西東京市
歯科　吉岡医院 東京都 西東京市
松尾歯科医院 東京都 西東京市
沼澤歯科医院 東京都 西東京市
藤井かおる歯科医院 東京都 西東京市
樋口歯科医院 東京都 西東京市
ひろせ歯科クリニック 東京都 青梅市
プラム歯科 東京都 青梅市
医療法人社団山吹会　小曽木歯科 東京都 青梅市
荻野歯科三ツ原診療所 東京都 青梅市
下奥多摩歯科医院 東京都 青梅市
高野歯科クリニック 東京都 青梅市
小沢歯科医院 東京都 青梅市
中丸歯科クリニック 東京都 青梅市
長谷川歯科医院 東京都 青梅市
百瀬歯科医院 東京都 青梅市
片桐歯科医院 東京都 青梅市
Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅ　Ｄ．Ｏ 東京都 千代田区
ＰＣＰ丸の内デンタルクリニック 東京都 千代田区
かい歯科医院 東京都 千代田区
クボタデンタルオフィス 東京都 千代田区
つげ歯科五番町クリニック 東京都 千代田区
にちは歯科医院 東京都 千代田区
のじま歯科医院 東京都 千代田区
ふくだ歯科医院 東京都 千代田区
まさる歯科 東京都 千代田区
伊東歯科医院 東京都 千代田区
伊藤デンタルクリニック 東京都 千代田区
医）ＮＤＯ初谷歯科医院 東京都 千代田区
医療法人財団益習会　赤坂歯科診療所 東京都 千代田区
医療法人社団　信修会　小山歯科クリニック 東京都 千代田区
医療法人社団協立歯科クリニークデュボワ 東京都 千代田区
医療法人社団近藤歯科医院 東京都 千代田区
医療法人社団雄志会　渡辺歯科医院 東京都 千代田区
臼田歯科医院 東京都 千代田区
榎本歯科医院 東京都 千代田区
加賀山歯科医院 東京都 千代田区
海上ビルデンタルクリニック 東京都 千代田区
掛田歯科医院 東京都 千代田区
鎌倉橋歯科医院 東京都 千代田区
丸の内永楽ビル歯科クリニック 東京都 千代田区
丸ビル歯科 東京都 千代田区
吉井歯科医院 東京都 千代田区
久保村歯科医院 東京都 千代田区
境デンタルクリニック 東京都 千代田区
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麹町えりデンタルクリニック 東京都 千代田区
黒岩歯科 東京都 千代田区
黒田歯科医院 東京都 千代田区
今村歯科医院 東京都 千代田区
三輪歯科医院 東京都 千代田区
山王グランドビル歯科 東京都 千代田区
山下歯科医院 東京都 千代田区
山田清歯科医院 東京都 千代田区
山本歯科医院 東京都 千代田区
歯科医師会 東京都 千代田区
小田島歯科クリニック 東京都 千代田区
神保町矯正歯科クリニック 東京都 千代田区
川名歯科 東京都 千代田区
船曳歯科医院 東京都 千代田区
大手町デンタルクリニック 東京都 千代田区
滝川歯科クリニック 東京都 千代田区
塚原デンタルクリニック 東京都 千代田区
島田デンタルクリニック 東京都 千代田区
東京サンケイビル内　中村歯科医院 東京都 千代田区
内山歯科医院 東京都 千代田区
南部歯科医院 東京都 千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院 東京都 千代田区
福山歯科医院 東京都 千代田区
末森歯科医院 東京都 千代田区
アイデンタルクリニック 東京都 足立区
あづま歯科医院 東京都 足立区
アライ歯科医院 東京都 足立区
いけがめ歯科 東京都 足立区
いばた歯科 東京都 足立区
うめざわ歯科医院 東京都 足立区
おおすみファミリー歯科 東京都 足立区
くぼた歯科医院 東京都 足立区
さいとう歯科医院 東京都 足立区
さとう歯科医院 東京都 足立区
しおだ歯科医院 東京都 足立区
しん歯科クリニック 東京都 足立区
セイユーデンタルクリニック 東京都 足立区
ピースフル歯科クリニック 東京都 足立区
ひろた歯科医院 東京都 足立区
フレンド歯科 東京都 足立区
マーレデンタルクリニック 東京都 足立区
やまもと歯科 東京都 足立区
わたなべ歯科クリニック 東京都 足立区
綾瀬歯科医院 東京都 足立区
医）ファミリーデンタルクリニック 東京都 足立区
医療法人健秀會みわ歯科クリニック 東京都 足立区
医療法人社団晃史会　ヒロ歯科クリニック 東京都 足立区
医療法人社団千住会　高橋歯科医院 東京都 足立区
医療法人社団福寿会　福寿会歯科クリニック 東京都 足立区
医療法人社団福寿会福寿会歯科クリニック 東京都 足立区
奥村歯科医院 東京都 足立区
荻原歯科 東京都 足立区
加藤歯科医院 東京都 足立区
花田歯科医院 東京都 足立区
栗田歯科医院 東京都 足立区
高橋歯科矯正歯科 東京都 足立区
黒瀬デンタルクリニック 東京都 足立区
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市川歯科医院 東京都 足立区
市川歯科医院 東京都 足立区
志村歯科医院 東京都 足立区
鹿浜歯科医院 東京都 足立区
渋谷歯科医院 東京都 足立区
小森歯科医院 東京都 足立区
松野歯科医院 東京都 足立区
上田小児歯科クリニック 東京都 足立区
城西石山歯科医院 東京都 足立区
杉浦歯科医院 東京都 足立区
瀬田歯科医院 東京都 足立区
西新井ステーションビル歯科 東京都 足立区
西川歯科医院 東京都 足立区
青木歯科医院 東京都 足立区
浅野歯科医院 東京都 足立区
前田歯科医院 東京都 足立区
大竹歯科 東京都 足立区
中村歯科医院 東京都 足立区
中村歯科医院 東京都 足立区
椎橋歯科クリニック 東京都 足立区
渡辺歯科医院 東京都 足立区
東保木間歯科医院 東京都 足立区
日比谷歯科医院 東京都 足立区
梅田歯科医院 東京都 足立区
飯塚歯科医院 東京都 足立区
福田歯科医院 東京都 足立区
湊歯科医院 東京都 足立区
茂木歯科クリニック 東京都 足立区
毛利歯科医院 東京都 足立区
木村歯科医院 東京都 足立区
矢嶋歯科クリニック 東京都 足立区
鈴の音歯科 東京都 足立区
齋藤ファミリーデンタル 東京都 足立区
髙野歯科医院 東京都 足立区
（医）美宏会大蔵歯科医院 東京都 多摩市
かみむら歯科医院 東京都 多摩市
クロスガーデンデンタルクリニック 東京都 多摩市
ごとう歯科 東京都 多摩市
医療法人社団　香有会　はつの歯科医院 東京都 多摩市
医療法人社団　有間矯正歯科クリニック 東京都 多摩市
医療法人社団真潭会新井歯科医院 東京都 多摩市
医療法人社団福志会　関戸達哉クリニック 東京都 多摩市
川崎歯科医院 東京都 多摩市
大栗橋歯科 東京都 多摩市
馬谷原歯科医院 東京都 多摩市
（医）社団恵愛会　腰原歯科クリニック 東京都 台東区
Ｋ'ｓ　Ｄｅｎｔａｌ 東京都 台東区
あさくさばし歯科 東京都 台東区
きたしろ歯科医院 東京都 台東区
ことぶきわたなべ歯科医院 東京都 台東区
ショージ歯科 東京都 台東区
タロウ歯科クリニック 東京都 台東区
はじめ歯科 東京都 台東区
ひきば歯科医院 東京都 台東区
やまなし歯科医院 東京都 台東区
やまもと歯科医院 東京都 台東区
医療法人ＣＯＳＭＯＳ　御徒町イースト歯科 東京都 台東区
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医療法人社団イノコシ歯科医院 東京都 台東区
医療法人社団剣正会　東上野歯科クリニック 東京都 台東区
医療法人社団眞慈会鈴木歯科 東京都 台東区
稲富歯科 東京都 台東区
永石歯科クリニック 東京都 台東区
奥沢歯科医院 東京都 台東区
河合歯科医院 東京都 台東区
関戸歯科医院 東京都 台東区
鬼久保歯科医院 東京都 台東区
玉野歯科医院 東京都 台東区
桐歯科医院 東京都 台東区
五明歯科医院 東京都 台東区
江口歯科クリニック 東京都 台東区
高須歯科医院 東京都 台東区
佐藤歯科医院 東京都 台東区
佐藤歯科医院今戸クリニック 東京都 台東区
三ノ輪駅前歯科クリニック 東京都 台東区
山口歯科医院 東京都 台東区
山本歯科医院 東京都 台東区
秋葉原総合歯科クリニック 東京都 台東区
小浜歯科医院 東京都 台東区
小野沢歯科医院 東京都 台東区
松田歯科医院 東京都 台東区
松木歯科医院 東京都 台東区
上野ミント歯科 東京都 台東区
千葉歯科医院 東京都 台東区
川又歯科医院 東京都 台東区
浅田歯科医院 東京都 台東区
台東歯科クリニック 東京都 台東区
池野谷歯科医院 東京都 台東区
中島歯科医院 東京都 台東区
中島歯科医院 東京都 台東区
中冨歯科 東京都 台東区
柳沢歯科 東京都 台東区
理浩歯科クリニック 東京都 台東区
鈴木歯科医院 東京都 台東区
アイカ歯科医院 東京都 大田区
あめみや歯科医院 東京都 大田区
アロマスクエア歯科クリニック「 東京都 大田区
いけむら歯科クリニック 東京都 大田区
こばやし歯科医院 東京都 大田区
サイトウ歯科 東京都 大田区
さかえ歯科医院 東京都 大田区
さとう歯科医院 東京都 大田区
すずき歯科 東京都 大田区
たかえす歯科 東京都 大田区
たなか矯正歯科クリニック 東京都 大田区
つづき歯科医院 東京都 大田区
テクノポートデンタルクリニック 東京都 大田区
なおのデンタルオフィス 東京都 大田区
なかい歯科 東京都 大田区
ナカムラデンタルクリニック 東京都 大田区
なるかわ歯科医院 東京都 大田区
にしむら歯科 東京都 大田区
はなぞの歯科医院 東京都 大田区
ひとみ矯正歯科クリニック 東京都 大田区
まきた歯科クリニック 東京都 大田区
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むねしげ歯科 東京都 大田区
やまね歯科医院 東京都 大田区
ヤマモトデンタルクリニック 東京都 大田区
ゆりえ歯科 東京都 大田区
よねくら歯科医院 東京都 大田区
リップデンタル 東京都 大田区
レストキッズデンタルクリニック 東京都 大田区
伊藤歯科医院 東京都 大田区
医療法人彩俊会　おばま歯科医院 東京都 大田区
医療法人財団　城南福祉医療協会　大田歯科 東京都 大田区
医療法人社団　宏育会　大津歯科医院 東京都 大田区
医療法人社団　幸豊会　高峰歯科医院 東京都 大田区
医療法人社団　森和会　森歯科医院 東京都 大田区
医療法人社団　博仁会　立石歯科医院 東京都 大田区
医療法人社団郷友会　原デンタルオフィス 東京都 大田区
医療法人社団郷友会　原歯科医院 東京都 大田区
医療法人社団三立会わかば歯科クリニック 東京都 大田区
井坂歯科医院 東京都 大田区
稲垣歯科医院 東京都 大田区
稲葉歯科医院 東京都 大田区
岡本歯科医院 東京都 大田区
河野歯科医院 東京都 大田区
岩田歯科医院 東京都 大田区
菊池歯科医院 東京都 大田区
窪田歯科医院 東京都 大田区
後藤歯科 東京都 大田区
江川歯科医院 東京都 大田区
高山歯科医院 東京都 大田区
佐久間歯科医院 東京都 大田区
斎藤歯科医院 東京都 大田区
桜並木塚本歯科医院 東京都 大田区
雑色歯科クリニック 東京都 大田区
山村歯科医院 東京都 大田区
山田歯科医院 東京都 大田区
山本歯科医院 東京都 大田区
寺野歯科医院 東京都 大田区
出口歯科医院 東京都 大田区
小田歯科医院 東京都 大田区
小林デンタルクリニック 東京都 大田区
森住歯科医院 東京都 大田区
神尾歯科医院 東京都 大田区
菅井歯科クリニック 東京都 大田区
西山歯科医院 東京都 大田区
西馬込マークス歯科医院 東京都 大田区
斉藤歯科医院 東京都 大田区
雪ケ谷歯科 東京都 大田区
川名部歯科医院 東京都 大田区
倉沢歯科医院 東京都 大田区
増川歯科医院 東京都 大田区
増川歯科医院 東京都 大田区
多摩川歯科クリニック 東京都 大田区
大橋歯科クリニック 東京都 大田区
大熊歯科医院 東京都 大田区
大場歯科医院 東京都 大田区
大森わたなべ歯科 東京都 大田区
大谷歯科医院 東京都 大田区
大柳歯科 東京都 大田区
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谷歯科クリニック 東京都 大田区
池上通り歯科 東京都 大田区
中山歯科医院 東京都 大田区
中村歯科医院 東京都 大田区
仲六郷歯科クリニック 東京都 大田区
島歯科医院 東京都 大田区
島田歯科医院 東京都 大田区
東久が原歯科 東京都 大田区
東京流通センター歯科クリニック 東京都 大田区
東邦大学医療センター大森病院口腔外科 東京都 大田区
藤岡歯科医院 東京都 大田区
内川歯科医院 東京都 大田区
内田歯科医院 東京都 大田区
南六郷ベイサイド歯科医院 東京都 大田区
南六郷歯科クリニック 東京都 大田区
馬込中央診療所 東京都 大田区
八代歯科医院 東京都 大田区
番場歯科医院 東京都 大田区
福田歯科医院 東京都 大田区
野原歯科医院 東京都 大田区
立花歯科医院 東京都 大田区
鈴木歯科医院 東京都 大田区
六郷歯科クリニック 東京都 大田区
ＴＩ歯科医院 東京都 中央区
アイタワー歯科クリニック 東京都 中央区
うすい歯科医院 東京都 中央区
オーラルクリニック京橋 東京都 中央区
かとう歯科クリニック 東京都 中央区
くどう歯科医院 東京都 中央区
たべ歯科クリニック 東京都 中央区
デンタルオフィス谷本 東京都 中央区
ナオ歯科クリニック 東京都 中央区
はりま歯科 東京都 中央区
マーレ日本橋デンタルクリニック 東京都 中央区
ミヤカワビル歯科 東京都 中央区
わやま歯科医院 東京都 中央区
安藤歯科 東京都 中央区
医社）水天宮前ステーション歯科 東京都 中央区
医療法人社団愛池会　銀座・にわ歯科室 東京都 中央区
医療法人社団慈淳会　千葉歯科クリニック 東京都 中央区
医療法人社団聖功会ノブデンタルオフィス 東京都 中央区
医療法人社団綴理会　大山歯科クリニック 東京都 中央区
医療法人社団明徳会郵船ビル福岡歯科 東京都 中央区
吉田デンタルクリニック 東京都 中央区
銀座ＵＣデンタルインプラントセンター 東京都 中央区
銀座柳通り歯科クリニック 東京都 中央区
高津歯科医院 東京都 中央区
高梨歯科 東京都 中央区
三越前歯科 東京都 中央区
三宅歯科医院 東京都 中央区
小川源歯科医院 東京都 中央区
小林歯科診療所 東京都 中央区
小林歯科診療所 東京都 中央区
人形町ミント歯科 東京都 中央区
中村歯科医院 東京都 中央区
渡辺歯科医院 東京都 中央区
東陽歯科 東京都 中央区
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二宮歯科医院 東京都 中央区
日本橋りゅうデンタルクリニック 東京都 中央区
日本橋室町デンタルクリニック 東京都 中央区
馬見塚デンタルクリニック 東京都 中央区
飯塚歯科医院 東京都 中央区
福井歯科医院 東京都 中央区
別部歯科診療所 東京都 中央区
母里歯科 東京都 中央区
鈴木歯科医院 東京都 中央区
脇田歯科 東京都 中央区
エイジ歯科 東京都 中野区
おおた歯科クリニック 東京都 中野区
かりや歯科 東京都 中野区
かわい歯科クリニック 東京都 中野区
しらさぎ歯科医院 東京都 中野区
タカヒロデンタルオフィス 東京都 中野区
なかむら歯科 東京都 中野区
はいばら歯科医院 東京都 中野区
まさみデンタルクリニック 東京都 中野区
ゆかり歯科医院 東京都 中野区
医療法人社団　伸永会　原歯科医院 東京都 中野区
医療法人社団　伸永会　歯科中橋 東京都 中野区
医療法人社団　土田歯科医院 東京都 中野区
医療法人社団ぺリオ会　宮田歯科医院 東京都 中野区
医療法人社団滴翠会　山田歯科医院 東京都 中野区
横山歯科診療所 東京都 中野区
岡田歯科医院 東京都 中野区
花岡歯科医院 東京都 中野区
吉岡歯科 東京都 中野区
協立歯科 東京都 中野区
景山歯科医院 東京都 中野区
原歯科室 東京都 中野区
江古田歯科クリニック 東京都 中野区
鷺ノ宮駅南口歯科 東京都 中野区
歯科奥村医院 東京都 中野区
神戸歯科医院 東京都 中野区
水野歯科医院 東京都 中野区
西原デンタルオフィス 東京都 中野区
石井歯科医院 東京都 中野区
浅香歯科医院 東京都 中野区
太田歯科 東京都 中野区
中野ニュークリア歯科 東京都 中野区
長井歯科医院 東京都 中野区
田中歯科医院 東京都 中野区
東中野歯科クリニック 東京都 中野区
桃園通り村上歯科医院 東京都 中野区
桃園通り村上歯科医院 東京都 中野区
藤田歯科医院 東京都 中野区
日野浦歯科医院 東京都 中野区
友内歯科医院 東京都 中野区
いしだ歯科医院 東京都 町田市
おおす歯科医院 東京都 町田市
かわはら歯科口腔外科 東京都 町田市
さしで歯科クリニック 東京都 町田市
さわざき歯科医院 東京都 町田市
つちや歯科クリニック 東京都 町田市
ながさき歯科医院 東京都 町田市
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はぎわら歯科医院 東京都 町田市
まつお歯科医院 東京都 町田市
ゆき歯科医院 東京都 町田市
医療法人社団　佑良会　おぎの歯科医院 東京都 町田市
医療法人社団向鶴会むこうはら歯科医院 東京都 町田市
医療法人社団菅井歯科医院 東京都 町田市
夏央歯科医院 東京都 町田市
宮下歯科医院 東京都 町田市
戸羽歯科医院 東京都 町田市
康仁歯科医院 東京都 町田市
佐藤歯科医院 東京都 町田市
三浦歯科医院 東京都 町田市
小林歯科医院 東京都 町田市
松田歯科クリニック 東京都 町田市
赤田歯科医院 東京都 町田市
多摩丘陵病院歯科 東京都 町田市
大田歯科医院 東京都 町田市
中山歯科クリニック 東京都 町田市
町田みらい歯科 東京都 町田市
鈴木歯科医院 東京都 町田市
澤　歯科医院 東京都 町田市
あらさわ歯科医院 東京都 調布市
いなだ歯科クリニック 東京都 調布市
こまむら歯科クリニック 東京都 調布市
ちゃいるど歯科医院 東京都 調布市
とみさわ歯科医院 東京都 調布市
なのはな歯科医院 東京都 調布市
ふたば歯科・矯正歯科 東京都 調布市
医療法人社団聖輝会ローレル歯科医院 東京都 調布市
乙黒歯科クリニック 東京都 調布市
国領歯科医院 東京都 調布市
秋山歯科医院 東京都 調布市
西山歯科医院 東京都 調布市
大沢歯科医院 東京都 調布市
長岡歯科医院 東京都 調布市
天神通り歯科 東京都 調布市
堀内歯科医院 東京都 調布市
おおたか歯科医院 東京都 東久留米市
せきね歯科クリニック 東京都 東久留米市
神谷歯科医院 東京都 東久留米市
藤山歯科医院 東京都 東久留米市
いとう歯科医院 東京都 東村山市
オリーブ小児歯科 東京都 東村山市
ミカミ歯科医院 東京都 東村山市
みつる歯科 東京都 東村山市
レイデンタルクリニック 東京都 東村山市
医）エバークリーン会　井上歯科医院 東京都 東村山市
医療法人社団歯雄会　久米川歯科 東京都 東村山市
医療法人社団優智会かわせ歯科医院 東京都 東村山市
吉田歯科クリニック 東京都 東村山市
高橋歯科医院 東京都 東村山市
森崎歯科医院 東京都 東村山市
水野歯科医院 東京都 東村山市
青木歯科医院 東京都 東村山市
内田歯科 東京都 東村山市
薄葉歯科医院 東京都 東村山市
豊田歯科クリニック 東京都 東村山市
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養歯歯科　金子医院 東京都 東村山市
さいとう歯科医院 東京都 東大和市
医療法人社団　光歯会　小川歯科 東京都 東大和市
オレンジ歯科 東京都 日野市
きむら歯科診療室 東京都 日野市
さえぐさ歯科医院 東京都 日野市
しのみや歯科医院 東京都 日野市
すぎ矯正歯科クリニック 東京都 日野市
デンタルクリニック伏木 東京都 日野市
ふじもと　デンタルクリニック 東京都 日野市
ゆうき歯科医院 東京都 日野市
根田歯科医院 東京都 日野市
史歯科医院 東京都 日野市
松井歯科医院 東京都 日野市
松原歯科クリニック 東京都 日野市
清水歯科医院 東京都 日野市
武内歯科医院 東京都 日野市
あお歯科 東京都 八王子市
あさかわ歯科医院 東京都 八王子市
きたのタウン歯科クリニック 東京都 八王子市
けんせい歯科 東京都 八王子市
さかやなぎ歯科医院 東京都 八王子市
ともデンタルオフィス 東京都 八王子市
はら歯科医院 東京都 八王子市
ふゆとう歯科医院 東京都 八王子市
みうら歯科クリニック 東京都 八王子市
もくだい歯科医院 東京都 八王子市
安藤歯科医院 東京都 八王子市
安木歯科医院 東京都 八王子市
医）山本歯科医院　八王子診療所 東京都 八王子市
医療法人社団　育優会　絹ケ丘歯科医院 東京都 八王子市
医療法人社団パレス会　わだ歯科 東京都 八王子市
医療法人社団貴喜会みなと歯科 東京都 八王子市
医療法人社団始浩会　岡部歯科医院 東京都 八王子市
医療法人社団始浩会岡部歯科医院 東京都 八王子市
医療法人社団慈充会 東京都 八王子市
医療法人社団清流会　ごしま歯科医院 東京都 八王子市
羽鳥歯科医院 東京都 八王子市
永田歯科医院 東京都 八王子市
原田歯科医院 東京都 八王子市
光明歯科診療所 東京都 八王子市
高尾駅前歯科室 東京都 八王子市
黒澤歯科 東京都 八王子市
山下歯科医院 東京都 八王子市
山内歯科医院 東京都 八王子市
山本歯科医院 東京都 八王子市
散田東條歯科医院 東京都 八王子市
市川矯正歯科医院 東京都 八王子市
市役所前歯科クリニック 東京都 八王子市
宿澤歯科医院 東京都 八王子市
小宮歯科クリニック 東京都 八王子市
小池歯科医院 東京都 八王子市
神山歯科医院 東京都 八王子市
須田歯科医院 東京都 八王子市
相沢歯科 東京都 八王子市
大貫歯科医院 東京都 八王子市
大貫歯科医院 東京都 八王子市
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大草歯科医院 東京都 八王子市
大内歯科医院 東京都 八王子市
大和田池田歯科医院 東京都 八王子市
竹島歯科医院 東京都 八王子市
長野歯科医院 東京都 八王子市
天野歯科医院 東京都 八王子市
渡辺歯科医院 東京都 八王子市
藤野歯科医院 東京都 八王子市
福嶋歯科矯正歯科クリニック 東京都 八王子市
平井歯科医院 東京都 八王子市
髙野歯科医院 東京都 八王子市
いくら歯科医院 東京都 板橋区
おおたけ歯科クリニック 東京都 板橋区
おのざわ歯科クリニック 東京都 板橋区
かわきたデンタルクリニック 東京都 板橋区
しんこう歯科 東京都 板橋区
やもとデンタルクリニック 東京都 板橋区
ゆたか歯科クリニック 東京都 板橋区
リッツ歯科・口腔クリニック 東京都 板橋区
伊勢歯科医院 東京都 板橋区
医療法人社団成光会　岡田歯科医院 東京都 板橋区
宇美歯科医院 東京都 板橋区
花島歯科医院 東京都 板橋区
宮本歯科医院 東京都 板橋区
原田歯科クリニック 東京都 板橋区
古市歯科医院 東京都 板橋区
佐藤歯科医院 東京都 板橋区
三澤歯科医院 東京都 板橋区
歯科鈴木医院 東京都 板橋区
春日歯科医院 東京都 板橋区
小竹向原歯科クリニック 東京都 板橋区
小嶋歯科医院 東京都 板橋区
小豆沢歯科 東京都 板橋区
小林歯科医院 東京都 板橋区
松本歯科医院 東京都 板橋区
上板橋駅ビル歯科 東京都 板橋区
森岡歯科医院 東京都 板橋区
石井歯科 東京都 板橋区
淡路歯科医院 東京都 板橋区
池田歯科医院 東京都 板橋区
竹内デンタルクリニック 東京都 板橋区
土屋歯科クリニック 東京都 板橋区
土田歯科クリニック 東京都 板橋区
徳丸わらべ歯科クリニック 東京都 板橋区
飯島歯科医院 東京都 板橋区
木村歯科医院 東京都 板橋区
Ｂスマイル歯科矯正歯科 東京都 品川区
あべ歯科医院 東京都 品川区
おくの歯科医院・おくの矯正歯科 東京都 品川区
かねこデンタルクリニック 東京都 品川区
しばた歯科矯正クリニック 東京都 品川区
ジュン歯科クリニック 東京都 品川区
すぎやま歯科 東京都 品川区
ツツミ歯科クリニック 東京都 品川区
とよつぐ歯科クリニック 東京都 品川区
ネバシデンタルオフィス 東京都 品川区
パークタウン歯科 東京都 品川区
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みちこ歯科医院 東京都 品川区
もり歯科クリニック 東京都 品川区
やまざき歯科クリニック 東京都 品川区
阿南歯科医院 東京都 品川区
医療法人社団　康心会　まるおか歯科 東京都 品川区
医療法人社団　偕老会　平松クリニック 東京都 品川区
医療法人社団正基会 東京都 品川区
塩津歯科医院 東京都 品川区
加藤歯科口腔外科医院 東京都 品川区
皆川歯科医院 東京都 品川区
桑鶴歯科医院 東京都 品川区
桑島歯科医院 東京都 品川区
古屋歯科医院 東京都 品川区
轟歯科医院 東京都 品川区
斎藤歯科医院 東京都 品川区
坂井歯科医院 東京都 品川区
三間歯科医院 東京都 品川区
三木歯科医院 東京都 品川区
歯科瀬戸医院 東京都 品川区
児玉歯科 東京都 品川区
小野寺歯科医院 東京都 品川区
上杉歯科医院 東京都 品川区
新井歯科医院 東京都 品川区
西元歯科医院 東京都 品川区
青柳歯科 東京都 品川区
早川歯科医院 東京都 品川区
大井歯科クリニック 東京都 品川区
大岡歯科医院 東京都 品川区
大木歯科医院 東京都 品川区
池田歯科医院 東京都 品川区
天王洲パークサイドビル歯科 東京都 品川区
島本歯科医院 東京都 品川区
内川歯科医院 東京都 品川区
馬場歯科医院 東京都 品川区
梅宮歯科医院 東京都 品川区
白田歯科クリニック 東京都 品川区
陽光歯科クリニック 東京都 品川区
龍歯科医院 東京都 品川区
カメリア歯科クリニック 東京都 府中市
からと歯科医院 東京都 府中市
さくらい歯科 東京都 府中市
たかひら歯科医院 東京都 府中市
ちゃいるど中野歯科医院 東京都 府中市
井上歯科医院 東京都 府中市
佐々木歯科医院 東京都 府中市
酒井歯科医院 東京都 府中市
松田歯科医院 東京都 府中市
神垣歯科医院 東京都 府中市
西原歯科医院 東京都 府中市
多摩府中うめはら歯科 東京都 府中市
太田歯科医院 東京都 府中市
中島歯科医院 東京都 府中市
渡辺歯科クリニック 東京都 府中市
馬場歯科クリニック 東京都 府中市
武蔵台歯科医院 東京都 府中市
平山歯科医院 東京都 府中市
北府中歯科クリニック 東京都 府中市
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矢島歯科医院 東京都 府中市
鈴木歯科医院 東京都 府中市
ＭＭ歯科クリニック 東京都 武蔵村山市
いとう歯科医院 東京都 武蔵村山市
さしだ歯科医院 東京都 武蔵村山市
永島歯科医院 東京都 武蔵村山市
榎本歯科医院 東京都 武蔵村山市
乙幡歯科医院 東京都 武蔵村山市
宮田歯科医院 東京都 武蔵村山市
宮﨑歯科医院 東京都 武蔵村山市
高橋歯科医院 東京都 武蔵村山市
三條歯科医院 東京都 武蔵村山市
小山歯科クリニック 東京都 武蔵村山市
中原歯科医院 東京都 武蔵村山市
長崎歯科医院 東京都 武蔵村山市
長尾歯科医院 東京都 武蔵村山市
田島歯科医院 東京都 武蔵村山市
土方歯科クリニック 東京都 武蔵村山市
比留間歯科医院 東京都 武蔵村山市
北多摩歯科 東京都 武蔵村山市
髙野歯科医院 東京都 武蔵村山市
ｔｅｒａｓｕ歯科 東京都 武蔵野市
あしだて歯科医院 東京都 武蔵野市
ごとう矯正歯科 東京都 武蔵野市
つるが歯科医院 東京都 武蔵野市
ハート・イン歯科クリニック 東京都 武蔵野市
パルデンタルクリニック 東京都 武蔵野市
むさしのグリーン歯科 東京都 武蔵野市
医）成志会　コミヤマ歯科クリニック 東京都 武蔵野市
医療法人社団長谷川歯科 東京都 武蔵野市
岩崎歯科クリニック 東京都 武蔵野市
吉川歯科医院 東京都 武蔵野市
高村歯科クリニック 東京都 武蔵野市
桜堤あみの歯科 東京都 武蔵野市
歯科川﨑医院 東京都 武蔵野市
秋本スマイル歯科 東京都 武蔵野市
秋本歯科医院 東京都 武蔵野市
水村歯科医院 東京都 武蔵野市
倉重歯科 東京都 武蔵野市
池園歯科クリニック 東京都 武蔵野市
田辺歯科医院 東京都 武蔵野市
内藤歯科医院 東京都 武蔵野市
北條歯科医院 東京都 武蔵野市
本橋歯科医院 東京都 武蔵野市
あつみデンタルクリニック 東京都 福生市
おくむら歯科クリニック 東京都 福生市
ふみ歯科診療所 東京都 福生市
松永歯科医院 東京都 福生市
（医）社団清明会　市田歯科医院 東京都 文京区
あかり歯科医院 東京都 文京区
たかはし歯科医院 東京都 文京区
チエデンタルクリニック 東京都 文京区
デンタルクリニック江戸川橋 東京都 文京区
ニコライ歯科 東京都 文京区
はせがわ歯科 東京都 文京区
ひとみデンタルクリニック 東京都 文京区
ファミリー歯科医院 東京都 文京区
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メイクスマイル歯科 東京都 文京区
やまもと矯正歯科 東京都 文京区
れいデンタルクリニック 東京都 文京区
医療法人　社団　中崎歯科 東京都 文京区
医療法人社団憲清会　堀江歯科クリニック 東京都 文京区
医療法人社団尚生会　高木デンタルクリニッ 東京都 文京区
岩佐歯科クリニック 東京都 文京区
吉野歯科クリニック 東京都 文京区
近藤歯科クリニック 東京都 文京区
向丘歯科医院 東京都 文京区
佐久間歯科医院 東京都 文京区
佐藤歯科医院 東京都 文京区
山崎健幸歯科クリニック 東京都 文京区
山川歯科医院 東京都 文京区
歯科真砂診療所 東京都 文京区
時岡歯科医院 東京都 文京区
重見歯科医院 東京都 文京区
小石川歯科クリニック 東京都 文京区
松原歯科医院 東京都 文京区
千石ひかり歯科 東京都 文京区
千葉歯科医院 東京都 文京区
長島デンタルクリニック 東京都 文京区
土居歯科クリニック 東京都 文京区
土居歯科医院 東京都 文京区
東大前ひろた歯科クリニック 東京都 文京区
湯島佐藤歯科 東京都 文京区
氷川下セツルメント歯科 東京都 文京区
文京歯科 東京都 文京区
片桐デンタルオフィス千石 東京都 文京区
保健サービスセンター歯科室 東京都 文京区
本駒込歯科室 東京都 文京区
鈴木歯科医院 東京都 文京区
和久本歯科医院 東京都 文京区
ＡＲＩＩＺＵＭＩＳＩＫＡＩＩＮＮ 東京都 豊島区
あぜりあ歯科診療所 東京都 豊島区
おいかわ歯科 東京都 豊島区
クキモトデンタルクリニック 東京都 豊島区
ごうけ歯科クリニック 東京都 豊島区
さくらデンタルクリニック 東京都 豊島区
はやと歯科医院 東京都 豊島区
みなみ長崎歯科医院 東京都 豊島区
ゆうデンタルクリニック 東京都 豊島区
リキタケ歯科医院 東京都 豊島区
医療法人社団　常盤会　本多歯科 東京都 豊島区
医療法人社団グリーン歯科 東京都 豊島区
岡野歯科医院 東京都 豊島区
赫歯科医院 東京都 豊島区
間下歯科 東京都 豊島区
原歯科医院デンタルケアクリニック 東京都 豊島区
古川歯科クリニック 東京都 豊島区
高橋歯科クリニック 東京都 豊島区
黒田歯科医院 東京都 豊島区
山本歯科医院 東京都 豊島区
市丸歯科医院 東京都 豊島区
新大塚歯科 東京都 豊島区
森デンタルクリニック 東京都 豊島区
杉崎歯科医院 東京都 豊島区
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西村歯科医院 東京都 豊島区
倉本歯科医院 東京都 豊島区
太田歯科医院 東京都 豊島区
大山登歯科 東京都 豊島区
池袋　まるやま矯正歯科 東京都 豊島区
池袋ヤマヤ歯科医院 東京都 豊島区
田中歯科医院 東京都 豊島区
渡辺歯科クリニック 東京都 豊島区
島根歯科医院 東京都 豊島区
東池袋くしやま歯科医院 東京都 豊島区
伏見歯科医院 東京都 豊島区
名取歯科医院 東京都 豊島区
野城歯科西池袋クリニック 東京都 豊島区
弥生歯科医院 東京都 豊島区
鈴木歯科クリニック 東京都 豊島区
大松矯正歯科クリニック 東京都 豊島区池袋
（医）深歯会　深野歯科医院 東京都 北区
アルファ矯正歯科クリニック 東京都 北区
うきま歯科医院 東京都 北区
おおさわ歯科クリニック 東京都 北区
おおば歯科医院 東京都 北区
コウノ歯科 東京都 北区
さくら通り歯科医院 東京都 北区
さとう歯科 東京都 北区
なんば歯科クリニック 東京都 北区
ひかり歯科医院 東京都 北区
まゆみ歯科 東京都 北区
みどりデンタルサロン 東京都 北区
ゆきこ歯科医院 東京都 北区
ユニ歯科医院 東京都 北区
ライオンズプラザ歯科クリニック 東京都 北区
医）松葉会　豊五歯科医院 東京都 北区
医療法人社団ゆうみらい歯会 東京都 北区
医療法人社団医信会古瀬歯科医院 東京都 北区
王子本町歯科クリニック 東京都 北区
河奈歯科医院 東京都 北区
久松歯科医院 東京都 北区
金高歯科 東京都 北区
権現坂歯科医院 東京都 北区
荒井歯科 東京都 北区
佐藤歯科医院 東京都 北区
三原歯科医院 東京都 北区
山本歯科医院 東京都 北区
小松歯科医院 東京都 北区
小川歯科医院 東京都 北区
新井歯科医院 東京都 北区
真柴歯科クリニック 東京都 北区
生協王子歯科 東京都 北区
石引歯科医院 東京都 北区
中村歯科医院 東京都 北区
長沼歯科医院 東京都 北区
津田歯科医院 東京都 北区
田口歯科医院 東京都 北区
渡辺歯科医院 東京都 北区
東十条歯科医院 東京都 北区
藤井歯科クリニック 東京都 北区
藤川歯科医院 東京都 北区
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浜田歯科医院 東京都 北区
武井歯科医院 東京都 北区
平歯科医院 東京都 北区
平田歯科医院 東京都 北区
平野歯科 東京都 北区
牧野歯科医院 東京都 北区
木村歯科医院 東京都 北区
野田歯科医院 東京都 北区
林　歯科医院 東京都 北区
齋藤歯科医院 東京都 北区
髙橋歯科　矯正歯科クリニック 東京都 北区
髙橋歯科医院 東京都 北区
あらかわ矯正歯科 東京都 墨田区
いまい歯科医院 東京都 墨田区
かんべ歯科医院 東京都 墨田区
くにまつ歯科医院 東京都 墨田区
しのざき歯科医院 東京都 墨田区
シマダ歯科クリニック 東京都 墨田区
てらだ歯科クリニック 東京都 墨田区
なかや歯科クリニック 東京都 墨田区
はたやま歯科医院 東京都 墨田区
はらい川歯科医院 東京都 墨田区
ほり川デンタルクリニック 東京都 墨田区
医療法人社団　スマイルプラス　宇田川歯科 東京都 墨田区
医療法人社団新生会 東京都 墨田区
医療法人社団長岡会　長岡歯科医院 東京都 墨田区
遠藤歯科医院 東京都 墨田区
岡田歯科医院 東京都 墨田区
熊谷歯科医院 東京都 墨田区
原歯科医院 東京都 墨田区
今津歯科医院 東京都 墨田区
根本歯科医院 東京都 墨田区
山本歯科 東京都 墨田区
篠塚歯科医院 東京都 墨田区
小倉歯科 東京都 墨田区
上野歯科医院 東京都 墨田区
森下駅前歯科クリニック 東京都 墨田区
青沼歯科 東京都 墨田区
淡路町デンタルクリニック 東京都 墨田区
草柳歯科医院 東京都 墨田区
浅野歯科医院 東京都 墨田区
島村歯科医院 東京都 墨田区
湯沢歯科クリニック 東京都 墨田区
難波歯科医院 東京都 墨田区
武井歯科医院 東京都 墨田区
平野歯科 東京都 墨田区
北川歯科医院 東京都 墨田区
アクアデンタルクリニック 東京都 目黒区
おがわ歯科医院 東京都 目黒区
すずき歯科クリニック 東京都 目黒区
トミーデンタルクリニック 東京都 目黒区
はしもとデンタルクリニック 東京都 目黒区
まるやま歯科クリニック 東京都 目黒区
めぐみ歯科クリニック 東京都 目黒区
よこや歯科 東京都 目黒区
医療法人社団ｈａｐｐｙ　ｔｅｅｔｈ 東京都 目黒区
医療法人社団仁厚会安田歯科診療所 東京都 目黒区
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医療法人社団帝歯会山本歯科 東京都 目黒区
医療法人社団優歯会アーク歯科・矯正歯科 東京都 目黒区
井上歯科医院 東京都 目黒区
永井歯科医院 東京都 目黒区
奥居歯科 東京都 目黒区
下目黒歯科内科 東京都 目黒区
後藤歯科医院 東京都 目黒区
三木歯科医院 東京都 目黒区
山村歯科医院 東京都 目黒区
自由が丘石崎歯科医院 東京都 目黒区
小山歯科 東京都 目黒区
小林こうせい歯科クリニック 東京都 目黒区
松島歯科医院 東京都 目黒区
鐘ケ江歯科医院 東京都 目黒区
新井デンタルクリニック 東京都 目黒区
清田歯科医院 東京都 目黒区
西郷歯科クリニック 東京都 目黒区
洗足歯科クリニック 東京都 目黒区
大沢歯科医院 東京都 目黒区
中目黒コヤス歯科 東京都 目黒区
土肥歯科医院 東京都 目黒区
湯浅歯科医院 東京都 目黒区
南風歯科医院 東京都 目黒区
飯田歯科医院 東京都 目黒区
飯島歯科歯科医院 東京都 目黒区
美浦歯科医院 東京都 目黒区
米津歯科医院 東京都 目黒区
北村歯科クリニック 東京都 目黒区
本目歯科医院 東京都 目黒区
ＯＰひるま歯科矯正歯科 東京都 立川市
かわしま歯科クリニック 東京都 立川市
くどう歯科クリニック 東京都 立川市
たけだなおや歯科クリニック 東京都 立川市
タケル・デンタルクリニック 東京都 立川市
ひらやま歯科クリニック 東京都 立川市
医）かしわの葉　原歯科医院 東京都 立川市
一番町歯科医院 東京都 立川市
榎本歯科医院 東京都 立川市
錦町歯科医院 東京都 立川市
近藤歯科クリニック 東京都 立川市
山根歯科医院 東京都 立川市
西砂歯科医院 東京都 立川市
西村歯科クリニック 東京都 立川市
池田歯科医院 東京都 立川市
片岡歯科 東京都 立川市
矢島歯科医院 東京都 立川市
立川デンタルクリニックすずき 東京都 立川市
立川北口・ナオ矯正歯科 東京都 立川市
林歯科医院 東京都 立川市
鈴木歯科医院 東京都 立川市
あけみ小児歯科クリニック 東京都 練馬区
いしかわ歯科石神井公園クリニック 東京都 練馬区
うるしばら歯科クリニック 東京都 練馬区
おしお歯科 東京都 練馬区
かぶらぎ歯科 東京都 練馬区
カモ歯科クリニック 東京都 練馬区
かわらい歯科医院 東京都 練馬区
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ケイタデンタルクリニック 東京都 練馬区
コーナス歯科クリニック 東京都 練馬区
ジェイシティ歯科吉積 東京都 練馬区
しげみ歯科医院 東京都 練馬区
シミズデンタルクリニック 東京都 練馬区
ジュン歯科クリニック 東京都 練馬区
しろつめデンタルクリニック 東京都 練馬区
スヴァラ歯科 東京都 練馬区
たかのだい歯科 東京都 練馬区
たけのうち歯科クリニック 東京都 練馬区
ちえ歯科クリニック 東京都 練馬区
つつみ歯科医院 東京都 練馬区
つばさデンタルオフィス 東京都 練馬区
とうき歯科医院 東京都 練馬区
ないとう歯科医院 東京都 練馬区
なかば歯科医院 東京都 練馬区
なかや矯正歯科 東京都 練馬区
はすいけ歯科医院 東京都 練馬区
ひかり歯科医院 東京都 練馬区
ふくみつ歯科医院 東京都 練馬区
ほさか歯科クリニック 東京都 練馬区
みやもと歯科医院 東京都 練馬区
むさしの矯正歯科医院 東京都 練馬区
むらかみ歯科 東京都 練馬区
やもと歯科医院 東京都 練馬区
リスタ歯科クリニック　小竹向原駅前 東京都 練馬区
安田歯科医院 東京都 練馬区
医療法人社団　佐藤歯科クリニック 東京都 練馬区
医療法人社団富士見会栗田歯科医院 東京都 練馬区
医療法人社団明翔会いしかわ歯科医院 東京都 練馬区
医療法人社団祐稜会いくた歯科医院 東京都 練馬区
医療法人大島医院　おおしま歯科医院 東京都 練馬区
関歯科医院 東京都 練馬区
岩田歯科医院 東京都 練馬区
金沢歯科医院 東京都 練馬区
光が丘こども歯科・矯正歯科 東京都 練馬区
高木歯科 東京都 練馬区
高梨歯科クリニック 東京都 練馬区
佐々木歯科医院 東京都 練馬区
佐藤歯科医院 東京都 練馬区
坂本歯科医院 東京都 練馬区
山崎歯科医院 東京都 練馬区
山田歯科医院 東京都 練馬区
児玉歯科医院 東京都 練馬区
治田歯科医院 東京都 練馬区
小杉歯科医院 東京都 練馬区
小池歯科医院 東京都 練馬区
小田歯科医院 東京都 練馬区
小林歯科医院 東京都 練馬区
沼口歯科医院 東京都 練馬区
上原歯科医院 東京都 練馬区
須賀歯科医院 東京都 練馬区
水野歯科医院 東京都 練馬区
西條歯科医院 東京都 練馬区
石橋デンタルクリニック大泉 東京都 練馬区
石神井公園駅前歯科 東京都 練馬区
川上歯科医院 東京都 練馬区
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川島歯科医院 東京都 練馬区
浅田歯科医院 東京都 練馬区
大森歯科医院 東京都 練馬区
大泉こどもおとな歯科診療室 東京都 練馬区
池田歯科クリニック 東京都 練馬区
中田歯科医院 東京都 練馬区
中島歯科医院 東京都 練馬区
鳥越歯科医院 東京都 練馬区
田柄歯科医院 東京都 練馬区
白樺歯科医院 東京都 練馬区
平和台歯科医院 東京都 練馬区
練馬さくら歯科 東京都 練馬区
齋藤歯科医院 東京都 練馬区
橫川歯科医院歯科医院 東京都 練馬区
高田歯科医院 東京都 羽村市
長野歯科医院 東京都 杉並区松ノ木
医）社団　和田歯科ミノワ診療所 神奈川県 愛甲郡愛川町
八木歯科クリニック 神奈川県 愛甲郡愛川町
とみた歯科医院 神奈川県 綾瀬市
花村歯科医院 神奈川県 綾瀬市
近藤歯科医院 神奈川県 綾瀬市
柴垣歯科医院 神奈川県 綾瀬市
桃デンタルクリニック 神奈川県 綾瀬市
徳永歯科医院 神奈川県 綾瀬市
武内歯科医院 神奈川県 綾瀬市
にしごり歯科医院 神奈川県 伊勢原市
ハート歯科 神奈川県 伊勢原市
ハマダ歯科医院 神奈川県 伊勢原市
みやけ歯科医院 神奈川県 伊勢原市
越光歯科医院 神奈川県 伊勢原市
岩田歯科医院 神奈川県 伊勢原市
久保田歯科医院 神奈川県 伊勢原市
近藤歯科医院 神奈川県 伊勢原市
向笠歯科医院 神奈川県 伊勢原市
小田歯科医院 神奈川県 伊勢原市
新倉歯科医院矯正歯科 神奈川県 伊勢原市
清田歯科医院 神奈川県 伊勢原市
大塚歯科医院 神奈川県 伊勢原市
いべ歯科クリニック 神奈川県 横須賀市
ヴィレッジ衣笠歯科診療所 神奈川県 横須賀市
はら歯科医院 神奈川県 横須賀市
ひとし歯科 神奈川県 横須賀市
ペンギン歯科 神奈川県 横須賀市
ますだ歯科医院 神奈川県 横須賀市
まつざわ歯科医院 神奈川県 横須賀市
ゆうデンタルクリニック横須賀 神奈川県 横須賀市
衣笠ヘルスケア歯科・矯正歯科 神奈川県 横須賀市
医）尭舜会　ＭＡデンタルクリニック 神奈川県 横須賀市
医）明輪会　プラザデンタルクリニック 神奈川県 横須賀市
医療法人弘徳会　タクマ歯科医院 神奈川県 横須賀市
医療法人社団　愛敬会　飯田歯科医院 神奈川県 横須賀市
医療法人社団　松本歯科医院 神奈川県 横須賀市
医療法人社団広伸会　栄町歯科診療所 神奈川県 横須賀市
医療法人社団祥豊会杉山歯科医院 神奈川県 横須賀市
医療法人社団豊有会　鶴が丘歯科 神奈川県 横須賀市
関口歯科医院 神奈川県 横須賀市
久里浜グリーン歯科 神奈川県 横須賀市
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宮田歯科医院 神奈川県 横須賀市
小池歯科医院 神奈川県 横須賀市
湘南山手歯科医院 神奈川県 横須賀市
神奈川歯科大学附属病院 神奈川県 横須賀市
西田歯科医院 神奈川県 横須賀市
千恵歯科医院 神奈川県 横須賀市
大橋歯科医院 神奈川県 横須賀市
第二兒玉歯科医院 神奈川県 横須賀市
池宮城歯科医院 神奈川県 横須賀市
田中歯科医院 神奈川県 横須賀市
田澤歯科医院 神奈川県 横須賀市
内一歯科医院 神奈川県 横須賀市
北久里浜歯科医院 神奈川県 横須賀市
野村歯科医院 神奈川県 横須賀市
あおぞら歯科 神奈川県 横浜市青葉区
いない歯科 神奈川県 横浜市旭区
こくふだ歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
しげおか歯科 神奈川県 横浜市旭区
つるみ歯科クリニック 神奈川県 横浜市旭区
ふたまたがわ歯科口腔外科 神奈川県 横浜市旭区
ほづみ歯科クリニック 神奈川県 横浜市旭区
阿部歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
医療法人恒久会江口歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
医療法人社団　穂希会　土屋歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
医療法人社団佐藤歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
永田歯科 神奈川県 横浜市旭区
岩本歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
金子歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
高階歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
高本歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
今宿歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
石渡歯科医院 神奈川県 横浜市旭区
東　海　歯　科 神奈川県 横浜市旭区
アップル歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
サカモト歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
医療法人社団永田歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
医療法人松美会　すぎた矯正・小児歯科 神奈川県 横浜市磯子区
羽田歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
江間歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
山口歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
石井歯科医院 神奈川県 横浜市磯子区
いとう歯科クリニック 神奈川県 横浜市栄区
たかぎ歯科 神奈川県 横浜市栄区
医療法人社団近藤歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
永渕歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
斎藤歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
杉山歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
大矢歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
朝廣歯科クリニック 神奈川県 横浜市栄区
本田歯科医院 神奈川県 横浜市栄区
茂木歯科 神奈川県 横浜市栄区
ＫＲＤｅｎｔａｌＣｌｉｎｉｃ金沢文庫 神奈川県 横浜市金沢区
あらい歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
おおむろ歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
カナリア歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
かまりや歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
グリムデンタルクリニック 神奈川県 横浜市金沢区
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ケイジン歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
さわやか歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
しもとり歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
つばさ歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
なごやか歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
リーフデンタルクリニック 神奈川県 横浜市金沢区
リョウジ歯科 神奈川県 横浜市金沢区
伊沢歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
医）社団　山口歯科　パークタウン診療所 神奈川県 横浜市金沢区
医）社団仁歯会　松井歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
医療法人宮崎歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
医療法人社団金子歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
医療法人社団敬和会　深川歯科 神奈川県 横浜市金沢区
医療法人清美会　清水歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
永井矯正歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
加藤歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
河村デンタルクリニック 神奈川県 横浜市金沢区
笠原歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
関口歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
玉井歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
金沢八景あらかわ歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
金沢八景駅前歯科 神奈川県 横浜市金沢区
金沢文庫　片山歯科 神奈川県 横浜市金沢区
見目歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
五條歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
桜井歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
小波津歯科クリニック 神奈川県 横浜市金沢区
松尾歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
清水歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
朝香歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
内田歯科医院 神奈川県 横浜市金沢区
ア・マーシュ歯科原宿クリニック 神奈川県 横浜市戸塚区
あくわデンタルクリニック 神奈川県 横浜市戸塚区
おかざき歯科クリニック 神奈川県 横浜市戸塚区
たけなが歯科クリニック 神奈川県 横浜市戸塚区
とつかグリーン歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
なつぼり歯科クリニック 神奈川県 横浜市戸塚区
みやざき歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
医療法人戸和会　歯科佐藤 神奈川県 横浜市戸塚区
医療法人社団　江森会　平田歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
医療法人社団　高松歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
医療法人社団ましま歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
横溝歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
宮尾歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
金子歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
原宿ロゼ歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
佐々木歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
歯科さめじま 神奈川県 横浜市戸塚区
石田歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
村上歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
大塚歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
八巻歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
平戸歯科医院 神奈川県 横浜市戸塚区
ｍｉｏｋａ四季の森歯科クリニック 神奈川県 横浜市港南区
かもい歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
くわな歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
さつき台診療所 神奈川県 横浜市港南区
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たじま歯科クリニック 神奈川県 横浜市港南区
医）ヒロデンタルクリニック 神奈川県 横浜市港南区
医療法人　宏心会　しもじま歯科 神奈川県 横浜市港南区
医療法人社団なかの歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
医療法人社団前田矯正歯科クリニック 神奈川県 横浜市港南区
永島歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
宮川歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
金子デンタルクリニック 神奈川県 横浜市港南区
景山歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
黒川歯科診療所 神奈川県 横浜市港南区
嵯峨野歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
田川歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
田林歯科 神奈川県 横浜市港南区
渡辺歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
別部歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
木村歯科医院 神奈川県 横浜市港南区
アイ歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
いとう歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
エール歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
かざま歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
くればやし歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
こうやま歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
せきのデンタルクリニック 神奈川県 横浜市港北区
つづき歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
ほんだ歯科 神奈川県 横浜市港北区
まつもと歯科 神奈川県 横浜市港北区
ミユキ歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
もりや歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
リーフ歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
ワザワ歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
安藤歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
医）優喜会　新田歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
医療法人　社団　翔栄会　須田歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
医療法人　博愛会　矢島歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
医療法人社団港央会　さかきばら歯科 神奈川県 横浜市港北区
佳久医院、歯科 神奈川県 横浜市港北区
関口歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
吉川歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
久保田矯正歯科 神奈川県 横浜市港北区
高田歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
黒岩歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
山本歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
市川歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
歯科診療所　優会 神奈川県 横浜市港北区
勝又歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
小机歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
小嶋歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
松林歯科 神奈川県 横浜市港北区
新横浜歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
森歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
石川歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
大垣歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
大倉山デンタルクリニック 神奈川県 横浜市港北区
大倉山ヤジマデンタルクリニック 神奈川県 横浜市港北区
池谷歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
中村歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
長谷川歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
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田代歯科クリニック 神奈川県 横浜市港北区
浜歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
片山歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
北川歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
林歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
髙田歯科医院 神奈川県 横浜市港北区
Ｈ・Ｙデンタルクリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
あるが歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
こばやし歯科 神奈川県 横浜市神奈川区
さいとう歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
サンライズ歯科クリニック東神奈川 神奈川県 横浜市神奈川区
そうぜん歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
たんまちファミリー歯科 神奈川県 横浜市神奈川区
ティースホワイト横浜デンタルクリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
ティース横浜Ａｎｎｅｘデンタルクリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
ひらもと歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
ポートサイド歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
伊藤歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
医療法人社団康成会佐々木歯科 神奈川県 横浜市神奈川区
医療法人社団木村歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
栄治歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
犬飼歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
三島歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
三木歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
山田歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
篠田歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
小嶋歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
松樹歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
水谷歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
西山歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
西寺尾歯科 神奈川県 横浜市神奈川区
日下部歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
入江歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
反町ひろせ歯科クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区
片倉町歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
野口歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
藍原歯科医院 神奈川県 横浜市神奈川区
いずみ歯科クリニック 神奈川県 横浜市瀬谷区
こが歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
すがわら歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
つなしま歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
なかざわ歯科クリニック 神奈川県 横浜市瀬谷区
マルヤマ歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
ヤゴオリ歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
医療法人社団　江森会　あいざわ町歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
医療法人社団川滝会　かわたき歯科クリニッ 神奈川県 横浜市瀬谷区
河田歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
鎌田歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
山之内歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
志村歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
松原歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
新谷歯科医院 神奈川県 横浜市瀬谷区
瀬谷駅直結オレンジ歯科・矯正歯科 神奈川県 横浜市瀬谷区
辻村清和デンタルクリニック 神奈川県 横浜市瀬谷区
アポロ歯科医院 神奈川県 横浜市西区
かどい歯科 神奈川県 横浜市西区
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さくま歯科医院 神奈川県 横浜市西区
さくら歯科クリニック 神奈川県 横浜市西区
フィルミーデンタルクリニック 神奈川県 横浜市西区
やまもと歯科 神奈川県 横浜市西区
よしだ歯科クリニック 神奈川県 横浜市西区
医療法人社団　愛児の会デンタルクリニック 神奈川県 横浜市西区
医療法人社団いそむら歯科医院 神奈川県 横浜市西区
医療法人社団信和会ミズキデンタルオフィス 神奈川県 横浜市西区
横浜歯科医療専門学校歯科クリニック 神奈川県 横浜市西区
関歯科医院 神奈川県 横浜市西区
吉川歯科医院 神奈川県 横浜市西区
吉田歯科医院 神奈川県 横浜市西区
戸部歯科医院 神奈川県 横浜市西区
山田歯科医院 神奈川県 横浜市西区
尾﨑歯科医院 神奈川県 横浜市西区
有馬ビル歯科 神奈川県 横浜市西区
あおばだい矯正歯科 神奈川県 横浜市青葉区
あかね台歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
あざみの総合歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
イカリデンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
こまつ歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
さかもと歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
さくら歯科クリニックあおば 神奈川県 横浜市青葉区
さこう歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
しもやま歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
すすき野デンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
たむら歯科 神奈川県 横浜市青葉区
なかの歯科クリニック 神奈川県 横浜市青葉区
ファミリア歯科 神奈川県 横浜市青葉区
ブルーリーフ歯科 神奈川県 横浜市青葉区
マツザワデンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
みのわデンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
モリワキ歯科 神奈川県 横浜市青葉区
ロイヤル歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
ロコデンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
医療法人社団　加々見歯科 神奈川県 横浜市青葉区
医療法人社団成隆会　こんどう歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
一ツ葉矯正歯科クリニック 神奈川県 横浜市青葉区
荏田ファミリー歯科・矯正歯科 神奈川県 横浜市青葉区
河井デンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
河津歯科 神奈川県 横浜市青葉区
原歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
坂下歯科クリニック 神奈川県 横浜市青葉区
三浦歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
山根歯科クリニック 神奈川県 横浜市青葉区
山本歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
松浦歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
青葉台歯科診療所 神奈川県 横浜市青葉区
石曽根歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
赤坂デンタルクリニック 神奈川県 横浜市青葉区
川本歯科クリニック 神奈川県 横浜市青葉区
早乙女歯科院 神奈川県 横浜市青葉区
村田歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
地挽歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
美しが丘歯科 神奈川県 横浜市青葉区
北野歯科医院 神奈川県 横浜市青葉区
あいば歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
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おくの歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
グリーンデンタルクリニック緑園 神奈川県 横浜市泉区
ふじ歯科 神奈川県 横浜市泉区
やまざき歯科クリニック 神奈川県 横浜市泉区
ルーエ歯科クリニック 神奈川県 横浜市泉区
医療法人社団志健会アップル歯科クリニック 神奈川県 横浜市泉区
医療法人社団緑香会　むとう歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
恩田歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
江口歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
山手台クリニック 神奈川県 横浜市泉区
小野歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
上飯田デンタルクリニック 神奈川県 横浜市泉区
新田歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
西島歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
石川歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
白神歯科クリニック 神奈川県 横浜市泉区
弥生台マノア歯科 神奈川県 横浜市泉区
弥生台歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
和泉町歯科クリニック 神奈川県 横浜市泉区
會川歯科医院 神奈川県 横浜市泉区
ＨＯＮＭＯＫＵ矯正歯科 神奈川県 横浜市中区
アーティスティックスマイルデン 神奈川県 横浜市中区
いまにし歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
さくら歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
医）育愛会　育愛会デンタルクリニック 神奈川県 横浜市中区
医療法人港会　港歯科診療所 神奈川県 横浜市中区
医療法人社団三州会三條歯科みなとみらい診 神奈川県 横浜市中区
医療法人社団美真会　ほうり歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
羽田歯科医院 神奈川県 横浜市中区
加藤デンタルクリニック 神奈川県 横浜市中区
加藤歯科医院 神奈川県 横浜市中区
関内駅前ビル歯科医院 神奈川県 横浜市中区
関内馬車道デンタルオフィス 神奈川県 横浜市中区
宮地歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
元町歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
高橋歯科医院 神奈川県 横浜市中区
三渓園下村歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
山本歯科医院 神奈川県 横浜市中区
森下歯科医院 神奈川県 横浜市中区
鶴岡歯科医院 神奈川県 横浜市中区
天野歯科医院 神奈川県 横浜市中区
田坂歯科クリニック 神奈川県 横浜市中区
田中歯科診療所 神奈川県 横浜市中区
本牧通り歯科 神奈川県 横浜市中区
鈴木歯科医院 神奈川県 横浜市中区
いな歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
イワゼデンタルクリニック 神奈川県 横浜市鶴見区
うしおだ診療所 神奈川県 横浜市鶴見区
たなか歯科 神奈川県 横浜市鶴見区
てらお歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
ピーキッズ歯科 神奈川県 横浜市鶴見区
フーガ２矯正＆ブライト歯科 神奈川県 横浜市鶴見区
ふみきり歯科クリニック 神奈川県 横浜市鶴見区
ますだ矯正歯科クリニック 神奈川県 横浜市鶴見区
ヨコヤマデンタルクリニック 神奈川県 横浜市鶴見区
医療法人茜会　大久保歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
加藤デンタルオフィス 神奈川県 横浜市鶴見区
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宮川歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
新村歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
森田歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
斉藤歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
町田歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
椎原歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
樋口歯科医院 神奈川県 横浜市鶴見区
Ｋデンタルクリニック 神奈川県 横浜市都筑区
かみくら歯科 神奈川県 横浜市都筑区
きぬた歯科 神奈川県 横浜市都筑区
グランドール歯科 神奈川県 横浜市都筑区
すが歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
センター南デンタルオフィス 神奈川県 横浜市都筑区
つづきファミリー歯科 神奈川県 横浜市都筑区
よしおか歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
ワタナベ歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
医）創生会　武藤歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
岸歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
吉江歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
前沢歯科クリニック 神奈川県 横浜市都筑区
中川駅前歯科クリニック 神奈川県 横浜市都筑区
仲町台たがみ歯科医院 神奈川県 横浜市都筑区
田井歯科クリニック 神奈川県 横浜市都筑区
都筑キッズデンタルランド 神奈川県 横浜市都筑区
北山田グリーンデンタルクリニック 神奈川県 横浜市都筑区
あまだ歯科医院 神奈川県 横浜市南区
オリーブ歯科 神奈川県 横浜市南区
さくら歯科医院 神奈川県 横浜市南区
たなか歯科クリニック 神奈川県 横浜市南区
ナガタ歯科 神奈川県 横浜市南区
はまの歯科医院 神奈川県 横浜市南区
ブライト歯科クリニック 神奈川県 横浜市南区
みきデンタルクリニック 神奈川県 横浜市南区
ららデンタルクリニック 神奈川県 横浜市南区
医）明仁会　松原歯科クリニック 神奈川県 横浜市南区
医療法人社団大藤歯科医院 神奈川県 横浜市南区
吉田歯科医院 神奈川県 横浜市南区
五味渕歯科医院 神奈川県 横浜市南区
松川歯科医院 神奈川県 横浜市南区
中村歯科医院 神奈川県 横浜市南区
鈴木歯科医院 神奈川県 横浜市南区
オグラ歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
ちさと歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
にった歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
ファミーユデンタルクリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
ファミーユデンタルクリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
ふるた歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
みねぎし歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
やまもと歯科クリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医）今泉歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医）審美健康会　山本歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医）星陵会　保土ケ谷駅ビル歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医）創紫会山本デンタルクリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医）明仁会　松原歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医療法人　荒井歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医療法人社団　三須歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
医療法人社団　礒部歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
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横山歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
横浜ビジネスパーク歯科クリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
金子歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
栗林歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
佐野歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
鹿郷歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
松崎デンタルクリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
成松歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
斉藤歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
湯川歯科クリニック 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
保土ケ谷ヒルズ歯科 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
北村歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
和田町歯科医院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区
「愛誠」歯科 神奈川県 横浜市緑区
アイリス歯科 神奈川県 横浜市緑区
たかつ歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
みどり歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
みどり中山デンタルクリニック 神奈川県 横浜市緑区
伊奈歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
医療法人社団　山本歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
鴨居歯科 神奈川県 横浜市緑区
原田歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
三澤歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
十日市場ファミリー歯科 神奈川県 横浜市緑区
浅野歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
礒部歯科医院 神奈川県 横浜市緑区
Ｋ’ｓデンタルクリニック 神奈川県 海老名市
アップル歯科クリニック 神奈川県 海老名市
チェリー歯科医院 神奈川県 海老名市
ベル歯科医院 神奈川県 海老名市
もりた歯科医院 神奈川県 海老名市
ユーカリ歯科医院 神奈川県 海老名市
ライオン歯科 神奈川県 海老名市
わきた歯科医院 神奈川県 海老名市
医療法人清心会歯科伊藤医院 神奈川県 海老名市
医療法人万友会　いしわた矯正歯科 神奈川県 海老名市
海老名歯科口腔外科クリニック 神奈川県 海老名市
厚誠会歯科・海老名 神奈川県 海老名市
山名歯科医院 神奈川県 海老名市
鈴木歯科医院 神奈川県 海老名市
かまくらサンライズ歯科 神奈川県 鎌倉市
カマクラデントフェイシャルオーソピディク 神奈川県 鎌倉市
さかむら歯科医院 神奈川県 鎌倉市
しろた歯科 神奈川県 鎌倉市
ミキプラザ歯科医院 神奈川県 鎌倉市
モモイ歯科医院 神奈川県 鎌倉市
医療法人光明会　鎌倉小野歯科クリニック 神奈川県 鎌倉市
医療法人社団恵歯会　だんじょう歯科医院 神奈川県 鎌倉市
医療法人湘誉会又吉歯科医院 神奈川県 鎌倉市
鎌倉デンタルクリニック 神奈川県 鎌倉市
鎌倉大町歯科 神奈川県 鎌倉市
原歯科医院 神奈川県 鎌倉市
山内歯科医院 神奈川県 鎌倉市
氏家歯科医院 神奈川県 鎌倉市
手広デンタルクリニック 神奈川県 鎌倉市
小町歯科医院 神奈川県 鎌倉市
湘南鎌倉歯科・矯正歯科 神奈川県 鎌倉市
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跡部歯科クリニック 神奈川県 鎌倉市
大船中央病院附属歯科診療所 神奈川県 鎌倉市
鶴岡歯科医院 神奈川県 鎌倉市
渡辺歯科医院 神奈川県 鎌倉市
茂木歯科クリニック 神奈川県 鎌倉市
（医）啓裕会・浜竹歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
アリス歯科 神奈川県 茅ケ崎市
エメロード歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
きむら歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
こぼり歯科 神奈川県 茅ケ崎市
さかい矯正歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
ざくろ歯科 神奈川県 茅ケ崎市
ちがさきサザン歯科 神奈川県 茅ケ崎市
医療法人社団山田歯科　山田歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
永海歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
加藤歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
外池歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
茅ケ崎おかもと歯科 神奈川県 茅ケ崎市
茅ケ崎スクエア歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
茅ケ崎パーク歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
岩田歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
宮歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
今井歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
佐々木歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
佐藤歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
笹田歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
三村歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
歯科エメラルド茅ケ崎 神奈川県 茅ケ崎市
松井歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
松田歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
湘南なぎさ歯科 神奈川県 茅ケ崎市
湘南なぎさ歯科 神奈川県 茅ケ崎市
湘南歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
八木歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
飯田デンタルオフィス 神奈川県 茅ケ崎市
浜田歯科クリニック 神奈川県 茅ケ崎市
北村歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
堀歯科診療所 神奈川県 茅ケ崎市
木村歯科診療所 神奈川県 茅ケ崎市
和田歯科医院 神奈川県 茅ケ崎市
アピ歯科クリニック 神奈川県 厚木市
かつみ歯科医院 神奈川県 厚木市
かわい歯科クリニック 神奈川県 厚木市
きたやま歯科クリニック 神奈川県 厚木市
さかえ歯科クリニック 神奈川県 厚木市
さとう歯科クリニック 神奈川県 厚木市
すわ歯科医院 神奈川県 厚木市
そのみ歯科医院 神奈川県 厚木市
にいろ歯科 神奈川県 厚木市
みさと歯科 神奈川県 厚木市
阿藤歯科医院 神奈川県 厚木市
愛甲石田歯科医院 神奈川県 厚木市
医療法人社団五味歯科医院 神奈川県 厚木市
医療法人社団厚生会妻田ナンバ歯科医院 神奈川県 厚木市
榎本歯科医院 神奈川県 厚木市
荻野歯科医院 神奈川県 厚木市
鍵和田歯科医院 神奈川県 厚木市
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厚誠会歯科・本厚木 神奈川県 厚木市
厚木みどり歯科 神奈川県 厚木市
厚木市歯科保健センター 神奈川県 厚木市
高熊歯科 神奈川県 厚木市
山際鈴木歯科医院 神奈川県 厚木市
歯科　伊藤医院 神奈川県 厚木市
歯科なかむら 神奈川県 厚木市
秋山歯科医院 神奈川県 厚木市
小原歯科医院 神奈川県 厚木市
仁厚会病院　口腔外科 神奈川県 厚木市
大山歯科医院 神奈川県 厚木市
大澤歯科医院 神奈川県 厚木市
中島歯科医院 神奈川県 厚木市
髙橋歯科医院 神奈川県 厚木市
石黒歯科医院 神奈川県 高座郡
つぼ川歯科医院 神奈川県 高座郡寒川町
とびた歯科・口腔外科クリニック 神奈川県 高座郡寒川町
医療法人玉井会　玉井歯科 神奈川県 高座郡寒川町
井上歯科医院 神奈川県 高座郡寒川町
高橋芳典 神奈川県 高座郡寒川町
神部歯科医院 神奈川県 高座郡寒川町
西村歯科医院 神奈川県 高座郡寒川町
中川　淳 神奈川県 高座郡寒川町
白井歯科医院 神奈川県 高座郡寒川町
あおば歯科医院 神奈川県 座間市
アベニューすずき歯科医院 神奈川県 座間市
おおうち歯科医院 神奈川県 座間市
グリーンヒルデンタルクリニック 神奈川県 座間市
こばやし歯科クリニック 神奈川県 座間市
医療法人　秀友会　白風歯科 神奈川県 座間市
医療法人豊貴会　ざま駅前歯科医院 神奈川県 座間市
永野歯科医院 神奈川県 座間市
山本歯科医院 神奈川県 座間市
青山歯科医院 神奈川県 座間市
入谷歯科クリニック 神奈川県 座間市
尾崎歯科医院 神奈川県 座間市
片桐歯科医院 神奈川県 座間市
立野台ふじい歯科 神奈川県 座間市
櫻田歯科医院 神奈川県 座間市
沼田歯科医院 神奈川県 三浦郡
川本歯科医院 神奈川県 三浦郡
小野山歯科医院 神奈川県 三浦郡葉山町
弓削歯科医院 神奈川県 三浦市
いちかわ歯科医院 神奈川県 小田原市
かつまた歯科クリニック 神奈川県 小田原市
たかはし歯科医院 神奈川県 小田原市
ひまわり歯科医院 神奈川県 小田原市
ほたるだ歯科医院 神奈川県 小田原市
医療法人　社団　難波歯科 神奈川県 小田原市
医療法人　小林病院　歯科 神奈川県 小田原市
医療法人社団　健成会　杉山歯科医院 神奈川県 小田原市
医療法人白山歯科クリニック 神奈川県 小田原市
小林歯科医院 神奈川県 小田原市
青柳歯科医院 神奈川県 小田原市
早野歯科医院 神奈川県 小田原市
椿　矯正歯科クリニック 神奈川県 小田原市
柏木歯科医院 神奈川県 小田原市
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鈴木歯科医院 神奈川県 小田原市
あかつき矯正歯科クリニック 神奈川県 秦野市
あめみや歯科医院 神奈川県 秦野市
こいずみ歯科・矯正・歯科口腔外科 神奈川県 秦野市
こまき歯科医院 神奈川県 秦野市
たむら歯科医院 神奈川県 秦野市
医）つゆき歯科クリニック 神奈川県 秦野市
医）高橋歯科医院 神奈川県 秦野市
医療法人　宝歯会　平沢歯科 神奈川県 秦野市
井上歯科医院 神奈川県 秦野市
宇山歯科医院 神奈川県 秦野市
加藤歯科大秦野クリニック 神奈川県 秦野市
岩田歯科医院 神奈川県 秦野市
厚誠会歯科・秦野 神奈川県 秦野市
三宅歯科医院 神奈川県 秦野市
山田歯科医院 神奈川県 秦野市
小島歯科医院 神奈川県 秦野市
前島歯科医院 神奈川県 秦野市
平野歯科医医院 神奈川県 秦野市
鈴木歯科 神奈川県 秦野市
ノブデンタルクリニック 神奈川県 逗子市
医療法人社団　　白沢歯科医院 神奈川県 逗子市
松岡歯科医院 神奈川県 逗子市
逗子デンタルクリニック 神奈川県 逗子市
東逗子歯科医院 神奈川県 逗子市
蕨歯科医院 神奈川県 逗子市
あおぞらデンタルクリニック 神奈川県 川崎市宮前区
こじまウェルネスデンタルクリニック 神奈川県 川崎市宮前区
さぎぬまファミリー歯科 神奈川県 川崎市宮前区
さとう歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
はなこ　こども歯科クリニック 神奈川県 川崎市宮前区
ヒロ歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
やすひろ歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
ルミエール小児歯科 神奈川県 川崎市宮前区
医療法人社団　聡良会　平沼歯科クリニック 神奈川県 川崎市宮前区
医療法人社団恵和会　岡本歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
医療法人社団繁和会　もと歯科クリニック 神奈川県 川崎市宮前区
医療法人社団優喜会　根津歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
医療法人信和会　中島歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
岸本歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
宮前平歯科林クリニック 神奈川県 川崎市宮前区
向丘歯科クリニック 神奈川県 川崎市宮前区
荒木歯科医院 神奈川県 川崎市宮前区
美しの森デンタルクリニック 神奈川県 川崎市宮前区
えんどう歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
おおもち歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
かわさきノエル矯正歯科 神奈川県 川崎市幸区
タカミ歯科 神奈川県 川崎市幸区
たから歯科クリニック 神奈川県 川崎市幸区
安原歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
医）サンライズ歯科クリニック 神奈川県 川崎市幸区
医）社団ＳｔａｒＨｉｌｌ星岡歯科診療所 神奈川県 川崎市幸区
医療法人愛紘会夢見ケ崎パーク歯科 神奈川県 川崎市幸区
医療法人健幸会プラス歯科クリニック 神奈川県 川崎市幸区
医療法人社団幸和会シオヤ歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
医療法人社団名心会　名取歯科 神奈川県 川崎市幸区
紺野歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
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市石歯科クリニック 神奈川県 川崎市幸区
小俣歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
松村歯科 神奈川県 川崎市幸区
新川崎歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
須貝歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
川崎駅西口歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
川崎西口通りデンタルクリニック 神奈川県 川崎市幸区
大塩歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
飯田歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
矢野歯科医院 神奈川県 川崎市幸区
くもい歯科クリニック 神奈川県 川崎市高津区
グリーンデンタルクリニック久地 神奈川県 川崎市高津区
スマイルデンタルクリニック梶ケ谷 神奈川県 川崎市高津区
センタービル歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
ファミリー歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
レオ歯科クリニック 神奈川県 川崎市高津区
医療法人慈愛会大久保歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
医療法人社団さくらが丘歯科 神奈川県 川崎市高津区
医療法人社団一六三会 神奈川県 川崎市高津区
医療法人社団貞弘会　かわべ歯科 神奈川県 川崎市高津区
笠貫歯科クリニック 神奈川県 川崎市高津区
吉江歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
作間歯科 神奈川県 川崎市高津区
山下歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
山口歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
小柴歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
神保矯正歯科 神奈川県 川崎市高津区
斉藤歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
川越歯科医院 神奈川県 川崎市高津区
（医）遠藤歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
パール歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
リバーク歯科 神奈川県 川崎市川崎区
わたなべ歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
医療法人社団　翠会　髙柴歯科 神奈川県 川崎市川崎区
医療法人皓雄会北山歯科クリニック 神奈川県 川崎市川崎区
加藤歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
久保木歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
宮田デンタルオフィス 神奈川県 川崎市川崎区
金井歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
佐々木歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
市川歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
小林歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
新川橋クリニック　歯科 神奈川県 川崎市川崎区
新町歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
森田歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
川崎医療生協　生協歯科クリニック 神奈川県 川崎市川崎区
田村歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
徳丸歯科医院 神奈川県 川崎市川崎区
木村歯科 神奈川県 川崎市川崎区
ＭＯＭＯ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 神奈川県 川崎市多摩区
カワシマ歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
ヤガサキ歯科医院　京王稲田堤駅前 神奈川県 川崎市多摩区
医療法人社団栄石会　石井歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
医療法人社団弘歯会森戸歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
歯科林医院 神奈川県 川崎市多摩区
生田駅前歯科クリニック 神奈川県 川崎市多摩区
川崎市立多摩病院 神奈川県 川崎市多摩区

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 101



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

中村歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
中野島歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
藤波歯科クリニック 神奈川県 川崎市多摩区
飯島歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
柳川歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
鈴木歯科医院 神奈川県 川崎市多摩区
いなほ歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
こいけ歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
こやま歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
さかい歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
さくら歯科 神奈川県 川崎市中原区
さとう歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
サンタ歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
てつお歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
まつやま歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
伊勢山歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
医療法人社団よしだ・ファミリー・歯科 神奈川県 川崎市中原区
医療法人社団帆樹会　にかもと歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
医療法人豊貴会むさし歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
関原デンタルクオフィス 神奈川県 川崎市中原区
関原デンタルクリニック 神奈川県 川崎市中原区
吉武歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
宮川歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
新城アイモール歯科 神奈川県 川崎市中原区
星野歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
清水歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
中林デンタルケアークリニック 神奈川県 川崎市中原区
藤原歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
武蔵小杉デンタルクリニック 神奈川県 川崎市中原区
武蔵中原あごとおくちのクリニック歯科 神奈川県 川崎市中原区
平尾歯科医院 神奈川県 川崎市中原区
鈴木歯科クリニック 神奈川県 川崎市中原区
かさい歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
のぐち歯科 神奈川県 川崎市麻生区
はるひ野歯科 神奈川県 川崎市麻生区
フェリーチェデンタル　クリニック 神奈川県 川崎市麻生区
ホワイトファミリー歯科 神奈川県 川崎市麻生区
まいまい歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
安藤歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
医）永仁会　柿生駅前ファミリー歯科 神奈川県 川崎市麻生区
横山歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
岡田歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
吉田歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
古川歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
厚誠会歯科・新百合ケ丘 神奈川県 川崎市麻生区
坂巻歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
志岐歯科医院 神奈川県 川崎市麻生区
新百合ケ丘南歯科 神奈川県 川崎市麻生区
河原歯科医院 神奈川県 相模原市
（医）福富会　福富歯科クリニック 神奈川県 相模原市中央区
Ｙスマートデンタルクリニック 神奈川県 相模原市中央区
あすとら歯科クリニック相模原 神奈川県 相模原市中央区
のりデンタルクリニック 神奈川県 相模原市中央区
ふるかわ歯科クリニック 神奈川県 相模原市中央区
ヤマダ歯科 神奈川県 相模原市中央区
レアルデンタルクリニック 神奈川県 相模原市中央区
医）緑森会　おくもり歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
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医療法人社団　後藤歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
医療法人社団　樋口歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
医療法人社団育歯会　永尾歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
医療法人社団中央歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
加藤歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
三浦歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
山田歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
歯科川﨑医院 神奈川県 相模原市中央区
障害者・休日急患歯科診療所 神奈川県 相模原市中央区
浅川歯科クリニック 神奈川県 相模原市中央区
池島歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
本町歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
檜原歯科医院 神奈川県 相模原市中央区
アイリス歯科医院 神奈川県 相模原市南区
えだ歯科医院 神奈川県 相模原市南区
カジノ歯科医院 神奈川県 相模原市南区
サウザンロードデンタルクリニック 神奈川県 相模原市南区
たにぐち歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
とみた歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
ひらの歯科医院 神奈川県 相模原市南区
マーガレット歯科 神奈川県 相模原市南区
よしだ歯科医院 神奈川県 相模原市南区
医）ＯＨＰ　あんざい歯科医院 神奈川県 相模原市南区
医療法人　明仁会　アキチ歯科医院 神奈川県 相模原市南区
医療法人社団　清颯会　プラザ歯科医院 神奈川県 相模原市南区
医療法人社団智奈会上鶴間歯科医院 神奈川県 相模原市南区
医療法人松翠会グリーンパーク歯科 神奈川県 相模原市南区
井上歯科医院 神奈川県 相模原市南区
宮内歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
厚誠会歯科・相模大野 神奈川県 相模原市南区
高田歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
桜井歯科医院 神奈川県 相模原市南区
寺崎歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
篠原歯科医院 神奈川県 相模原市南区
種市歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
庄井歯科医院 神奈川県 相模原市南区
松が枝町歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
松田歯科クリニック 神奈川県 相模原市南区
水沼歯科 神奈川県 相模原市南区
杉山歯科医院 神奈川県 相模原市南区
石川歯科医院 神奈川県 相模原市南区
相模大野ミナミ歯科 神奈川県 相模原市南区
大槻歯科医院 神奈川県 相模原市南区
鶴園歯科医院 神奈川県 相模原市南区
東林間いわた歯科 神奈川県 相模原市南区
鈴木歯科医院 神奈川県 相模原市南区
さとう歯科クリニック 神奈川県 相模原市緑区
たかはしデンタルクリニック 神奈川県 相模原市緑区
ゆりデンタルクリニック 神奈川県 相模原市緑区
医）メディハーモニーあさかわ歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
医療法人社団　宗正歯科 神奈川県 相模原市緑区
医療法人社団　塚田医院　歯科 神奈川県 相模原市緑区
関戸歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
橋本駅前歯科クリニック 神奈川県 相模原市緑区
原歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
田歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
布施歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
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落合歯科医院 神奈川県 相模原市緑区
（医）八洲会あしがら西湘歯科診療所 神奈川県 足柄下郡湯河原町
錦織歯科医院 神奈川県 足柄下郡湯河原町
高木歯科医院 神奈川県 足柄下郡湯河原町
らいおん歯科クリニック 神奈川県 足柄下郡箱根町
きばやし歯科クリニック 神奈川県 足柄上郡開成町
たまき歯科医院 神奈川県 足柄上郡開成町
医療法人社団　ダイ・デンタルクリニック 神奈川県 足柄上郡開成町
（医）宏和会鍵和田歯科医院 神奈川県 足柄上郡松田町
西村歯科医院 神奈川県 足柄上郡松田町
楢山歯科医院 神奈川県 足柄上郡大井町
Ｋ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 神奈川県 大和市
いしだ歯科クリニック 神奈川県 大和市
かわひと歯科医院 神奈川県 大和市
こころ歯科大和クリニック 神奈川県 大和市
こじょう歯科 神奈川県 大和市
シマムラ歯科 神奈川県 大和市
セントルカ眼科歯科クリニック 神奈川県 大和市
ちひろ歯科医院 神奈川県 大和市
医療法人　好領会　小俣歯科医院 神奈川県 大和市
医療法人社団　ひらの歯科医院 神奈川県 大和市
医療法人社団　敬友会　くぼくら歯科医院 神奈川県 大和市
今宮歯科医院 神奈川県 大和市
桜ケ丘駅前歯科 神奈川県 大和市
三國歯科医院 神奈川県 大和市
水野歯科医院 神奈川県 大和市
斉藤歯科クリニック 神奈川県 大和市
大川原歯科医院 神奈川県 大和市
大竹歯科医院 神奈川県 大和市
大和デンタルクリニック　南林間 神奈川県 大和市
大和パーク歯科クリニック 神奈川県 大和市
大和駅前歯科 神奈川県 大和市
長尾歯科医院 神奈川県 大和市
田尻下歯科医院 神奈川県 大和市
南林間アルファ歯科・矯正歯科医院 神奈川県 大和市
平田歯科医院 神奈川県 大和市
友愛歯科クリニック 神奈川県 大和市
林歯科医院 神奈川県 大和市
髙山歯科医院 神奈川県 大和市
こだま歯科クリニック 神奈川県 中郡大磯町
熊坂歯科医院 神奈川県 中郡大磯町
小林歯科医院 神奈川県 中郡大磯町
松本歯科医院 神奈川県 中郡大磯町
有近歯科医院 神奈川県 中郡大磯町
簑島歯科医院 神奈川県 中郡大磯町
フジエ歯科医院 神奈川県 中郡二宮町
上杉歯科医院 神奈川県 中郡二宮町
いざき歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
コモダ歯科医院 神奈川県 藤沢市
さがら歯科医院 神奈川県 藤沢市
サンタ歯科医院 神奈川県 藤沢市
たかぎ歯科医院 神奈川県 藤沢市
つのだ歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
つばめデンタルクリニック 神奈川県 藤沢市
のぼり歯科医院 神奈川県 藤沢市
パーク歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
ひらの歯科医院 神奈川県 藤沢市
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ひろちかデンタルクリニック 神奈川県 藤沢市
医）凛湘会　さいとう矯正歯科医院 神奈川県 藤沢市
医療法人社団花こども歯科 神奈川県 藤沢市
医療法人社団光星会　のむら歯科医院 神奈川県 藤沢市
医療法人社団星谷歯科医院 神奈川県 藤沢市
医療法人社団誠幸会　阿南歯科医院 神奈川県 藤沢市
永村歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
花デンタルクリニック 神奈川県 藤沢市
関根歯科医院 神奈川県 藤沢市
近藤歯科医院 神奈川県 藤沢市
山本歯科医院 神奈川県 藤沢市
正木歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
川村歯科クリニック 神奈川県 藤沢市
竹澤歯科医院 神奈川県 藤沢市
辻堂デンタルクリニック 神奈川県 藤沢市
鶴田歯科医院 神奈川県 藤沢市
田中歯科医院 神奈川県 藤沢市
藤が岡デンタルクリニック 神奈川県 藤沢市
浜見山歯科医院 神奈川県 藤沢市
柄沢橋歯科 神奈川県 藤沢市
片瀬歯科医院 神奈川県 藤沢市
本多歯科医院 神奈川県 藤沢市
医）社団理僚会　藤原歯科クリニック 神奈川県 藤沢市善行
たんぽぽ歯科医院 神奈川県 南足柄市
歯科保健センター歯科診療室 神奈川県 南足柄市
エンゼル歯科 神奈川県 平塚市
おかだ歯科医院 神奈川県 平塚市
クボタ歯科クリニック 神奈川県 平塚市
ごてん歯科クリニック 神奈川県 平塚市
こばやし歯科医院 神奈川県 平塚市
こんどう歯科医院 神奈川県 平塚市
すぎむら小児歯科クリニック 神奈川県 平塚市
まいか歯科医院 神奈川県 平塚市
マガミ歯科医院 神奈川県 平塚市
みね歯科医院 神奈川県 平塚市
医療法人　吉野歯科医院 神奈川県 平塚市
橋本歯科医院 神奈川県 平塚市
四之宮歯科医院 神奈川県 平塚市
出縄歯科医院 神奈川県 平塚市
諸星歯科医院 神奈川県 平塚市
小川歯科医院 神奈川県 平塚市
湘南パーク歯科・矯正クリニック 神奈川県 平塚市
杉崎歯科医院 神奈川県 平塚市
杉山デンタルクリニック 神奈川県 平塚市
杉山歯科医院 神奈川県 平塚市
石黒歯科医院 神奈川県 平塚市
増井歯科医院 神奈川県 平塚市
平塚市休日急患障がい者歯科診療所 神奈川県 平塚市
芳賀デンタルクリニック湘南 神奈川県 平塚市
北金目歯科医院 神奈川県 平塚市
加藤歯科クリニック 神奈川県 足柄上郡中井町
寒川デンタルクリニック 神奈川県 横浜市旭区
ナカムラ歯科医院 山梨県 甲州市
吉田歯科医院 山梨県 甲州市
近藤歯科医院 山梨県 甲州市
宿澤歯科医院 山梨県 甲州市
村田歯科医院 山梨県 甲州市
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アルプス通り歯科クリニック 山梨県 甲斐市
くぼた歯科クリニック 山梨県 甲斐市
さかいデンタルクリニック 山梨県 甲斐市
ほったデンタルクリニック 山梨県 甲斐市
よだ歯科クリニック 山梨県 甲斐市
リーフ歯科医院 山梨県 甲斐市
岩下歯科医院 山梨県 甲斐市
松浦歯科 山梨県 甲斐市
中込歯科医院 山梨県 甲斐市
あきやま歯科医院 山梨県 甲府市
おがた歯科医院 山梨県 甲府市
オサダ歯科医院 山梨県 甲府市
おちあい歯科医院 山梨県 甲府市
くまざわ歯科医院 山梨県 甲府市
こば歯科クリニック 山梨県 甲府市
サファイア歯科 山梨県 甲府市
しむら歯科 山梨県 甲府市
すえき歯科医院 山梨県 甲府市
ハニー歯科 山梨県 甲府市
ばば歯科医院 山梨県 甲府市
ふじたに歯科医院 山梨県 甲府市
フジモリ歯科医院 山梨県 甲府市
みちだ歯科クリニック 山梨県 甲府市
医療法人　中央歯科医院 山梨県 甲府市
医療法人社団ふかさわ矯正歯科クリニック 山梨県 甲府市
医療法人淳道会　隈部歯科医院 山梨県 甲府市
羽黒歯科医院 山梨県 甲府市
花形歯科医院 山梨県 甲府市
笠井歯科医院 山梨県 甲府市
京嶋歯科医院 山梨県 甲府市
共立歯科センター 山梨県 甲府市
江間歯科医院 山梨県 甲府市
甲府駅前歯科医院 山梨県 甲府市
甲府市夜間歯科救急センター 山梨県 甲府市
降矢歯科クリニック 山梨県 甲府市
笹本歯科 山梨県 甲府市
山の手歯科クリニック 山梨県 甲府市
山梨口腔保健センター 山梨県 甲府市
歯科若尾 山梨県 甲府市
小林歯科医院 山梨県 甲府市
城東歯科クリニック 山梨県 甲府市
聖歯科クリニック 山梨県 甲府市
石原歯科医院 山梨県 甲府市
石部歯科医院 山梨県 甲府市
川出歯科医院 山梨県 甲府市
早河歯科医院 山梨県 甲府市
丹沢歯科医院 山梨県 甲府市
池谷歯科医院 山梨県 甲府市
長久保歯科医院 山梨県 甲府市
渡辺歯科医院 山梨県 甲府市
日原歯科医院 山梨県 甲府市
武井歯科医院 山梨県 甲府市
保坂歯科医院 山梨県 甲府市
保阪歯科医院 山梨県 甲府市
堀田歯科医院 山梨県 甲府市
本田歯科医院 山梨県 甲府市
由井歯科 山梨県 甲府市
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□歯科オオモリ 山梨県 山梨市
いつむら歯科クリニック 山梨県 山梨市
オギハラ歯科クリニック 山梨県 山梨市
岡歯科医院 山梨県 山梨市
加納岩歯科医院 山梨県 山梨市
反田歯科医院 山梨県 山梨市
矢崎歯科医院 山梨県 山梨市
医療法人松寿会　盛池歯科クリニック 山梨県 上野原市
遠藤歯科クリニック 山梨県 上野原市
佐藤歯科医院 山梨県 上野原市
細川歯科医院 山梨県 上野原市
山下歯科医院 山梨県 上野原市
小田歯科医院 山梨県 上野原市
石井歯科医院 山梨県 上野原市
島崎歯科医院 山梨県 上野原市
アイボリー歯科医院 山梨県 西八代郡市川三郷町
シン歯科クリニック 山梨県 西八代郡市川三郷町
小澤歯科医院 山梨県 西八代郡市川三郷町
村松歯科医院 山梨県 西八代郡市川三郷町
シライ矯正歯科クリニック 山梨県 大月市
遠藤歯科医院 山梨県 大月市
岩崎歯科医院 山梨県 大月市
宮田歯科医院 山梨県 大月市
佐藤歯科クリニック 山梨県 大月市
小泉歯科医院 山梨県 大月市
賑岡診療所 山梨県 大月市
せた歯科医院 山梨県 中央市
医大前なかざわ歯科医院 山梨県 中央市
あまね歯科医院 山梨県 中巨摩郡昭和町
うちだ歯科クリニック 山梨県 中巨摩郡昭和町
にいな歯科医院 山梨県 中巨摩郡昭和町
横山デンタルクリニック 山梨県 中巨摩郡昭和町
甲府ファーストデンタルクリニック 山梨県 中巨摩郡昭和町
昭和田中歯科医院 山梨県 中巨摩郡昭和町
福田歯科 山梨県 中巨摩郡昭和町
コスモ歯科・矯正歯科医院 山梨県 笛吹市
しんじ歯科医院 山梨県 笛吹市
雨宮歯科医院 山梨県 笛吹市
境川歯科診療所 山梨県 笛吹市
御坂共立歯科診療所 山梨県 笛吹市
三森歯科 山梨県 笛吹市
春日居歯科クリニック 山梨県 笛吹市
小泉歯科クリニック 山梨県 笛吹市
石和武井歯科医院 山梨県 笛吹市
風間歯科医院 山梨県 笛吹市
米山歯科医院 山梨県 笛吹市
茂手木歯科医院 山梨県 笛吹市
カムカム歯科医院 山梨県 都留市
たんぽぽ歯科医院 山梨県 都留市
ファミリー歯科医院 山梨県 都留市
フナクボ歯科医院 山梨県 都留市
亀田歯科医院 山梨県 都留市
金子歯科医院 山梨県 都留市
戸澤歯科医院 山梨県 都留市
秋山歯科医院 山梨県 都留市
富士・東部口腔保健センター 山梨県 都留市
米山歯科医院 山梨県 都留市
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かえで歯科矯正クリニック 山梨県 南アルプス市
さくら歯科クリニック 山梨県 南アルプス市
わかくさ歯科 山梨県 南アルプス市
医療法人一三会大森歯科医院 山梨県 南アルプス市
岡部歯科医院 山梨県 南アルプス市
近藤歯科医院 山梨県 南アルプス市
深沢デンタルクリニック 山梨県 南アルプス市
望月歯科 山梨県 南アルプス市
名取歯科医院 山梨県 南アルプス市
志村デンタルクリニック 山梨県 南巨摩郡
早川歯科医院 山梨県 南巨摩郡
高野歯科クリニック 山梨県 南巨摩郡身延町
桐戸歯科医院 山梨県 南巨摩郡南部町
初鹿歯科医院 山梨県 南巨摩郡富士川町
安富歯科医院 山梨県 南都留郡
山中湖村診療所歯科 山梨県 南都留郡
シマダ歯科医院 山梨県 南都留郡西桂町
おしの歯科医院 山梨県 南都留郡忍野村
ＡＫマウスクリニック河口湖 山梨県 南都留郡富士河口湖町
しらかべ歯科医院 山梨県 南都留郡富士河口湖町
井出歯科医院 山梨県 南都留郡富士河口湖町
佐野歯科医院 山梨県 南都留郡富士河口湖町
山道歯科医院 山梨県 南都留郡富士河口湖町
守屋歯科医院 山梨県 韮崎市
小屋歯科医院 山梨県 韮崎市
小林歯科医院 山梨県 韮崎市
跡部歯科医院 山梨県 韮崎市
堀内歯科医院 山梨県 韮崎市
マーブル歯科 山梨県 富士吉田市
希代歯科医院 山梨県 富士吉田市
舟久保歯科クリニック 山梨県 富士吉田市
あけの歯科医院 山梨県 北杜市
しみず歯科医院 山梨県 北杜市
細田歯科医院 山梨県 北杜市
三井歯科クリニック 山梨県 北杜市
大久保歯科医院 山梨県 北杜市
大泉中央診療所 山梨県 北杜市
藤巻歯科医院 山梨県 北杜市
矢崎歯科医院 山梨県 甲府市
いさつ歯科医院 長野県 安曇野市
けやき歯科 長野県 安曇野市
さとう歯科医院 長野県 安曇野市
スマイル歯科クリニック 長野県 安曇野市
医療法人丸山整形外科医院矯正歯科 長野県 安曇野市
医療法人社団朋有会　山本歯科クリニック 長野県 安曇野市
下條歯科医院 長野県 安曇野市
丸山歯科医院 長野県 安曇野市
佐野歯科クリニック 長野県 安曇野市
山田歯科医院 長野県 安曇野市
上月歯科医院 長野県 安曇野市
上條歯科医院 長野県 安曇野市
赤羽歯科医院 長野県 安曇野市
大谷歯科医院 長野県 安曇野市
内田歯科クリニック 長野県 安曇野市
飯田歯科医院 長野県 安曇野市
飯島歯科医院 長野県 安曇野市
矢島歯科医院 長野県 安曇野市
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有明歯科 長野県 安曇野市
おおがや歯科医院 長野県 伊那市
ひまわり歯科 長野県 伊那市
花田歯科医院 長野県 伊那市
広岡歯科医院 長野県 伊那市
西尾歯科医院 長野県 伊那市
池上歯科医院 長野県 伊那市
土屋歯科医院 長野県 伊那市
藤井歯科医院 長野県 伊那市
梅垣歯科医院 長野県 伊那市
保科　学 長野県 伊那市
竜東歯科医院 長野県 伊那市
林歯科医院 長野県 伊那市
あおば歯科医院 長野県 塩尻市
かわしま歯科医院 長野県 塩尻市
つづく歯科医院 長野県 塩尻市
伊沢歯科医院 長野県 塩尻市
医療法人　弘仁会　鴨居歯科医院 長野県 塩尻市
関歯科医院 長野県 塩尻市
岩垂歯科医院 長野県 塩尻市
宮下歯科医院 長野県 塩尻市
細川歯科医院 長野県 塩尻市
細川歯科第２診療所 長野県 塩尻市
三野歯科医院 長野県 塩尻市
小松歯科医院 長野県 塩尻市
松井歯科医院 長野県 塩尻市
田中歯科医院 長野県 塩尻市
渡辺歯科医院 長野県 塩尻市
白木歯科医院 長野県 塩尻市
（医）アポロ歯科医院 長野県 岡谷市
アルプス矯正・小児歯科クリニック 長野県 岡谷市
スマイル歯科医院 長野県 岡谷市
ララ歯科医院 長野県 岡谷市
医療法人ＮＤＡ　なわ歯科医院 長野県 岡谷市
浦野歯科医院 長野県 岡谷市
笠原歯科医院 長野県 岡谷市
三井歯科医院 長野県 岡谷市
小口歯科第２クリニック 長野県 岡谷市
諏訪湖畔病院歯科口腔外科 長野県 岡谷市
早出歯科医院 長野県 岡谷市
大滝歯科医院 長野県 岡谷市
藤森医院歯科 長野県 岡谷市
宮下歯科医院 長野県 下伊那郡
宮澤歯科医院 長野県 下伊那郡
売木村歯科診療所 長野県 下伊那郡
水野歯科医院 長野県 下伊那郡阿智村
しぶさか歯科クリニック 長野県 下伊那郡高森町
古谷歯科医院 長野県 下伊那郡高森町
米山歯科医院 長野県 下伊那郡松川町
かみぬま歯科クリニック 長野県 下伊那郡豊丘村
水野歯科医院 長野県 下伊那郡豊丘村
うえだ歯科医院 長野県 下高井郡山ノ内町
山本歯科医院 長野県 下高井郡山ノ内町
小山歯科医院 長野県 下高井郡山ノ内町
芳川歯科医院 長野県 下高井郡木島平村
富井歯科医院 長野県 下高井郡野沢温泉村
富井歯科医院 長野県 下高井郡野沢温泉村
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栄村国民健康保険　栄村歯科診療所 長野県 下水内郡栄村
こまつ歯科医院 長野県 茅野市
ふじもりデンタルオフィス 長野県 茅野市
吉水歯科医院 長野県 茅野市
五味歯科医院 長野県 茅野市
上條歯科医院 長野県 茅野市
林歯科クリニック 長野県 茅野市
アイ歯科診療所 長野県 駒ケ根市
医療法人　小木曽歯科医院 長野県 駒ケ根市
春日歯科医院 長野県 駒ケ根市
須田歯科医院 長野県 駒ケ根市
菅沼歯科医院 長野県 駒ケ根市
倉田歯科クリニック 長野県 駒ケ根市
福沢歯科医院 長野県 駒ケ根市
いわま歯科クリニック 長野県 佐久市
きくち歯科医院 長野県 佐久市
のむら歯科医院 長野県 佐久市
ももい歯科クリニック 長野県 佐久市
依田歯科医院 長野県 佐久市
医療法人松栄会　松井歯科医院 長野県 佐久市
医療法人伸成会高見澤歯科医院 長野県 佐久市
樫山歯科医院 長野県 佐久市
甘利歯科医院 長野県 佐久市
関口歯科医院 長野県 佐久市
宮島医院歯科 長野県 佐久市
御影歯科医院 長野県 佐久市
佐久市立国保浅間総合病院歯科口腔外科 長野県 佐久市
浅間口歯科クリニック 長野県 佐久市
大塚歯科クリニック 長野県 佐久市
木次大介歯科医院 長野県 佐久市
ながと歯科診療所 長野県 小県郡長和町
岡田歯科医院 長野県 小諸市
関歯科クリニック 長野県 小諸市
山口歯科医院 長野県 小諸市
山口歯科医院西小諸診療所 長野県 小諸市
小池歯科医院 長野県 小諸市
小林歯科医院 長野県 小諸市
浅川歯科医院 長野県 小諸市
木村歯科 長野県 小諸市
あい歯科医院 長野県 松本市
アワノ歯科 長野県 松本市
イイムラ歯科医院 長野県 松本市
おばた矯正歯科クリニック 長野県 松本市
グリーン歯科 長野県 松本市
とどろき歯科医院 長野県 松本市
なお歯科小児歯科医院 長野県 松本市
なかじま歯科医師 長野県 松本市
もとむら歯科医院 長野県 松本市
医療法人　真関歯科医院 長野県 松本市
医療法人杉山歯科医院 長野県 松本市
井上歯科医院 長野県 松本市
井上歯科医院 長野県 松本市
横山歯科クリニック 長野県 松本市
丸山歯科医院 長野県 松本市
金井歯科医院 長野県 松本市
窪田歯科医院 長野県 松本市
熊谷歯科医院 長野県 松本市
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犬飼歯科医院 長野県 松本市
高宮中央歯科 長野県 松本市
砂原歯科医院 長野県 松本市
坂本歯科医院 長野県 松本市
山崎歯科医院 長野県 松本市
山田歯科医院 長野県 松本市
酒井歯科医院 長野県 松本市
春日歯科医院 長野県 松本市
小坂歯科医院 長野県 松本市
小川歯科クリニック 長野県 松本市
小野歯科医院 長野県 松本市
松崎歯科医院 長野県 松本市
早田歯科医院 長野県 松本市
増田歯科医院 長野県 松本市
大山歯科医院 長野県 松本市
沢田歯科医院 長野県 松本市
竹渕歯科医院 長野県 松本市
中嶋歯科医院 長野県 松本市
中嶋歯科医院 長野県 松本市
田中歯科医院 長野県 松本市
唐沢歯科医院 長野県 松本市
藤森歯科医院 長野県 松本市
飯島歯科医院 長野県 松本市
平林歯科小児歯科医院 長野県 松本市
望月歯科医院 長野県 松本市
木村歯科医院 長野県 松本市
矢島歯科クリニック 長野県 松本市
林歯科医院 長野県 松本市
鈴木歯科医院 長野県 松本市
髙林歯科クリニック 長野県 松本市
オーク歯科クリニック 長野県 上伊那郡
医療法人　徳樹会　小野歯科医院 長野県 上伊那郡
小島歯科医院 長野県 上伊那郡
平澤歯科医院 長野県 上伊那郡
北川歯科医院 長野県 上伊那郡
明成歯科医院 長野県 上伊那郡
鈴木歯科医院 長野県 上伊那郡
池上歯科医院 長野県 上伊那郡辰野町
東野歯科医院 長野県 上伊那郡辰野町
千葉歯科医院 長野県 上伊那郡箕輪町
新生病院　歯科口腔外科 長野県 上高井郡小布施町
今井歯科医院 長野県 上水内郡小川村
こだま歯科医院 長野県 上水内郡信濃町
丸山歯科医院 長野県 上水内郡信濃町
丸山さとし歯科医院 長野県 上水内郡飯綱町
田村歯科医院 長野県 上水内郡飯綱町
飯綱町立飯綱病院 長野県 上水内郡飯綱町
（医）水野矯正歯科医院 長野県 上田市
アップル歯科 長野県 上田市
あんざい歯科医院 長野県 上田市
いちかわ歯科医院 長野県 上田市
ウエストＤＣ歯科医院 長野県 上田市
なごみ歯科 長野県 上田市
にしざわ歯科 長野県 上田市
ハートフル歯科医院 長野県 上田市
マツオ歯科 長野県 上田市
まるこ歯科クリニック 長野県 上田市
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医療法人　小田中歯科医院 長野県 上田市
医療法人　精仁会　櫻井歯科医院 長野県 上田市
医療法人　蒼久保歯科医院 長野県 上田市
医療法人　竹内歯科医院 長野県 上田市
医療法人丸山会丸子中央病院歯科口腔外科 長野県 上田市
荻原歯科医院 長野県 上田市
下村歯科医院 長野県 上田市
岩倉歯科医院 長野県 上田市
高橋歯科医院 長野県 上田市
高見沢歯科医院 長野県 上田市
三井歯科医院 長野県 上田市
山越歯科医院 長野県 上田市
小牧橋歯科医院 長野県 上田市
小林歯科医院 長野県 上田市
小林歯科医院 長野県 上田市
神科歯科医院 長野県 上田市
西川歯科医院 長野県 上田市
草間歯科医院 長野県 上田市
大井歯科医院 長野県 上田市
滝之入歯科医院 長野県 上田市
中沢歯科医院 長野県 上田市
中島歯科クリニック 長野県 上田市
峯村歯科医院 長野県 上田市
あかいけ歯科クリニック 長野県 埴科郡坂城町
小宮山歯科医院 長野県 埴科郡坂城町
あさひ中央台歯科 長野県 諏訪郡下諏訪町
さつき歯科医院 長野県 諏訪郡下諏訪町
溝口歯科診療所 長野県 諏訪郡下諏訪町
土田歯科医院 長野県 諏訪郡下諏訪町
医療法人　三井歯科医院 長野県 諏訪郡富士見町
清水歯科医院 長野県 諏訪郡富士見町
野村デンタルクリニック 長野県 諏訪郡富士見町
こなみ歯科医院 長野県 諏訪市
スワン歯科クリニック 長野県 諏訪市
なごみ歯科クリニック 長野県 諏訪市
ロッキー歯科医院 長野県 諏訪市
伊藤歯科医院 長野県 諏訪市
医療法人　クリーン歯科医院 長野県 諏訪市
医療法人一梅会　池田歯科医院 長野県 諏訪市
医療法人社団　やまびこ歯科診療所 長野県 諏訪市
医療法人如月会　あおば歯科クリニック 長野県 諏訪市
笠原歯科医院 長野県 諏訪市
丸茂歯科医院 長野県 諏訪市
宮坂歯科医院 長野県 諏訪市
湖柳歯科医院 長野県 諏訪市
根橋歯科医院 長野県 諏訪市
秋山歯科医院 長野県 諏訪市
小口歯科医院 長野県 諏訪市
諏訪矯正・予防歯科　４Ｓ 長野県 諏訪市
正田歯科クリニック 長野県 諏訪市
中根歯科医院 長野県 諏訪市
藤森歯科クリニック 長野県 諏訪市
飯田歯科医院 長野県 諏訪市
平林歯科医院 長野県 諏訪市
堀歯科医院 長野県 諏訪市
落合歯科医院 長野県 諏訪市
あらい歯科クリニック 長野県 須坂市
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高島歯科医院 長野県 須坂市
望月歯科医院 長野県 須坂市
矢島歯科医院 長野県 須坂市
たけい　歯科クリニック 長野県 千曲市
医療法人宮本会 長野県 千曲市
滝沢歯科医院 長野県 千曲市
竹内歯科医院 長野県 千曲市
渡辺歯科医院 長野県 千曲市
林　歯科医院 長野県 千曲市
いいざわ歯科医院 長野県 大町市
オクハラ・デンタル・クリニック 長野県 大町市
グリーン歯科クリニック 長野県 大町市
にこにこデンタルクリニック 長野県 大町市
横澤歯科医院 長野県 大町市
宮下歯科医院 長野県 大町市
佐藤歯科医院 長野県 大町市
砂田歯科医院 長野県 大町市
市立大町総合病院 長野県 大町市
西澤歯科医院 長野県 大町市
平林歯科医院 長野県 大町市
中央歯科医院 長野県 辰野町
しみず歯科 長野県 中野市
すばる歯科クリニック 長野県 中野市
みゆき歯科 長野県 中野市
みよし歯科 長野県 中野市
丸山歯科医院 長野県 中野市
岩下歯科医院 長野県 中野市
吉岡歯科医院 長野県 中野市
宮本歯科医院 長野県 中野市
矯正歯科かなやまクリニック 長野県 中野市
古川歯科医院 長野県 中野市
古田歯科医院 長野県 中野市
青木歯科医院 長野県 中野市
畔上歯科医院 長野県 中野市
鈴木歯科クリニック 長野県 中野市
アークス歯科医院 長野県 長野市
アキ歯科医院 長野県 長野市
あぜがみ歯科医院 長野県 長野市
いいじま歯科 長野県 長野市
いいだ歯科医院 長野県 長野市
おぎの歯科医院 長野県 長野市
きたながの歯科医院 長野県 長野市
くすのき歯科 長野県 長野市
さわぐち歯科医院 長野県 長野市
スマイル歯科クリニック 長野県 長野市
たまい歯科医院 長野県 長野市
なしもと歯科医院 長野県 長野市
ほんま歯科医院 長野県 長野市
まさむら歯科 長野県 長野市
まつやま歯科医院 長野県 長野市
みわ歯科・小児歯科医院 長野県 長野市
やざわ歯科医院 長野県 長野市
わだ歯科医院 長野県 長野市
医療法人　アイ歯科クリニック 長野県 長野市
医療法人　ハート歯科 長野県 長野市
医療法人　小林歯科医院 長野県 長野市
医療法人　中村歯科医院 長野県 長野市
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医療法人　内田矯正歯科医院 長野県 長野市
医療法人とくま歯科医院 長野県 長野市
医療法人宇野会しなの歯科クリニック 長野県 長野市
医療法人聖秀会　のぐち歯科・口腔外科医院 長野県 長野市
奥井歯科医院 長野県 長野市
岡村歯科医院 長野県 長野市
河野歯科医院 長野県 長野市
笠井歯科医院 長野県 長野市
久保田歯科医院 長野県 長野市
宮島歯科医院 長野県 長野市
宮本歯科医院 長野県 長野市
金井歯科医院 長野県 長野市
栗田歯科医院 長野県 長野市
原山歯科医院 長野県 長野市
後藤歯科医院 長野県 長野市
高見沢歯科クリニック 長野県 長野市
斎藤歯科医院 長野県 長野市
細尾歯科医院 長野県 長野市
山岸歯科医院 長野県 長野市
山田歯科医院 長野県 長野市
山田歯科医院 長野県 長野市
児島歯科医院 長野県 長野市
松本歯科医院 長野県 長野市
神津歯科 長野県 長野市
西長野歯科・こども歯科医院 長野県 長野市
青木歯科医院 長野県 長野市
川原歯科医院 長野県 長野市
村川歯科医院 長野県 長野市
大久保歯科医院 長野県 長野市
大久保歯科医院 長野県 長野市
大内歯科医院 長野県 長野市
竹重歯科医院 長野県 長野市
中村歯科クリニック 長野県 長野市
中沢歯科医院 長野県 長野市
長田クリニック歯科 長野県 長野市
渡辺歯科矯正歯科医院 長野県 長野市
刀根川歯科医院 長野県 長野市
島田歯科医院 長野県 長野市
藤原歯科医院 長野県 長野市
内田歯科医院 長野県 長野市
馬場歯科医院 長野県 長野市
平井歯科医院 長野県 長野市
峯村歯科医院 長野県 長野市
堀内歯科医院 長野県 長野市
本村歯科医院 長野県 長野市
柳町歯科医院 長野県 長野市
鈴木歯科医院 長野県 長野市
ささき歯科 長野県 東御市
とうみ歯科 長野県 東御市
なかにし歯科クリニック 長野県 東御市
医療法人文正会　小林歯科医院 長野県 東御市
大塚歯科医院 長野県 東御市
東部歯科 長野県 東御市
片山歯科医院 長野県 東御市
ウエムラ歯科 長野県 東筑摩郡
聖歯科診療所 長野県 東筑摩郡
中島歯科医院 長野県 東筑摩郡
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浜坂歯科医院 長野県 東筑摩郡
羽毛田歯科医院 長野県 南佐久郡
渡辺歯科医院 長野県 南佐久郡
八千穂青森歯科医院 長野県 南佐久郡
小須田歯科医院 長野県 南佐久郡佐久穂町
ふじまき歯科 長野県 飯山市
医療法人　内山歯科クリニック 長野県 飯山市
横田歯科医院 長野県 飯山市
アップルロード・デンタルクリニック 長野県 飯田市
アルプス歯科 長野県 飯田市
いずみ歯科クリニック 長野県 飯田市
おおしか歯科医院 長野県 飯田市
しまだ歯科クリニック 長野県 飯田市
にいみ歯科医院 長野県 飯田市
ひだまり歯科 長野県 飯田市
ほった歯科 長野県 飯田市
まつした齒科 長野県 飯田市
伊藤歯科医院 長野県 飯田市
久保田歯科医院 長野県 飯田市
牛木歯科医院 長野県 飯田市
向井歯科医院 長野県 飯田市
三宅歯科クリニック 長野県 飯田市
歯科医院なかや 長野県 飯田市
松野歯科医院 長野県 飯田市
松澤歯科医院 長野県 飯田市
二ツ山歯科医院 長野県 飯田市
飯田下伊那口腔衛生センター 長野県 飯田市
あづみ野歯科 長野県 北安曇郡
いとう歯科医院 長野県 北安曇郡
師岡歯科 長野県 北安曇郡
小谷歯科医院 長野県 北安曇郡
竹内歯科医院 長野県 北安曇郡
柏原歯科医院 長野県 北安曇郡
武田歯科医院 長野県 北安曇郡
てらお歯科医院 長野県 北佐久郡
ながい歯科医院 長野県 北佐久郡
もみの木歯科クリニック 長野県 北佐久郡
佐々木歯科医院 長野県 北佐久郡御代田町
山浦歯科医院 長野県 北佐久郡立科町
あすなろ歯科医院 長野県 木曽郡木曽町
スマイル歯科クリニック 長野県 木曽郡木曽町
三田歯科医院 長野県 上高井郡小布施町
松波町歯科医院 新潟県 新潟市
林町歯科医院 新潟県 三条市
青葉デンタルクリニック 新潟県 三条市
藤井歯科医院 新潟県 柏崎市
アイザワ歯科医院 新潟県 阿賀野市
こばやし歯科医院 新潟県 阿賀野市
さの歯科クリニック 新潟県 阿賀野市
斎藤歯科医院 新潟県 阿賀野市
渡辺歯科医院 新潟県 阿賀野市
緑岡歯科医院 新潟県 阿賀野市
いとう歯科医院 新潟県 燕市
さとう歯科クリニック 新潟県 燕市
デンタルクリニック　ツチヤ 新潟県 燕市
よしだ歯科クリニック 新潟県 燕市
高井歯科医院 新潟県 燕市
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佐藤歯科医院 新潟県 燕市
筒井歯科医院 新潟県 燕市
あおやぎ歯科医院 新潟県 加茂市
永井こども歯科医院 新潟県 加茂市
上条渡辺歯科医院 新潟県 加茂市
関崎歯科医院 新潟県 見附市
小坂井歯科クリニック 新潟県 見附市
いいはま歯科クリニック 新潟県 五泉市
関川歯科医院 新潟県 五泉市
こだま歯科医院 新潟県 佐渡市
まもる歯科 新潟県 佐渡市
ミドリ歯科医院 新潟県 佐渡市
あおぞら歯科クリニック 新潟県 三条市
小山歯科医院 新潟県 三条市
北入蔵歯科ワタナベ 新潟県 三条市
永野歯科・矯正歯科医院 新潟県 糸魚川市
中央歯科医院 新潟県 十日町市
鈴木歯科医院 新潟県 十日町市
阿部歯科医院 新潟県 小千谷市
クラーク歯科医院 新潟県 上越市
さかもと歯科医院 新潟県 上越市
丸田歯科医院 新潟県 上越市
今西歯科医院 新潟県 上越市
上越市国民健康保険牧診療所 新潟県 上越市
神岡歯科医院 新潟県 上越市
須藤歯科医院 新潟県 上越市
赤川歯科クリニック 新潟県 上越市
折笠歯科医院 新潟県 上越市
大手町歯科医院 新潟県 上越市
長谷川歯科医院 新潟県 上越市
藤戸歯科 新潟県 上越市
名立歯科診療所 新潟県 上越市
グリーン歯科医院 新潟県 新潟市
フェイス歯科医院 新潟県 新潟市江南区
城山歯科 新潟県 新潟市江南区
渡辺歯科医院 新潟県 新潟市江南区
いの歯科医院 新潟県 新潟市秋葉区
五十嵐歯科クリニック 新潟県 新潟市秋葉区
三村歯科医院 新潟県 新潟市秋葉区
渋谷歯科医院 新潟県 新潟市秋葉区
ろはすデンタル 新潟県 新潟市西蒲区
医療法人社団高野歯科医院 新潟県 新潟市西蒲区
あゆみ歯科医院 新潟県 新潟市西区
おおはし歯科医院 新潟県 新潟市西区
こやま歯科クリニック 新潟県 新潟市西区
たて歯科医院 新潟県 新潟市西区
ひかり歯科医院 新潟県 新潟市西区
ほかり歯科医院 新潟県 新潟市西区
わたなべ歯科医院 新潟県 新潟市西区
桐生歯科医院 新潟県 新潟市西区
エクセレント歯科クリニック新潟医院 新潟県 新潟市中央区
おおむら歯科医院 新潟県 新潟市中央区
しまだ歯科こども歯科クリニック 新潟県 新潟市中央区
すずの木歯科クリニック 新潟県 新潟市中央区
やまがた歯科医院 新潟県 新潟市中央区
ワイズ歯科クリニック 新潟県 新潟市中央区
永井歯科クリニック 新潟県 新潟市中央区
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岡田歯科医院 新潟県 新潟市中央区
宮尾歯科クリニック 新潟県 新潟市中央区
荒井歯科医院 新潟県 新潟市中央区
高山歯科診療所 新潟県 新潟市中央区
三上歯科医院 新潟県 新潟市中央区
勝見歯科医院 新潟県 新潟市中央区
新潟県歯科医師会附属歯科診療所 新潟県 新潟市中央区
水落歯科医院 新潟県 新潟市中央区
村田歯科医院 新潟県 新潟市中央区
渡辺歯科医院 新潟県 新潟市中央区
野村歯科医院 新潟県 新潟市中央区
齋藤歯科医院 新潟県 新潟市中央区
齋藤正直歯科医院 新潟県 新潟市中央区
おおとりい歯科クリニック 新潟県 新潟市東区
かねこ歯科クリニック 新潟県 新潟市東区
ないとう歯科医院 新潟県 新潟市東区
佐藤歯科医院 新潟県 新潟市東区
さくま歯科クリニック 新潟県 新潟市南区
にへい歯科医院 新潟県 新潟市南区
医社）大清仁歯会　ダイセー歯科クリニック 新潟県 新潟市南区
医療法人社団恵和会　木暮歯科 新潟県 新潟市南区
椎名歯科医院 新潟県 新潟市南区
すみれ野歯科医院 新潟県 新潟市北区
医療法人本間歯科医院 新潟県 新潟市北区
小林歯科医院 新潟県 新潟市北区
常木歯科医院 新潟県 新潟市北区
林歯科医院 新潟県 新潟市北区
くまくら歯科医院 新潟県 新発田市
医療法人社団　山崎歯科医院 新潟県 新発田市
稲富歯科医院 新潟県 新発田市
佐藤歯科医院 新潟県 新発田市
山城歯科医院 新潟県 新発田市
山田歯科医院 新潟県 新発田市
歯科小林クリニック 新潟県 新発田市
小宮歯科医院 新潟県 新発田市
西方歯科診療所 新潟県 新発田市
石井歯科クリニック 新潟県 新発田市
北村歯科医院 新潟県 新発田市
木戸歯科医院 新潟県 新発田市
柳川歯科医院 新潟県 新発田市
あらかわ歯科クリニック 新潟県 村上市
医）緑町歯科クリニック 新潟県 村上市
新町歯科医院 新潟県 村上市
村井歯科医院 新潟県 村上市
瀧澤歯科医院 新潟県 村上市
（医）有松歯科医院 新潟県 胎内市
黒川診療所歯科分室 新潟県 胎内市
斎藤歯科医院 新潟県 胎内市
野沢歯科医院 新潟県 胎内市
かさい歯科医院 新潟県 長岡市
すずき歯科医院 新潟県 長岡市
そりまち歯科医院 新潟県 長岡市
医療法人社団　山下歯科医院 新潟県 長岡市
駒形歯科クリニック 新潟県 長岡市
小見歯科医院 新潟県 長岡市
神成歯科医院 新潟県 長岡市
成田歯科医院 新潟県 長岡市
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大平歯科医院 新潟県 長岡市
大野歯科医院 新潟県 長岡市
中央歯科 新潟県 長岡市
中之島歯科診療所 新潟県 長岡市
北島歯科医院 新潟県 長岡市
堀歯科医院 新潟県 長岡市
阿賀町鹿瀬歯科診療所 新潟県 東蒲原郡阿賀町
岡村歯科医院 新潟県 東蒲原郡阿賀町
三川インターデンタルクリニック 新潟県 東蒲原郡阿賀町
ひまわり歯科医院 新潟県 南蒲原郡
潤歯科 新潟県 南蒲原郡
川名歯科医院 新潟県 南蒲原郡
櫻木歯科医院 新潟県 南蒲原郡田上町
斉藤デンタルクリニック 新潟県 南魚沼郡
原沢歯科医院 新潟県 南魚沼市
樋宮歯科医院 新潟県 南魚沼市
きたざわ歯科（かみあわせ研究所） 新潟県 柏崎市
せきや歯科医院 新潟県 柏崎市
まつなみ歯科 新潟県 柏崎市
駅南歯科 新潟県 柏崎市
岡島歯科医院 新潟県 柏崎市
登内歯科医院 新潟県 柏崎市
平田歯科医院 新潟県 柏崎市
渡辺歯科医院 新潟県 北蒲原郡聖籠町
小嶋歯科医院 新潟県 妙高市
廣瀬歯科クリニック 新潟県 妙高市
みるく歯科クリニック 新潟県 新潟市東区
とさか歯科医院 新潟県 新潟市東区
堀歯科医院 新潟県 新潟市
ひだ歯科医院 静岡県 伊東市
ホワイト歯科クリニック 静岡県 伊東市
伊東中央歯科医院 静岡県 伊東市
伊豆高原歯科医院 静岡県 伊東市
高川歯科医院 静岡県 伊東市
小川歯科医院 静岡県 伊東市
小林歯科医院 静岡県 伊東市
石井歯科医院 静岡県 伊東市
石川歯科 静岡県 伊東市
いちごデンタルクリニック 静岡県 伊豆の国市
まきの歯科クリニック 静岡県 伊豆の国市
寺田歯科 静岡県 伊豆の国市
神田歯科医院 静岡県 伊豆の国市
梅原歯科医院 静岡県 伊豆の国市
堀江歯科医院 静岡県 伊豆の国市
あぶの歯科 静岡県 伊豆市
フジ歯科医院 静岡県 伊豆市
柿宇土歯科医院 静岡県 伊豆市
石井歯科医院 静岡県 伊豆市
キクチ歯科医院 静岡県 下田市
菊池歯科医院 静岡県 下田市
細川歯科医院 静岡県 下田市
渡辺歯科医院 静岡県 下田市
かとう歯科医院 静岡県 賀茂郡
ヒロ歯科クリニック 静岡県 賀茂郡
村松歯科医医院 静岡県 賀茂郡
平野歯科医院 静岡県 賀茂郡南伊豆町
トヨタ矯正歯科クリニック 静岡県 掛川市
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横井歯科医院 静岡県 掛川市
岡田歯科医院 静岡県 掛川市
近藤歯科医院 静岡県 掛川市
桜木歯科 静岡県 掛川市
泉地歯科医院 静岡県 掛川市
田中歯科医院 静岡県 掛川市
梅津歯科医院 静岡県 掛川市
うさみ歯科クリニック 静岡県 菊川市
笠原歯科医院 静岡県 菊川市
あさくら歯科医院 静岡県 湖西市
山村歯科医院 静岡県 湖西市
柴田歯科医院 静岡県 湖西市
神谷歯科医院 静岡県 湖西市
尾崎歯科医院 静岡県 湖西市
山下歯科医院 静岡県 御前崎市
さとう歯科医院 静岡県 御殿場市
ファミリー歯科医院 静岡県 御殿場市
ふじおか歯科医院 静岡県 御殿場市
長島歯科医院 静岡県 御殿場市
かげしま歯科 静岡県 三島市
かまた歯科クリニック 静岡県 三島市
サクラ歯科 静岡県 三島市
しんゆう歯科 静岡県 三島市
すぎやま歯科クリニック 静岡県 三島市
みうら歯科医院 静岡県 三島市
みちこデンタルクリニック 静岡県 三島市
ヨシダ歯科医院 静岡県 三島市
わたなべ歯科 静岡県 三島市
遠藤歯科医院 静岡県 三島市
吉村歯科医院 静岡県 三島市
栗原歯科医院 静岡県 三島市
賢歯科医院 静岡県 三島市
山口歯科医院 静岡県 三島市
山本歯科医院 静岡県 三島市
歯科シズオカクリニック 静岡県 三島市
杉山矯正歯科 静岡県 三島市
竹花歯科医院 静岡県 三島市
中郷歯科医院 静岡県 三島市
田中歯科医院 静岡県 三島市
日野原歯科クリニック 静岡県 三島市
半田歯科医院 静岡県 三島市
鈴木歯科クリニック 静岡県 三島市
髙木歯科医院 静岡県 三島市
松田歯科医院 静岡県 周智郡森町
おおしろ歯科医院 静岡県 駿東郡
栗田歯科医院 静岡県 駿東郡
須走歯科医院 静岡県 駿東郡
さきかわ歯科医院 静岡県 駿東郡清水町
大藤歯科新宿医院 静岡県 駿東郡清水町
あしたか歯科医院 静岡県 沼津市
いしわた歯科医院 静岡県 沼津市
ごとう歯科医院 静岡県 沼津市
たなか歯科 静岡県 沼津市
パートナ歯科 静岡県 沼津市
パル博愛歯科 静岡県 沼津市
はんがい歯科医院 静岡県 沼津市
れいこ歯科 静岡県 沼津市
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旭歯科医院 静岡県 沼津市
稲玉歯科医院 静岡県 沼津市
岡山デンタルクリニック 静岡県 沼津市
亀井歯科医院 静岡県 沼津市
牛臥歯科診療所 静岡県 沼津市
芹澤歯科医院 静岡県 沼津市
栗田歯科医院 静岡県 沼津市
光野歯科クリニック 静岡県 沼津市
黒木歯科診療所 静岡県 沼津市
佐野歯科クリニック 静岡県 沼津市
桜井歯科医院 静岡県 沼津市
三津間歯科医院 静岡県 沼津市
小児歯科よしいけ 静岡県 沼津市
小野歯科医院 静岡県 沼津市
増田歯科医院 静岡県 沼津市
津野歯科医院 静岡県 沼津市
飯島歯科医院 静岡県 沼津市
片岡歯科医院 静岡県 沼津市
堀江歯科 静岡県 沼津市
アオキ歯科 静岡県 焼津市
かわさき歯科医院 静岡県 焼津市
キャロットクリニック小田歯科 静岡県 焼津市
ツネカワ歯科医院 静岡県 焼津市
なお歯科クリニック 静岡県 焼津市
ファミリー歯科医院 静岡県 焼津市
やすもと歯科医院 静岡県 焼津市
井澤歯科医院 静岡県 焼津市
亀山歯科医院 静岡県 焼津市
港歯科医院 静岡県 焼津市
酒井歯科医院 静岡県 焼津市
松浦歯科医院 静岡県 焼津市
松本歯科 静岡県 焼津市
上野歯科医院 静岡県 焼津市
赤堀歯科医院 静岡県 焼津市
八木歯科三和クリニック 静岡県 焼津市
ライン歯科 静岡県 榛原郡
駒形歯科医院 静岡県 榛原郡
良知歯科医院 静岡県 榛原郡
高成田歯科医院 静岡県 榛原郡吉田町
中島歯科医院、 静岡県 榛原郡吉田町
萩原歯科医院 静岡県 榛原郡吉田町
渡辺歯科医院 静岡県 榛原郡川根本町
なかじま歯科医院 静岡県 裾野市
ひだまり歯科クリニック 静岡県 裾野市
歯科クリニックみよし 静岡県 裾野市
清歯科医院 静岡県 静岡県
エルム歯科 静岡県 静岡市
スズカケ歯科 静岡県 静岡市
Ｎデンタルオフィスホワイトエッセンス静岡 静岡県 静岡市葵区
あおば歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
エイセイ歯科 静岡県 静岡市葵区
おぎ原歯科医院 静岡県 静岡市葵区
かたやま矯正歯科 静岡県 静岡市葵区
きたじま歯科医院 静岡県 静岡市葵区
きゆみ歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
クリスタル歯科 静岡県 静岡市葵区
こども矯正歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
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トリス歯科 静岡県 静岡市葵区
ニシナ歯科医院 静岡県 静岡市葵区
はらき歯科医院 静岡県 静岡市葵区
フカワ矯正歯科医院 静岡県 静岡市葵区
みまつ渡辺歯科医院 静岡県 静岡市葵区
ヤマシタ歯科医院 静岡県 静岡市葵区
わかば歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
医療法人社団コロムビア会アヒルの子歯科 静岡県 静岡市葵区
医療法人社団チワタ歯科医院 静岡県 静岡市葵区
医療法人社団仁静会音羽歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
永田歯科医院 静岡県 静岡市葵区
遠山歯科医院 静岡県 静岡市葵区
下村歯科医院 静岡県 静岡市葵区
河村歯科医院 静岡県 静岡市葵区
敬天堂歯科医院 静岡県 静岡市葵区
桂歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
溝口歯科医院 静岡県 静岡市葵区
山内歯科医院 静岡県 静岡市葵区
柴田歯科医院 静岡県 静岡市葵区
酒詰歯科医院 静岡県 静岡市葵区
静岡市障害者歯科保健センター 静岡県 静岡市葵区
静岡市静岡歯科医師会 静岡県 静岡市葵区
静岡市静岡歯科医師会　救急歯科センター 静岡県 静岡市葵区
第一歯科診療室 静岡県 静岡市葵区
地方職員共済組合静岡県庁診療所 静岡県 静岡市葵区
長沼歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
鳥居歯科医院 静岡県 静岡市葵区
八田歯科医院 静岡県 静岡市葵区
八木歯科 静岡県 静岡市葵区
八木歯科医院 静岡県 静岡市葵区
片山歯科クリニック 静岡県 静岡市葵区
望月歯科医院 静岡県 静岡市葵区
牧野歯科医院 静岡県 静岡市葵区
鈴木歯科医院 静岡県 静岡市葵区
オシカ歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
グリーンデンタルクリニック 静岡県 静岡市駿河区
しみず小児歯科 静岡県 静岡市駿河区
やよい齒科醫院 静岡県 静岡市駿河区
リーフデンタルクリニック 静岡県 静岡市駿河区
リンデン歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
ワタナベ歯科第２クリニック 静岡県 静岡市駿河区
安倍歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
庵之下歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
医療法人社団ＵＧ会　多田歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
羽田歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
永野歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
高成田歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
佐塚歯科クリニック 静岡県 静岡市駿河区
司馬歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
秋山歯科 静岡県 静岡市駿河区
小澤歯科クリニック 静岡県 静岡市駿河区
松崎デンタルオフィス 静岡県 静岡市駿河区
仁科歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
竹下歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
竹島歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
竹内歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
鳥巣歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
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渡辺歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
土井歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
藤本歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
八木歯科東新田クリニック 静岡県 静岡市駿河区
北村歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
北島歯科医院 静岡県 静岡市駿河区
ＭＯＴＯデンタルクリニック 静岡県 静岡市清水区
あさみ歯科医院 静岡県 静岡市清水区
いとう歯科医院 静岡県 静岡市清水区
クリタ歯科医院 静岡県 静岡市清水区
つかはら歯科医院 静岡県 静岡市清水区
まさ歯科クリニック 静岡県 静岡市清水区
わかお歯科クリニック 静岡県 静岡市清水区
井川歯科医院 静岡県 静岡市清水区
華輝光デンタルクリニック 静岡県 静岡市清水区
宮城島歯科医院 静岡県 静岡市清水区
小沢歯科 静岡県 静岡市清水区
西久保歯科 静岡県 静岡市清水区
折原歯科医院 静岡県 静岡市清水区
相原歯科 静岡県 静岡市清水区
続歯科医院 静岡県 静岡市清水区
中根歯科医院 静岡県 静岡市清水区
独立行政地域医療機能推進機構　桜ケ丘病院 静岡県 静岡市清水区
望月歯科 静岡県 静岡市清水区
本間歯科医院 静岡県 静岡市清水区
医療法人社団八龍会すずき歯科医院 静岡県 袋井市
山本歯科医院 静岡県 袋井市
西尾歯科医院 静岡県 袋井市
富田歯科 静岡県 袋井市
さくらい歯科医院 静岡県 田方郡函南町
みやはら歯科 静岡県 田方郡函南町
芹澤歯科医院 静岡県 田方郡函南町
Ｄｒ．Ｓａｉデンタルクリニック 静岡県 島田市
すずき歯科医院 静岡県 島田市
つるなが歯科 静岡県 島田市
なお歯科医院 静岡県 島田市
はたの歯科 静岡県 島田市
横井歯科医院 静岡県 島田市
原田歯科医院 静岡県 島田市
八木歯科医院 静岡県 島田市
又平歯科医院 静岡県 島田市
いしかわ歯科 静岡県 藤枝市
いのくま歯科・矯正歯科 静岡県 藤枝市
スマート・デンタル・オフィス 静岡県 藤枝市
医療法人社団　やまもと歯科 静岡県 藤枝市
医療法人社団ホワイト歯科クリニック 静岡県 藤枝市
永井歯科クリニック 静岡県 藤枝市
岸村歯科医院 静岡県 藤枝市
駿河台井澤歯科 静岡県 藤枝市
青島歯科医院 静岡県 藤枝市
村松歯科医院 静岡県 藤枝市
竹中歯科医院 静岡県 藤枝市
鳥居歯科医院 静岡県 藤枝市
藤枝歯科 静岡県 藤枝市
八木橋歯科医院 静岡県 藤枝市
和田歯科医院 静岡県 藤枝市
やまだ歯科医院 静岡県 熱海市
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医療法人社団晃友会野本歯科医院 静岡県 熱海市
谷口歯科診療所 静岡県 熱海市
二見歯科医院 静岡県 熱海市
本田歯科医院 静岡県 熱海市
おかだ歯科医院 静岡県 磐田市
なかがわ歯科医院 静岡県 磐田市
わたべ歯科医院 静岡県 磐田市
山口歯科医院 静岡県 磐田市
市野歯科医院 静岡県 磐田市
守田歯科医院 静岡県 磐田市
小林歯科医院 静岡県 磐田市
新村歯科医院 静岡県 磐田市
日野産婦人科歯科医院 静岡県 磐田市
鈴木歯科医院 静岡県 磐田市
こころ歯科 静岡県 浜松市西区
フル歯科医院 静岡県 浜松市西区
医療法人社団わくわく会わくだ歯科 静岡県 浜松市西区
山下歯科医院 静岡県 浜松市西区
寺田歯科医院 静岡県 浜松市西区
柴田歯科医院 静岡県 浜松市西区
杉山歯科医院 静岡県 浜松市西区
竹山歯科医院 静岡県 浜松市西区
竹内歯科医院 静岡県 浜松市西区
中山歯科クリニック 静岡県 浜松市西区
本目歯科医院 静岡県 浜松市西区
矢田歯科医院 静岡県 浜松市西区
あがた歯科 静岡県 浜松市中区
さぎさか歯科 静岡県 浜松市中区
スギヤマ歯科クリニック 静岡県 浜松市中区
すぎやま歯科医院 静岡県 浜松市中区
なおデンタルクリニック 静岡県 浜松市中区
なつめ歯科 静岡県 浜松市中区
フジタ歯科有楽街診療室 静岡県 浜松市中区
ふじわら歯科医院 静岡県 浜松市中区
むらい歯科口腔外科クリニック 静岡県 浜松市中区
やぎ歯科 静岡県 浜松市中区
ユミコ歯科クリニック 静岡県 浜松市中区
医療法人社団　純和会　小山歯科医院 静岡県 浜松市中区
河口歯科医院 静岡県 浜松市中区
吉野歯科医院 静岡県 浜松市中区
橋本歯科医院 静岡県 浜松市中区
金原歯科医院 静岡県 浜松市中区
坂東歯科クリニック 静岡県 浜松市中区
歯科村尾医院 静岡県 浜松市中区
寺田歯科医院 静岡県 浜松市中区
手嶋歯科医院 静岡県 浜松市中区
小林歯科医院 静岡県 浜松市中区
松下歯科医院 静岡県 浜松市中区
森歯科名塚診療所 静岡県 浜松市中区
糟谷歯科医院根上り松診療所 静岡県 浜松市中区
大江歯科 静岡県 浜松市中区
大森歯科医院 静岡県 浜松市中区
大石歯科 静岡県 浜松市中区
中村歯科医院 静岡県 浜松市中区
長谷川歯科医院 静岡県 浜松市中区
鳥居歯科医院 静岡県 浜松市中区
藤野歯科医院 静岡県 浜松市中区
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野田歯科医院 静岡県 浜松市中区
柳川歯科医院 静岡県 浜松市中区
龍口歯科医院 静岡県 浜松市中区
鈴木歯科医院 静岡県 浜松市中区
浅倉歯科医院 静岡県 浜松市天竜区
あだち歯科クリニック 静岡県 浜松市東区
おざわ歯科 静岡県 浜松市東区
ごとう歯科 静岡県 浜松市東区
せりざわ歯科医院 静岡県 浜松市東区
タカ歯科医院 静岡県 浜松市東区
たつぐち歯科 静岡県 浜松市東区
めぐり歯科医院 静岡県 浜松市東区
よねざわ歯科医院 静岡県 浜松市東区
医）いぬづか子供歯科クリニック 静岡県 浜松市東区
山﨑歯科医院 静岡県 浜松市東区
市川歯科 静岡県 浜松市東区
青葉歯科クリニック 静岡県 浜松市東区
大村歯科医院 静岡県 浜松市東区
田中歯科医院 静岡県 浜松市東区
鈴木けいた歯科医院 静岡県 浜松市東区
蓮尾歯科医院 静岡県 浜松市東区
よこい歯科 静岡県 浜松市南区
歯医者さん　はせがわ 静岡県 浜松市南区
石田歯科医院 静岡県 浜松市南区
木村歯科医院 静岡県 浜松市南区
いちかわ歯科浜北 静岡県 浜松市浜北区
きたはま歯科 静岡県 浜松市浜北区
すずき歯科医院 静岡県 浜松市浜北区
上林歯科 静岡県 浜松市浜北区
大城歯科医院内野診療所 静岡県 浜松市浜北区
浜北歯科医院 静岡県 浜松市浜北区
ねむノ木歯科クリニック 静岡県 浜松市北区
ふじの木ファミリー歯科医院 静岡県 浜松市北区
鎌田歯科医院 静岡県 浜松市北区
山本歯科　豊岡診療所 静岡県 浜松市北区
若杉歯科医院 静岡県 浜松市北区
村上歯科医院 静岡県 浜松市北区
朝比奈歯科医院 静岡県 浜松市北区
長野歯科医院 静岡県 浜松市北区
鳥居歯科医院 静岡県 浜松市北区
名倉歯科 静岡県 浜松市北区
木蘭歯科クリニック 静岡県 浜松市北区
パル佐野歯科医院 静岡県 富士宮市
みつ歯科クリニック 静岡県 富士宮市
愛歯科クリニック 静岡県 富士宮市
窪田歯科医院 静岡県 富士宮市
高木歯科医院 静岡県 富士宮市
佐野歯科医院 静岡県 富士宮市
若林歯科クリニック 静岡県 富士宮市
小長井歯科医院 静岡県 富士宮市
小林歯科医院 静岡県 富士宮市
森本歯科医院 静岡県 富士宮市
中澤歯科クリニック 静岡県 富士宮市
鈴木ファミリー歯科 静岡県 富士宮市
鈴木歯科医院 静岡県 富士宮市
コスモ歯科医院 静岡県 富士市
ごとう歯科 静岡県 富士市
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ホシナ歯科クリニック 静岡県 富士市
よしの歯科医院 静岡県 富士市
遠藤歯科医院 静岡県 富士市
菊池歯科医院 静岡県 富士市
久保田歯科医院 静岡県 富士市
近藤歯科医院 静岡県 富士市
窪田歯科医院 静岡県 富士市
元町歯科医院 静岡県 富士市
坂田歯科医院 静岡県 富士市
若月歯科医院 静岡県 富士市
小川歯科医院 静岡県 富士市
上野泰治歯科診療所 静岡県 富士市
水上歯科医院 静岡県 富士市
斉藤歯科医院 静岡県 富士市
太田歯科医院 静岡県 富士市
大松歯科医院 静岡県 富士市
大村歯科医院 静岡県 富士市
大内歯科医院 静岡県 富士市
中澤歯科医院 静岡県 富士市
渡井デンタルクリニック 静岡県 富士市
土屋歯科医院 静岡県 富士市
飯田歯科医院 静岡県 富士市
尾崎歯科医院 静岡県 富士市
尾崎歯科医院 静岡県 富士市
片岡歯科医院 静岡県 富士市
望月歯科医院 静岡県 富士市
木村歯科医院 静岡県 富士市
おおい歯科クリニック 静岡県 牧之原市
グリーン歯科クリニック 静岡県 牧之原市
黒木歯科医院 静岡県 牧之原市
植田歯科医院 静岡県 牧之原市
石井けいこ歯科診療室 静岡県 牧之原市
石井歯科医院 静岡県 牧之原市
辻歯科医院 静岡県 牧之原市
森田歯科医院 静岡県 浜松市中区
たかはし歯科医院 愛知県 あま市
はせがわ歯科医院 愛知県 あま市
ひおき歯科 愛知県 あま市
山田歯科医院 愛知県 あま市
服部歯科医院 愛知県 あま市
三好ケ丘歯科 愛知県 みよし市
松浦歯科医院 愛知県 みよし市
上栗歯科 愛知県 みよし市
勝野歯科 愛知県 愛西市
大鹿歯科医院 愛知県 愛西市
医療法人　幸創会　むとう歯科医院 愛知県 愛知郡
さくらデンタルクリニック 愛知県 安城市
みその歯科・矯正歯科 愛知県 安城市
安城まさむね歯科医院 愛知県 安城市
医療法人愛健会　Ｏａｓｉｓ新安城歯科 愛知県 安城市
医療法人愛健会　新安城歯科 愛知県 安城市
医療法人安城智徳会　横山歯科医院 愛知県 安城市
久保田歯科医院 愛知県 安城市
黒田歯科医院 愛知県 安城市
祥南歯科・矯正歯科医院 愛知県 安城市
神谷歯科医院 愛知県 安城市
東栄歯科医院 愛知県 安城市
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あい歯科医院 愛知県 一宮市
うかい歯科　まゆデンタルサロン 愛知県 一宮市
おろし歯科医院 愛知県 一宮市
キフネ歯科 愛知県 一宮市
ごとう歯科医院 愛知県 一宮市
さとう歯科 愛知県 一宮市
さわだ歯科 愛知県 一宮市
はたさ歯科医院 愛知県 一宮市
モリシン歯科 愛知県 一宮市
医療法人エフエフ　古澤歯科 愛知県 一宮市
磯村歯科医院 愛知県 一宮市
桜井歯科 愛知県 一宮市
西成歯科医院 愛知県 一宮市
大橋歯科医院 愛知県 一宮市
滝歯科医院 愛知県 一宮市
悠和歯科クリニック 愛知県 一宮市
ｉ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 愛知県 稲沢市
あかいけ歯科こども歯科 愛知県 稲沢市
グランツ歯科室 愛知県 稲沢市
さかい歯科 愛知県 稲沢市
てらしま歯科 愛知県 稲沢市
にじいろ歯科こども歯科 愛知県 稲沢市
まいデンタルクリニック 愛知県 稲沢市
みどり歯科医院 愛知県 稲沢市
ライフ歯科クリニック 愛知県 稲沢市
伊藤歯科医院 愛知県 稲沢市
医療法人大里会　大里デンタルクリニック 愛知県 稲沢市
稲沢のぐち歯科 愛知県 稲沢市
吉川歯科クリニック 愛知県 稲沢市
古森歯科 愛知県 稲沢市
山田歯科医院 愛知県 稲沢市
水谷歯科 愛知県 稲沢市
浅野歯科医院 愛知県 稲沢市
早瀬歯科医院 愛知県 稲沢市
谷口歯科 愛知県 稲沢市
谷小児歯科 愛知県 稲沢市
竹市歯科 愛知県 稲沢市
坪井歯科医院 愛知県 稲沢市
服部歯科医院 愛知県 稲沢市
平和歯科クリニック 愛知県 稲沢市
野村歯科医院 愛知県 稲沢市
矢合歯科 愛知県 稲沢市
いとうｍ歯科 愛知県 岡崎市
ほっしょうじ歯科 愛知県 岡崎市
みずの歯科医院 愛知県 岡崎市
高岡歯科医院 愛知県 岡崎市
神谷　浩　　歯科医院 愛知県 岡崎市
前川歯科 愛知県 岡崎市
鳥居歯科医院 愛知県 岡崎市
田中小児歯科 愛知県 岡崎市
島田歯科医院 愛知県 岡崎市
吉田歯科 愛知県 海部郡大治町
浅井歯科 愛知県 海部郡大治町
みなみ歯科クリニック 愛知県 額田郡幸田町
やまもと歯科醫院 愛知県 額田郡幸田町
おおつかファミリー歯科 愛知県 蒲郡市
さとう子供歯科医院 愛知県 蒲郡市
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すずき歯科 愛知県 蒲郡市
とがみ歯科 愛知県 蒲郡市
やました歯科医院 愛知県 蒲郡市
わかば歯科 愛知県 蒲郡市
医療法人　基裕会　酒井歯科医院 愛知県 蒲郡市
河井歯科医院 愛知県 蒲郡市
高橋歯科 愛知県 蒲郡市
三谷北歯科 愛知県 蒲郡市
寿歯科医院 愛知県 蒲郡市
友愛歯科 愛知県 蒲郡市
いしかわ歯科医院 愛知県 刈谷市
いまきた歯科医院 愛知県 刈谷市
医療法人志朋会　やまむら歯科 愛知県 刈谷市
磯村歯科医院 愛知県 刈谷市
刈谷おおの歯科 愛知県 刈谷市
宮田歯科医院 愛知県 刈谷市
京極歯科 愛知県 刈谷市
三浦歯科医院 愛知県 刈谷市
小谷歯科 愛知県 刈谷市
石井歯科クリニック 愛知県 刈谷市
長沢歯科 愛知県 刈谷市
田中歯科医院 愛知県 刈谷市
カジウラ歯科 愛知県 岩倉市
医療法人　恒陽会　松浦歯科・矯正歯科 愛知県 岩倉市
岩倉団地歯科診療所 愛知県 岩倉市
いぬやま歯科医院 愛知県 犬山市
キトウ歯科医院 愛知県 犬山市
たきざわ歯科医院 愛知県 犬山市
阿部歯科医院 愛知県 犬山市
安芸歯科医院 愛知県 犬山市
吉野歯科医院 愛知県 犬山市
桜歯科クリニック 愛知県 犬山市
塚原歯科医院 愛知県 犬山市
グリーンデンタル夫馬 愛知県 江南市
こまだ歯科 愛知県 江南市
すぎもと歯科 愛知県 江南市
たなか歯科クリニック 愛知県 江南市
医療法人近藤歯科医院 愛知県 江南市
舟橋歯科医院 愛知県 江南市
渋谷歯科医院 愛知県 江南市
水野歯科医院 愛知県 江南市
大池歯科医院 愛知県 江南市
池田歯科医院 愛知県 江南市
夫馬歯科医院 愛知県 江南市
かじかわ歯科 愛知県 高浜市
グリーン歯科 愛知県 高浜市
森歯科医院 愛知県 高浜市
森田歯科医院 愛知県 高浜市
いわい歯科クリニック 愛知県 春日井市
しのはら歯科 愛知県 春日井市
スギヤマ歯科 愛知県 春日井市
せがわ歯科室 愛知県 春日井市
プラザ片田歯科医院 愛知県 春日井市
ヨコイ歯科 愛知県 春日井市
井上歯科 愛知県 春日井市
王子ファミリー歯科 愛知県 春日井市
加藤歯科医院 愛知県 春日井市
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花長ファミリー歯科 愛知県 春日井市
寺町歯科医院 愛知県 春日井市
小川歯科クリニック 愛知県 春日井市
森川歯科クリニック 愛知県 春日井市
成橋歯科 愛知県 春日井市
西尾歯科 愛知県 春日井市
西脇歯科クリニック 愛知県 春日井市
竹内歯科医院 愛知県 春日井市
中山歯科医院 愛知県 春日井市
渡辺歯科クリニック 愛知県 春日井市
渡辺歯科医院 愛知県 春日井市
片田歯科医院 愛知県 春日井市
アキデンタルクリニック 愛知県 小牧市
きまた歯科 愛知県 小牧市
さとう歯科医院 愛知県 小牧市
やまもと歯科クリニック 愛知県 小牧市
医療法人　こまき矯正歯科 愛知県 小牧市
加藤歯科 愛知県 小牧市
酒井歯科 愛知県 小牧市
城山歯科医院 愛知県 小牧市
中川歯科医院 愛知県 小牧市
桃花台歯科 愛知県 小牧市
あすか台歯科クリニック 愛知県 常滑市
とこなめ歯科 愛知県 常滑市
はたなか歯科・口腔外科 愛知県 常滑市
医療法人　山川歯科 愛知県 常滑市
山本歯科診療所 愛知県 新城市
あらい歯科・矯正歯科 愛知県 瀬戸市
たかね歯科クリニック 愛知県 瀬戸市
医）ＯＤＣ　大沢歯科医院 愛知県 瀬戸市
医）令和会　森歯科 愛知県 瀬戸市
医療法人壮正会杉木歯科医院 愛知県 瀬戸市
東京堂歯科 愛知県 瀬戸市
（医）せいの歯科クリニック 愛知県 清須市
おぜき歯科クリニック 愛知県 清須市
こじま歯科＋ＫＩＤＳ 愛知県 清須市
ごとう歯科 愛知県 清須市
鬼頭西市場歯科医院 愛知県 清須市
みむ歯科クリニック 愛知県 西尾市
大竹歯科医院 愛知県 西尾市
きんばら歯科 愛知県 大府市
セイダ歯科医院 愛知県 大府市
岡本歯科医院 愛知県 大府市
近藤歯科医院 愛知県 大府市
寺田歯科医院 愛知県 大府市
森デンタルクリニック 愛知県 大府市
日髙歯科医院 愛知県 大府市
明成歯科医院 愛知県 大府市
丹羽歯科 愛知県 丹羽郡大口町
藤本歯科医院 愛知県 丹羽郡大口町
ないとう歯科 愛知県 丹羽郡扶桑町
医療法人愛健会　柏森歯科クリニック 愛知県 丹羽郡扶桑町
医療法人皓星会 愛知県 丹羽郡扶桑町
羽根西ファミリー歯科 愛知県 丹羽郡扶桑町
植月歯科クリニック 愛知県 丹羽郡扶桑町
大藪歯科医院 愛知県 丹羽郡扶桑町
ながしま歯科・矯正歯科 愛知県 知多郡
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ふき歯科クリニック 愛知県 知多郡
若子歯科 愛知県 知多郡
松井歯科医院 愛知県 知多郡
石橋歯科医院 愛知県 知多郡
竹内歯科医院 愛知県 知多郡
田中歯科医院 愛知県 知多郡
冨歯科医院　歯周病・こども矯正クリニック 愛知県 知多郡
鈴木歯科クリニック 愛知県 知多郡
クローバーこども歯科 愛知県 知多郡阿久比町
アルファクリニック歯科 愛知県 知多郡美浜町
ちた中村歯科 愛知県 知多市
にしかわデンタルクリニック 愛知県 知多市
やまもと歯科医院 愛知県 知多市
わにべデンタルクリニック 愛知県 知多市
医療法人　皆川歯科医院 愛知県 知多市
医療法人沙羅　加古歯科医院 愛知県 知多市
永井歯科医院 愛知県 知多市
永田歯科クリニック 愛知県 知多市
加藤歯科医院 愛知県 知多市
尾之内歯科医院 愛知県 知多市
鈴木歯科クリニック 愛知県 知多市
いとう歯科 愛知県 知立市
医療法人篤美会　野村歯科 愛知県 知立市
三河ふれあい歯科 愛知県 知立市
西中町クリニック 愛知県 知立市
池山歯科医院 愛知県 中川区
にしむら歯科 愛知県 長久手市
近藤歯科医院 愛知県 長久手市
田村歯科医院 愛知県 長久手市
ふじさと歯科 愛知県 津島市
昭和歯科クリニック 愛知県 津島市
唐臼歯科医院 愛知県 津島市
としま歯科 愛知県 田原市
じんの歯科こども歯科 愛知県 東海市
井出ファミリー歯科 愛知県 東海市
河合歯科第３医院 愛知県 東海市
早川歯科医院 愛知県 東海市
大堀歯科クリニック 愛知県 東海市
こめのき台加藤歯科 愛知県 日進市
たけのやま歯科 愛知県 日進市
はるいろファミリー歯科 愛知県 日進市
マナブ歯科 愛知県 日進市
みやわき歯科 愛知県 日進市
あまのデンタルクリニック 愛知県 半田市
たかね歯科医院 愛知県 半田市
医療法人おかいデンタルクリニック 愛知県 半田市
医療法人歯科ハミール 愛知県 半田市
坂野歯科医院 愛知県 半田市
山口歯科医院 愛知県 半田市
杉浦歯科医院 愛知県 半田市
石川歯科医院 愛知県 半田市
村井歯科 愛知県 半田市
日新デンタルクリニック 愛知県 半田市
畑中歯科医院 愛知県 半田市
林医科歯科医院 愛知県 半田市
ずいほう歯科 愛知県 尾張旭市
月村歯科クリニック 愛知県 尾張旭市
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山田歯科医院 愛知県 尾張旭市
壷井歯科 愛知県 尾張旭市
橋本歯科 愛知県 平和町
ひろ歯科クリニック 愛知県 碧南市
みやち歯科クリニック 愛知県 碧南市
わしづか歯科 愛知県 碧南市
鶴田歯科医院 愛知県 碧南市
かどその歯科医院 愛知県 豊橋市
さかうえ歯科医院 愛知県 豊橋市
スマイルデンタルクリニック 愛知県 豊橋市
ハエル歯科クリニック 愛知県 豊橋市
まつば藤城歯科医院 愛知県 豊橋市
医療法人みやび会ひきた歯科 愛知県 豊橋市
医療法人高柳歯科医院 愛知県 豊橋市
医療法人大成会　広小路歯科 愛知県 豊橋市
巻田歯科医院 愛知県 豊橋市
近藤歯科医院 愛知県 豊橋市
原歯科医院 愛知県 豊橋市
江坂歯科クリニック 愛知県 豊橋市
酒井歯科医院 愛知県 豊橋市
小間歯科医院 愛知県 豊橋市
松井歯科医院 愛知県 豊橋市
城所歯科医院 愛知県 豊橋市
森川矯正歯科クリニック 愛知県 豊橋市
神藤歯科 愛知県 豊橋市
清水歯科医院 愛知県 豊橋市
西村歯科医院 愛知県 豊橋市
浅井歯科医院 愛知県 豊橋市
大崎歯科医院 愛知県 豊橋市
大須賀歯科医院 愛知県 豊橋市
白井歯科医院 愛知県 豊橋市
彦坂歯科医院 愛知県 豊橋市
服部歯科医院 愛知県 豊橋市
木村歯科医院 愛知県 豊橋市
あんとうデンタルクリニック 愛知県 豊川市
ウェルネスやわた歯科医院 愛知県 豊川市
おかだ矯正歯科 愛知県 豊川市
ひぐちデンタル＆ケア　おひさま歯科 愛知県 豊川市
ヒロタ歯科クリニック 愛知県 豊川市
岡田歯科医院 愛知県 豊川市
今井歯科医院 愛知県 豊川市
山本歯科医院 愛知県 豊川市
天野歯科医院 愛知県 豊川市
平野歯科医院 愛知県 豊川市
いぐち歯科クリニック 愛知県 豊田市
スワ歯科 愛知県 豊田市
つづき歯科 愛知県 豊田市
みどり歯科クリニック 愛知県 豊田市
やまだ歯科 愛知県 豊田市
医療法人　岡田歯科医院 愛知県 豊田市
医療法人あたげ会小島歯科 愛知県 豊田市
医療法人愛健会　豊田キッズファミリー歯科 愛知県 豊田市
医療法人社団　若林歯科 愛知県 豊田市
加藤歯科保見ケ丘クリニック 愛知県 豊田市
河合歯科医院 愛知県 豊田市
近藤歯科医院 愛知県 豊田市
元町歯科 愛知県 豊田市
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広瀬歯科医院 愛知県 豊田市
鴻の巣歯科 愛知県 豊田市
柴田歯科医院 愛知県 豊田市
上杉歯科医院 愛知県 豊田市
神田歯科医院 愛知県 豊田市
星ケ丘歯科 愛知県 豊田市
太田歯科医院 愛知県 豊田市
鈴木歯科医院 愛知県 豊田市
あおやま歯科医院 愛知県 豊明市
田知歯科医院 愛知県 豊明市
二村台歯科医院 愛知県 豊明市
鈴木歯科クリニック 愛知県 豊明市
さとう歯科医院 愛知県 北名古屋市
みえき歯科 愛知県 北名古屋市
井上歯科医院 愛知県 北名古屋市
あきば歯科医院 愛知県 名古屋市港区
オリーブ歯科クリニック 愛知県 名古屋市港区
たつきファミリー歯科 愛知県 名古屋市港区
フルハシ歯科 愛知県 名古屋市港区
みなと医療生活協同組合　みなと歯科診療所 愛知県 名古屋市港区
みなと中央歯科 愛知県 名古屋市港区
岡田デンタルクリニック 愛知県 名古屋市港区
神野歯科医院 愛知県 名古屋市港区
杉山歯科 愛知県 名古屋市港区
千葉歯科医院 愛知県 名古屋市港区
白井歯科医院 愛知県 名古屋市港区
矢澤歯科医院 愛知県 名古屋市港区
あさひ歯科 愛知県 名古屋市守山区
かとう歯科こども歯科 愛知県 名古屋市守山区
せこ歯科クリニック 愛知県 名古屋市守山区
医療法人とみた歯科クリニック 愛知県 名古屋市守山区
小島歯科 愛知県 名古屋市守山区
長谷川歯科医院 愛知県 名古屋市守山区
長塚歯科 愛知県 名古屋市守山区
鈴木歯科医院 愛知県 名古屋市守山区
Ｕクリニック竹内歯科 愛知県 名古屋市昭和区
ヤナセ歯科医院 愛知県 名古屋市昭和区
伊藤歯科医院 愛知県 名古屋市昭和区
楽園歯科クリニック 愛知県 名古屋市昭和区
丸山歯科 愛知県 名古屋市昭和区
高辻歯科クリニック 愛知県 名古屋市昭和区
松浦歯科医院 愛知県 名古屋市昭和区
石田歯科 愛知県 名古屋市昭和区
名古屋第二赤十字病院 愛知県 名古屋市昭和区
しばた歯科 愛知県 名古屋市瑞穂区
たかせ歯科クリニック 愛知県 名古屋市瑞穂区
ましろデンタルクリニック 愛知県 名古屋市瑞穂区
やまだ歯科 愛知県 名古屋市瑞穂区
玉水デンタルクリニック 愛知県 名古屋市瑞穂区
コンドウ歯科クリニック 愛知県 名古屋市西区
しんどう歯科医院 愛知県 名古屋市西区
とき歯科・天神山 愛知県 名古屋市西区
なかはら歯科 愛知県 名古屋市西区
にわ歯科 愛知県 名古屋市西区
ハシモト歯科 愛知県 名古屋市西区
はせがわ歯科こども歯科 愛知県 名古屋市西区
ひとみ歯科医院 愛知県 名古屋市西区
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フタカタ歯科 愛知県 名古屋市西区
またほ歯科 愛知県 名古屋市西区
みずの歯科クリニック 愛知県 名古屋市西区
伊藤歯科医院 愛知県 名古屋市西区
加藤歯科医院 愛知県 名古屋市西区
佐藤歯科クリニック 愛知県 名古屋市西区
馬渕歯科医院 愛知県 名古屋市西区
梅兼歯科 愛知県 名古屋市西区
富士歯科 愛知県 名古屋市西区
木村歯科 愛知県 名古屋市西区
きた歯科クリニック 愛知県 名古屋市千種区
ごとう歯科クリニック 愛知県 名古屋市千種区
つげ歯科医院 愛知県 名古屋市千種区
伊與木歯科医院 愛知県 名古屋市千種区
吉田歯科室 愛知県 名古屋市千種区
橋岡デンタルオフィス 愛知県 名古屋市千種区
後藤歯科 愛知県 名古屋市千種区
高島歯科医院 愛知県 名古屋市千種区
三輪歯科・矯正歯科 愛知県 名古屋市千種区
新田歯科医院 愛知県 名古屋市千種区
青柳歯科 愛知県 名古屋市千種区
日進通デンタルクリニック 愛知県 名古屋市千種区
アルスデンタルクリニック 愛知県 名古屋市中区
ヨシダ歯科 愛知県 名古屋市中区
伊東歯科 愛知県 名古屋市中区
医療法人　慶丹会　丹羽歯科 愛知県 名古屋市中区
医療法人　伝多会　まなぶ歯科 愛知県 名古屋市中区
岡本歯科診療所 愛知県 名古屋市中区
宮下歯科 愛知県 名古屋市中区
山本歯科医院 愛知県 名古屋市中区
誠歯科 愛知県 名古屋市中区
早矢仕歯科 愛知県 名古屋市中区
大原歯科医院 愛知県 名古屋市中区
澤歯科 愛知県 名古屋市中区
いとう歯科 愛知県 名古屋市中川区
すぎむら歯科クリニック 愛知県 名古屋市中川区
ながら歯科医院 愛知県 名古屋市中川区
やはた歯科 愛知県 名古屋市中川区
医療法人Ｈ＆Ｓ　松年歯科クリニック 愛知県 名古屋市中川区
岡本歯科医院 愛知県 名古屋市中川区
荒川歯科医院 愛知県 名古屋市中川区
高畑中中央歯科 愛知県 名古屋市中川区
今枝歯科医院 愛知県 名古屋市中川区
佐藤歯科医院 愛知県 名古屋市中川区
中川歯科 愛知県 名古屋市中川区
土屋歯科 愛知県 名古屋市中川区
並木歯科クリニック 愛知県 名古屋市中川区
いしはら総合歯科 愛知県 名古屋市中村区
いわつか歯科クリニック 愛知県 名古屋市中村区
オガワ歯科 愛知県 名古屋市中村区
きくや歯科 愛知県 名古屋市中村区
こまざき矯正歯科クリニック 愛知県 名古屋市中村区
よこやま歯科 愛知県 名古屋市中村区
医療法人一栄会　宮本歯科 愛知県 名古屋市中村区
高岡歯科 愛知県 名古屋市中村区
国鉄会館歯科 愛知県 名古屋市中村区
松岡歯科 愛知県 名古屋市中村区
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水谷歯科 愛知県 名古屋市中村区
中島歯科 愛知県 名古屋市中村区
土屋歯科クリニック 愛知県 名古屋市中村区
平和歯科医院 愛知県 名古屋市中村区
かとう歯科医院 愛知県 名古屋市天白区
ささ歯科クリニック 愛知県 名古屋市天白区
サハシ歯科医院 愛知県 名古屋市天白区
たかはしデンタルクリニック 愛知県 名古屋市天白区
ほりえこども歯科クリニック 愛知県 名古屋市天白区
わたなべ歯科 愛知県 名古屋市天白区
近藤歯科医院 愛知県 名古屋市天白区
小出歯科医院 愛知県 名古屋市天白区
松山ファミリー歯科 愛知県 名古屋市天白区
藤谷歯科 愛知県 名古屋市天白区
あんどう歯科クリニック 愛知県 名古屋市東区
松田歯科 愛知県 名古屋市東区
丹羽歯科医院 愛知県 名古屋市東区
竹内歯科室 愛知県 名古屋市東区
中川歯科 愛知県 名古屋市東区
冨田歯科 愛知県 名古屋市東区
かなざわ歯科 愛知県 名古屋市南区
コジマ歯科医院 愛知県 名古屋市南区
加藤歯科 愛知県 名古屋市南区
青木歯科医院 愛知県 名古屋市南区
川本歯科医院 愛知県 名古屋市南区
大塚歯科 愛知県 名古屋市南区
鳴浜歯科 愛知県 名古屋市南区
くまざわ歯科 愛知県 名古屋市熱田区
ほきもと歯科室 愛知県 名古屋市熱田区
あずま歯科 愛知県 名古屋市北区
かぶと歯科医院 愛知県 名古屋市北区
すずき歯科・矯正歯科 愛知県 名古屋市北区
医療法人トマト会トマト歯科医院 愛知県 名古屋市北区
山下歯科医院 愛知県 名古屋市北区
城北歯科医院・矯正歯科 愛知県 名古屋市北区
浅野歯科医院 愛知県 名古屋市北区
大野歯科医院 愛知県 名古屋市北区
徳倉歯科口腔外科・矯正歯科 愛知県 名古屋市北区
飯田歯科医院 愛知県 名古屋市北区
こうさか歯科 愛知県 名古屋市名東区
つかさデンタルクリニック 愛知県 名古屋市名東区
もりかわ矯正歯科 愛知県 名古屋市名東区
伊澤歯科医院 愛知県 名古屋市名東区
医療法人愛健会　アベ歯科クリニック 愛知県 名古屋市名東区
医療法人愛健会　愛健歯科医院 愛知県 名古屋市名東区
医療法人輪法会　青木歯科医院 愛知県 名古屋市名東区
一社歯科クリニック 愛知県 名古屋市名東区
寺倉歯科クリニック 愛知県 名古屋市名東区
松岡歯科クリニック 愛知県 名古屋市名東区
藤森やすだ歯科 愛知県 名古屋市名東区
片木歯科医院 愛知県 名古屋市名東区
鈴木歯科 愛知県 名古屋市名東区
すぎと．歯科医院 愛知県 名古屋市緑区
スリーズ歯科 愛知県 名古屋市緑区
たけうち歯科クリニック 愛知県 名古屋市緑区
とくしげ歯科 愛知県 名古屋市緑区
はやし歯科 愛知県 名古屋市緑区
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みずたに歯科 愛知県 名古屋市緑区
医療法人大里会　うらさと歯科 愛知県 名古屋市緑区
鎌倉台歯科クリニック 愛知県 名古屋市緑区
山中歯科医院 愛知県 名古屋市緑区
神の倉歯科 愛知県 名古屋市緑区
清水山歯科医院 愛知県 名古屋市緑区
伝治山歯科医院 愛知県 名古屋市緑区
あおき歯科 愛知県 弥富市
むらせ歯科 愛知県 弥富市
広小路歯科室 愛知県 名古屋市中村区
（医）旺志会　空港歯科医院 愛知県 西春日井郡豊山町
アゲキ歯科医院 三重県 いなべ市
医療法人とまと歯科 三重県 いなべ市
近藤歯科医院 三重県 いなべ市
西岡歯科醫院 三重県 いなべ市
二之宮歯科医院 三重県 いなべ市
六石歯科医院 三重県 いなべ市
いなもと歯科 三重県 伊賀市
いのうえ歯科医院 三重県 伊賀市
岡波総合病院　歯科口腔外科 三重県 伊賀市
中川歯科医院 三重県 伊賀市
武田歯科医院 三重県 伊賀市
おかむら歯科医院 三重県 伊勢市
めいりん歯科クリニック 三重県 伊勢市
伊勢ファミリー歯科矯正歯科 三重県 伊勢市
医療法人きくち矯正歯科 三重県 伊勢市
医療法人山口歯科医院 三重県 伊勢市
岡村歯科医院 三重県 伊勢市
加藤歯科医院 三重県 伊勢市
山口歯科医院 三重県 伊勢市
松村歯科クリニック 三重県 伊勢市
大山歯科医院 三重県 伊勢市
田口歯科医院 三重県 伊勢市
平田歯科クリニック 三重県 伊勢市
北浜歯科クリニック 三重県 伊勢市
サトウ歯科医院 三重県 員弁郡
岩田歯科医院 三重県 員弁郡
中島歯科 三重県 員弁郡
ツボイ歯科 三重県 員弁郡東員町
かめやま歯科口腔クリニック 三重県 亀山市
のじま歯科クリニック 三重県 亀山市
久保田歯科クリニック 三重県 亀山市
金原歯科医院 三重県 亀山市
生川歯科 三重県 亀山市
塚田歯科医院 三重県 亀山市
畑中歯科医院 三重県 熊野市
友紀歯科医院 三重県 熊野市
大塩歯科医院 三重県 桑名郡木曽岬町
服部歯科医院 三重県 桑名郡木曽岬町
ＴＮデンタルクリニック 三重県 桑名市
アップル歯科 三重県 桑名市
いわはな歯科 三重県 桑名市
ういち歯科 三重県 桑名市
きじまデンタルクリニック 三重県 桑名市
きたか歯科 三重県 桑名市
ごとう歯科クリニック 三重県 桑名市
こんどう歯科 三重県 桑名市
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スマイル歯科 三重県 桑名市
セントラル歯科 三重県 桑名市
ハート歯科 三重県 桑名市
ファミリー歯科クリニック 三重県 桑名市
ふじた歯科 三重県 桑名市
フローラル歯科クリニック 三重県 桑名市
みずの歯科 三重県 桑名市
みやた歯科クリニック 三重県 桑名市
伊藤歯科医院 三重県 桑名市
医療法人おぎた小児歯科 三重県 桑名市
医療法人ヒルカワ歯科 三重県 桑名市
医療法人山崎歯科医院 三重県 桑名市
医療法人社団水谷歯科クリニック 三重県 桑名市
桑名歯科 三重県 桑名市
山本矯正歯科 三重県 桑名市
松岡歯科 三重県 桑名市
星見いとう歯科 三重県 桑名市
星野歯科医院 三重県 桑名市
石垣歯科医院 三重県 桑名市
丹羽歯科 三重県 桑名市
中山歯科医院 三重県 桑名市
津田歯科医院 三重県 桑名市
辻　歯科医院 三重県 桑名市
おぐら歯科医院 三重県 三重郡
医療法人渡部会　わたなべ歯科クリニック 三重県 三重郡
永田歯科医院 三重県 三重郡
山根歯科医院 三重県 三重郡
森谷歯科 三重県 三重郡
朝日つげ歯科 三重県 三重郡
やなせ小児歯科 三重県 三重郡菰野町
（医）かなや歯科医院 三重県 四日市市
うさぎ歯科 三重県 四日市市
うすい歯科 三重県 四日市市
かわい歯科医院 三重県 四日市市
コンドウ歯科医院 三重県 四日市市
みたき歯科医院 三重県 四日市市
みどり歯科 三重県 四日市市
もりもと歯科 三重県 四日市市
ゆり歯科クリニック 三重県 四日市市
医療法人　辻歯科医院 三重県 四日市市
医療法人にいみ歯科医院 三重県 四日市市
医療法人優駿会　タカダ歯科医院 三重県 四日市市
橋本歯科 三重県 四日市市
今村歯科クリニック 三重県 四日市市
市川歯科 三重県 四日市市
歯科診療所ひまわり 三重県 四日市市
成田歯科 三重県 四日市市
石塚いとう歯科 三重県 四日市市
川村歯科クリニック 三重県 四日市市
前野歯科 三重県 四日市市
内部歯科 三重県 四日市市
日永歯科 三重県 四日市市
本郷歯科医院 三重県 四日市市
野崎歯科医院 三重県 四日市市
かわつら歯科医院 三重県 志摩市
はね歯科医院 三重県 志摩市
ひろの歯科 三重県 志摩市
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山本歯科医院 三重県 志摩市
西岡歯科医院 三重県 志摩市
大岩矯正歯科 三重県 志摩市
谷崎歯科医院 三重県 志摩市
鍋島歯科医院 三重県 志摩市
（医）尚志会　林歯科医院 三重県 松阪市
いとう歯科クリニック 三重県 松阪市
デンタルクリニックよしだ 三重県 松阪市
ながい歯科医院 三重県 松阪市
ふなだ歯科医院 三重県 松阪市
やまゆり歯科 三重県 松阪市
ゆあ歯科クリニック 三重県 松阪市
よいほの歯科診療所 三重県 松阪市
よしむら歯科 三重県 松阪市
横山歯科医院 三重県 松阪市
吉田歯科医院 三重県 松阪市
小田歯科医院 三重県 松阪市
松島歯科医院 三重県 松阪市
杉山歯科・矯正歯科クリニック 三重県 松阪市
西岡歯科医院 三重県 松阪市
西川歯科医院 三重県 松阪市
谷歯科医院 三重県 松阪市
中瀬歯科医院 三重県 松阪市
藤井歯科医院 三重県 松阪市
高森歯科医院 三重県 多気郡
なおみ歯科 三重県 多気郡大台町
医療法人大瀬歯科医院 三重県 多気郡大台町
高丘歯科医院 三重県 鳥羽市
西井歯科 三重県 鳥羽市
大岩矯正歯科トバ 三重県 鳥羽市
木村歯科医院 三重県 鳥羽市
こいえ歯科口腔外科 三重県 津市
たなか歯科医院一身田診療所 三重県 津市
ナカニシ歯科医院 三重県 津市
ふくもり歯科 三重県 津市
みなみがおか歯科・矯正歯科 三重県 津市
やまもと歯科 三重県 津市
医療法人大杉歯科医院 三重県 津市
稲葉歯科医院 三重県 津市
紀平歯科 三重県 津市
亀井歯科 三重県 津市
駒田歯科医院 三重県 津市
桑名歯科医院 三重県 津市
三重県歯科医師会　障害者歯科センター 三重県 津市
山口歯科 三重県 津市
西尾歯科 三重県 津市
川口歯科 三重県 津市
川森歯科クリニック 三重県 津市
前田歯科医院 三重県 津市
前田歯科医院 三重県 津市
太田歯科医院 三重県 津市
中村歯科クリニック 三重県 津市
津ファミリア歯科 三重県 津市
天野医院 三重県 津市
樋口歯科医院 三重県 津市
武藤歯科医院 三重県 津市
豊里歯科 三重県 津市
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なかむらデンタルクリニック 三重県 度会郡玉城町
須川歯科医院 三重県 南牟婁郡紀宝町
中村歯科 三重県 南牟婁郡紀宝町
みはま歯科医院 三重県 南牟婁郡御浜町
仲歯科医院 三重県 尾鷲市
アップル歯科クリニック 三重県 名張市
いしだ歯科クリニック 三重県 名張市
シルク歯科クリニック 三重県 名張市
たきおか歯科クリニック 三重県 名張市
わたしげ歯科医院 三重県 名張市
医療法人フルーツ　オリーブ歯科 三重県 名張市
遠藤歯科クリニック 三重県 名張市
岡本歯科医院 三重県 名張市
河野歯科医院 三重県 名張市
鴻之台歯科診療所 三重県 名張市
前沢歯科クリニック 三重県 名張市
かめだ歯科 三重県 鈴鹿市
すずか矯正歯科クリニック 三重県 鈴鹿市
ももい歯科 三重県 鈴鹿市
ゆみ子歯科 三重県 鈴鹿市
伊東歯科医院 三重県 鈴鹿市
笠井歯科医院 三重県 鈴鹿市
玉垣歯科医院 三重県 鈴鹿市
庄野歯科 三重県 鈴鹿市
千代崎歯科医院 三重県 鈴鹿市
白子小児歯科 三重県 鈴鹿市
和田歯科クリニック 三重県 鈴鹿市
萬代歯科 三重県 鈴鹿市
たなか歯科 三重県 鈴鹿市
あべ歯科医院 岐阜県 安八郡安八町
かわせ歯科 岐阜県 安八郡安八町
しらき歯科クリニック 岐阜県 安八郡安八町
きいとすデンタルクリニック 岐阜県 安八郡神戸町
はやし歯科医院 岐阜県 安八郡神戸町
ヒロ歯科クリニック 岐阜県 安八郡神戸町
宇野歯科 岐阜県 安八郡神戸町
河合歯科医院 岐阜県 安八郡神戸町
うえむら歯科 岐阜県 羽島郡
ごとう歯科 岐阜県 羽島郡
さくら歯科 岐阜県 羽島郡
小島歯科医院 岐阜県 羽島郡
西垣歯科クリニック 岐阜県 羽島郡
くのう歯科医院 岐阜県 羽島郡笠松町
松原歯科医院 岐阜県 羽島郡笠松町
立松歯科医院 岐阜県 羽島郡笠松町
おんだ歯科クリニック 岐阜県 羽島市
たけはな歯科 岐阜県 羽島市
ついき歯科 岐阜県 羽島市
医療法人社団　翔仁会　高田歯科医院 岐阜県 羽島市
花村歯科医院 岐阜県 羽島市
丸栄歯科 岐阜県 羽島市
糸井川歯科医院 岐阜県 羽島市
大口歯科クリニック 岐阜県 羽島市
第２河合歯科医院 岐阜県 羽島市
第一河合歯科医院 岐阜県 羽島市
（医）ふたつや歯科医院 岐阜県 下呂市
あまいけファミリー歯科 岐阜県 加茂郡
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加藤歯科医院 岐阜県 加茂郡
古瀬歯科 岐阜県 加茂郡
山田歯科医院 岐阜県 加茂郡
ごとう歯科 岐阜県 加茂郡坂祝町
可知歯科医院 岐阜県 可児郡御嵩町
あらい歯科医院 岐阜県 可児市
かとうこども歯科クリニック 岐阜県 可児市
らいん歯科 岐阜県 可児市
可児川歯科クリニック 岐阜県 可児市
岩田歯科医院 岐阜県 可児市
小池歯科医院 岐阜県 可児市
西可児歯科医院 岐阜県 可児市
藤井歯科医院 岐阜県 可児市
吉田歯科 岐阜県 海津市
高須歯科 岐阜県 海津市
歯科加藤医院 岐阜県 海津市
石川歯科 岐阜県 海津市
田中歯科クリニック 岐阜県 海津市
うの歯科 岐阜県 各務原市
グリーン歯科医院 岐阜県 各務原市
ふかざわ歯科 岐阜県 各務原市
まつもとデンタルクリニック 岐阜県 各務原市
ムトウ歯科医院 岐阜県 各務原市
よこやま歯科クリニック 岐阜県 各務原市
医療法人　たなはし歯科医院 岐阜県 各務原市
横山歯科医院 岐阜県 各務原市
公立学校共済組合東海中央病院 岐阜県 各務原市
川島歯科医院 岐阜県 各務原市
大野歯科クリニック 岐阜県 各務原市
仲野歯科クリニック 岐阜県 各務原市
内田歯科医院 岐阜県 各務原市
くらち歯科医院 岐阜県 関市
くろだ歯科医院 岐阜県 関市
さこう歯科クリニック 岐阜県 関市
わかくさ総合歯科クリニック 岐阜県 関市
安桜歯科 岐阜県 関市
医療法人晃成会　やたべデンタルクリニック 岐阜県 関市
加藤歯科医院 岐阜県 関市
後藤歯科医院 岐阜県 関市
谷向歯科医院 岐阜県 関市
中島歯科医院 岐阜県 関市
いしぐれ歯科 岐阜県 岐阜市
いずみ歯科 岐阜県 岐阜市
えんどデンタルクリニック 岐阜県 岐阜市
おのじま歯科 岐阜県 岐阜市
おぶさ歯科医院 岐阜県 岐阜市
カノウ歯科診療所 岐阜県 岐阜市
かわのキッズファミリー歯科 岐阜県 岐阜市
さわだ矯正歯科 岐阜県 岐阜市
シバタ歯科医院 岐阜県 岐阜市
そぶえ歯科医院 岐阜県 岐阜市
ナギナタ堀デンタルクリニック 岐阜県 岐阜市
ハルイロ歯科クリニック 岐阜県 岐阜市
ヒロセ歯科医院 岐阜県 岐阜市
ファミリー歯科 岐阜県 岐阜市
フォーラム歯科 岐阜県 岐阜市
ほり歯科医院 岐阜県 岐阜市
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やぶた南歯科・矯正歯科 岐阜県 岐阜市
よこやま歯科 岐阜県 岐阜市
愛歯科医院 岐阜県 岐阜市
医療法人　Ｃプラス　まなべ歯科クリニック 岐阜県 岐阜市
医療法人ウイズ　伊塚歯科医院 岐阜県 岐阜市
医療法人颯優会かわぐち矯正歯科 岐阜県 岐阜市
井上歯科 岐阜県 岐阜市
横山歯科医院 岐阜県 岐阜市
横森歯科医院 岐阜県 岐阜市
恩田歯科医院 岐阜県 岐阜市
河村歯科医院 岐阜県 岐阜市
各務歯科医院 岐阜県 岐阜市
岐阜プレシャス歯科・矯正歯科． 岐阜県 岐阜市
岐阜県口腔保健センター障害者歯科診療所 岐阜県 岐阜市
宮本矯正歯科医院 岐阜県 岐阜市
郷歯科医院 岐阜県 岐阜市
荒深歯科医院 岐阜県 岐阜市
荒深歯科医院 岐阜県 岐阜市
国島歯科 岐阜県 岐阜市
坂井歯科医院 岐阜県 岐阜市
三和歯科医院 岐阜県 岐阜市
山田歯科クリニック 岐阜県 岐阜市
松原歯科クリニック 岐阜県 岐阜市
真鍋歯科医院 岐阜県 岐阜市
西村歯科医院 岐阜県 岐阜市
西堀歯科医院 岐阜県 岐阜市
赤塚歯科医院 岐阜県 岐阜市
浅井歯科医院 岐阜県 岐阜市
大菅歯科クリニック 岐阜県 岐阜市
沢田歯科医院 岐阜県 岐阜市
中島歯科医院 岐阜県 岐阜市
中島歯科医院 岐阜県 岐阜市
長屋歯科医院 岐阜県 岐阜市
辻歯科 岐阜県 岐阜市
日野歯科医院 岐阜県 岐阜市
兵藤歯科 岐阜県 岐阜市
米本歯科医院 岐阜県 岐阜市
補天堂あおき歯科 岐阜県 岐阜市
本荘歯科医院 岐阜県 岐阜市
木方歯科医院 岐阜県 岐阜市
太田歯科医院 岐阜県 郡上市
中村歯科医院 岐阜県 郡上市
花の木歯科クリニック 岐阜県 恵那市
根崎歯科医院 岐阜県 恵那市
篠原歯科医院 岐阜県 恵那市
（医）岡本歯科医院 岐阜県 高山市
おおぼら歯科 岐阜県 高山市
おもて歯科口腔外科クリニック 岐阜県 高山市
ユハラ歯科 岐阜県 高山市
益田歯科医院 岐阜県 高山市
河上歯科医院 岐阜県 高山市
高木歯科医院 岐阜県 高山市
田口歯科医院 岐阜県 高山市
アサヒ歯科医院 岐阜県 山県市
おくだ歯科クリニック 岐阜県 山県市
つちだ歯科医院 岐阜県 山県市
西村歯科 岐阜県 山県市
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尾野歯科医院 岐阜県 山県市
うしきデンタルクリニック 岐阜県 瑞穂市
サンシャインＭ＆Ｄクリニック 岐阜県 瑞穂市
ながの歯科クリニック 岐阜県 瑞穂市
広瀬歯科医院 岐阜県 瑞穂市
歯科コーラルクリニック 岐阜県 瑞穂市
松野歯科医院 岐阜県 瑞穂市
朝日大学医科歯科医療センター 岐阜県 瑞穂市
辻歯科医院 岐阜県 瑞穂市
いとう歯科クリニック 岐阜県 瑞浪市
グリーン歯科水野 岐阜県 瑞浪市
サン歯科 岐阜県 瑞浪市
ホワイト歯科・矯正歯科 岐阜県 瑞浪市
佐々木歯科医院 岐阜県 瑞浪市
歯科口腔外科　ほりべクリニック 岐阜県 瑞浪市
土屋歯科医院 岐阜県 瑞浪市
あさひ歯科医院 岐阜県 多治見市
こじま歯科医院 岐阜県 多治見市
なかしま歯科 岐阜県 多治見市
ひめ歯科クリニック 岐阜県 多治見市
ややもり歯科医院 岐阜県 多治見市
加藤歯科医院 岐阜県 多治見市
加藤歯科医院 岐阜県 多治見市
柴田歯科 岐阜県 多治見市
松下歯科医院 岐阜県 多治見市
沼田歯科医院 岐阜県 多治見市
多治見ようへい歯科 岐阜県 多治見市
野村歯科医院 岐阜県 多治見市
いながわクリニック 岐阜県 大垣市
おおしま歯科 岐阜県 大垣市
おおた歯科クリニック 岐阜県 大垣市
かがやき歯科クリニック 岐阜県 大垣市
サワヰ歯科医院 岐阜県 大垣市
なかしま歯科 岐阜県 大垣市
ビバ・スマイル歯科 岐阜県 大垣市
まぶち歯科医院 岐阜県 大垣市
医療法人社団三志会　林歯科クリニック 岐阜県 大垣市
岩井歯科医院 岐阜県 大垣市
山田歯科医院 岐阜県 大垣市
杉山歯科医院 岐阜県 大垣市
大橋歯科医院 岐阜県 大垣市
竹の子歯科 岐阜県 大垣市
日比歯科クリニック 岐阜県 大垣市
馬場歯科医院 岐阜県 大垣市
北村歯科医院 岐阜県 大垣市
ウエダ歯科医院 岐阜県 中津川市
まさき歯科 岐阜県 中津川市
みお歯科 岐阜県 中津川市
医療法人社団哲楓会やまうち小児歯科 岐阜県 中津川市
近藤歯科 岐阜県 中津川市
小南歯科医院 岐阜県 中津川市
中津川市国保加子母歯科診療所 岐阜県 中津川市
中津第一歯科 岐阜県 中津川市
たけうち歯科 岐阜県 土岐市
つつみ歯科 岐阜県 土岐市
阿部歯科医院 岐阜県 土岐市
井口歯科クリニック 岐阜県 土岐市
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鵜飼歯科医院 岐阜県 土岐市
森川歯科医院 岐阜県 土岐市
水谷歯科医院 岐阜県 土岐市
水野歯科医院 岐阜県 土岐市
大塩歯科 岐阜県 土岐市
丹羽歯科医院 岐阜県 土岐市
中村歯科 岐阜県 土岐市
櫻井歯科診療所 岐阜県 土岐市
医療法人ふるた歯科医院 岐阜県 飛騨市
かもの歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
ふくい歯科 岐阜県 美濃加茂市
ふくた歯科クリニック 岐阜県 美濃加茂市
まるも歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
河村歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
酒向歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
中島歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
渡辺歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
髙木歯科医院 岐阜県 美濃加茂市
のぶた歯科クリニック 岐阜県 美濃市
愛生歯科医院 岐阜県 美濃市
伊藤歯科医院 岐阜県 美濃市
古田歯科医院 岐阜県 美濃市
工藤歯科医院 岐阜県 美濃市
天心堂歯科医院 岐阜県 美濃市
にしわき歯科 岐阜県 不破郡垂井町
杏林歯科 岐阜県 不破郡垂井町
菅原歯科クリニック 岐阜県 不破郡垂井町
げんデンタルオフィス 岐阜県 本巣郡
山口歯科医院 岐阜県 本巣郡
青木歯科 岐阜県 本巣郡北方町
しんせい歯科医院 岐阜県 本巣市
よこやま歯科医院 岐阜県 本巣市
勝野歯科クリニック 岐阜県 本巣市
土田歯科医院 岐阜県 本巣市
しまむら歯科クリニック 岐阜県 揖斐郡
のはら歯科医院 岐阜県 揖斐郡
乗松歯科医院 岐阜県 揖斐郡
にこ歯科医院 岐阜県 揖斐郡池田町
とも歯科クリニック 岐阜県 養老郡
こだま歯科 岐阜県 養老郡養老町
曽根歯科医院 岐阜県 海津市
やまむら歯科 岐阜県 可児市
医療法人社団　塩見歯科医院 富山県 下新川郡
大菅歯科医院 富山県 下新川郡
田中博歯科医院 富山県 下新川郡
やすだ歯科 富山県 滑川市
やまざき歯科 富山県 滑川市
網谷歯科医院 富山県 滑川市
せき矯正歯科医院 富山県 魚津市
ふれんど歯科クリニック 富山県 魚津市
ほんごう歯科診療室 富山県 魚津市
医療法人社団　谷川歯科医院 富山県 魚津市
奥村歯科医院 富山県 魚津市
夏目歯科医院 富山県 魚津市
米山歯科クリニック 富山県 魚津市
いまむら歯科医院 富山県 高岡市
かねこ歯科医院 富山県 高岡市
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かわなか歯科医院 富山県 高岡市
たかぎ歯科医院 富山県 高岡市
つの歯科　口腔外科 富山県 高岡市
にしきデンタルクリニック 富山県 高岡市
ふじい歯科医院 富山県 高岡市
まきの歯科医院 富山県 高岡市
まつうら歯科クリニック 富山県 高岡市
阿部歯科医院 富山県 高岡市
医療法人社団やまもと歯科医院 富山県 高岡市
医療法人社団釣谷歯科医院 富山県 高岡市
宇和山歯科医院 富山県 高岡市
浦野歯科クリニック 富山県 高岡市
吉岡歯科クリニック 富山県 高岡市
近川矯正歯科クリニック 富山県 高岡市
元井歯科医院 富山県 高岡市
桜馬場内科歯科医院（歯科） 富山県 高岡市
山下歯科クリニック 富山県 高岡市
山田歯科医院 富山県 高岡市
歯科クリニック福井 富山県 高岡市
松田歯科診療所 富山県 高岡市
松本歯科医院 富山県 高岡市
沢井歯科医院 富山県 高岡市
谷口歯科医院 富山県 高岡市
池田歯科医院 富山県 高岡市
北村歯科クリニック 富山県 高岡市
木下歯科医院 富山県 高岡市
立浪歯科医院 富山県 高岡市
おぎの歯科医院 富山県 黒部市
のと歯科 富山県 黒部市
医）新医会　うめかわ歯科クリニック 富山県 黒部市
河村歯科医院 富山県 黒部市
岩井歯科クリニック 富山県 黒部市
清田歯科医院 富山県 黒部市
前田歯科クリニック 富山県 黒部市
中央歯科医院 富山県 黒部市
田中歯科医院 富山県 黒部市
平井デンタルクリニック 富山県 黒部市
イワオ歯科医院 富山県 射水市
おくむら歯科医院 富山県 射水市
やまざき歯科医院 富山県 射水市
わだ歯科医院 富山県 射水市
安田歯科医院 富山県 射水市
岩井歯科医院 富山県 射水市
高畠歯科医院 富山県 射水市
黒川歯科医院 富山県 射水市
山田歯科医院 富山県 射水市
松木歯科医院 富山県 射水市
真生会デンタルクリニック 富山県 射水市
清水歯科クリニック 富山県 射水市
石川歯科クリニック 富山県 射水市
大谷歯科医院 富山県 射水市
道振歯科医院 富山県 射水市
あらい歯科クリニック 富山県 小矢部市
岡宗歯科医院 富山県 小矢部市
五郎丸歯科クリニック 富山県 小矢部市
山田歯科医院 富山県 小矢部市
渡辺歯科医院 富山県 小矢部市
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医療法人社団光晴会　荒井歯科医院 富山県 中新川郡
加藤歯科医院 富山県 中新川郡
小森歯科医院 富山県 中新川郡
川口歯科医院 富山県 中新川郡
おくだ歯科医院 富山県 砺波市
村井歯科医院 富山県 砺波市
長久デンタルクリニック 富山県 砺波市
澤越歯科医院 富山県 砺波市
グリーン歯科 富山県 南砺市
りきゅうデンタルオフィス 富山県 南砺市
細川歯科医院 富山県 南砺市
山本武夫歯科医院 富山県 南砺市
中尾歯科医院 富山県 南砺市
得能歯科医院 富山県 南砺市
かわかみ歯科医院 富山県 氷見市
桶家歯科医院 富山県 氷見市
加藤歯科医院 富山県 氷見市
小山歯科医院 富山県 氷見市
新谷歯科医院 富山県 氷見市
いしかわ歯科医院 富山県 富山市
いなみ歯科クリニック 富山県 富山市
かねだデンタルクリニック 富山県 富山市
カムカム矯正・小児歯科 富山県 富山市
さいとう歯科医院 富山県 富山市
しいな歯科クリニック 富山県 富山市
すずき歯科医院 富山県 富山市
ひでしま歯科医院 富山県 富山市
みほ小児歯科医院 富山県 富山市
みわ矯正歯科医院 富山県 富山市
やすむら歯科医院 富山県 富山市
ゆう歯科クリニック 富山県 富山市
よしだ歯科クリニック 富山県 富山市
ライト歯科クリニック 富山県 富山市
医）輔車会　今村歯科医院 富山県 富山市
医療法人社団　　島　歯科医院 富山県 富山市
医療法人社団　ムラヤマ歯科 富山県 富山市
医療法人社団城南会城南デンタルクリニック 富山県 富山市
横田歯科医院 富山県 富山市
岡崎歯科クリニック 富山県 富山市
岡本歯科医院 富山県 富山市
加藤歯科医院 富山県 富山市
家城歯科医院 富山県 富山市
吉田歯科医院 富山県 富山市
吉田歯科医院 富山県 富山市
栗山歯科医院 富山県 富山市
原田歯科医院 富山県 富山市
幸福歯科医院 富山県 富山市
広野歯科クリニック 富山県 富山市
江川歯科医院 富山県 富山市
歯科アールクリニック 富山県 富山市
酒井歯科医院 富山県 富山市
小崎歯科医院 富山県 富山市
森井歯科医院 富山県 富山市
水越歯科医院 富山県 富山市
杉江歯科医院 富山県 富山市
泉歯科医院 富山県 富山市
天正寺歯科医院 富山県 富山市
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土肥歯科医院 富山県 富山市
美輝歯科医院 富山県 富山市
富山県歯科保健医療総合センター 富山県 富山市
ながひさ歯科クリニック 富山県 高岡市
かほくデンタルクリニック 石川県 かほく市
飯利歯科医院 石川県 かほく市
浜田歯科クリニック 石川県 かほく市
スマイル歯科クリニック 石川県 羽咋郡
フォーラムデンタルクリニック 石川県 羽咋郡
医療法人社団　山岸歯科医院 石川県 羽咋郡
てらい歯科クリニック 石川県 羽咋郡志賀町
立浦歯科医院 石川県 羽咋郡宝達志水町
やち歯科医院 石川県 羽咋市
岩原歯科医院 石川県 羽咋市
高沢歯科医院 石川県 羽咋市
柴田歯科医院 石川県 羽咋市
北村歯科医院 石川県 羽咋市
アルプラザ歯科 石川県 加賀市
サン歯科クリニック 石川県 加賀市
たばた歯科 石川県 加賀市
なかみち歯科 石川県 加賀市
にしやまファミリー歯科クリニック 石川県 加賀市
笠間歯科医院 石川県 加賀市
久保歯科医院 石川県 加賀市
駒谷歯科医院 石川県 加賀市
今村歯科医院 石川県 加賀市
歯科　クドウ・クリニック 石川県 加賀市
大神歯科医院 石川県 加賀市
塚本歯科医院 石川県 加賀市
楠沢歯科医院 石川県 加賀市
能勢歯科医院 石川県 加賀市
つだ歯科医院 石川県 河北郡
白石歯科医院 石川県 河北郡
よしだ歯科医院 石川県 河北郡内灘町
小島歯科医院 石川県 河北郡内灘町
アイリス歯科クリニック 石川県 金沢市
あおば歯科クリニック 石川県 金沢市
あらき歯科 石川県 金沢市
アルバ歯科クリニック 石川県 金沢市
ア歯科診療所 石川県 金沢市
おおのり歯科医院 石川県 金沢市
おかべ歯科医院 石川県 金沢市
かきはら歯科 石川県 金沢市
かなざわ矯正歯科クリニック 石川県 金沢市
きのした歯科医院 石川県 金沢市
くぼた矯正歯科医院 石川県 金沢市
クラウン歯科クリニック 石川県 金沢市
グリーン歯科クリニック 石川県 金沢市
さとう歯科医院 石川県 金沢市
しま矯正歯科 石川県 金沢市
しもむら歯科 石川県 金沢市
スター矯正歯科・歯科 石川県 金沢市
せせらぎ歯科クリニック 石川県 金沢市
ただ歯科クリニック 石川県 金沢市
たんぼ歯科診療所 石川県 金沢市
つばさ歯科医院 石川県 金沢市
デンタルケア南條歯科 石川県 金沢市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 144



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

とも歯科クリニック 石川県 金沢市
なかはま歯科医院 石川県 金沢市
にい歯科 石川県 金沢市
ぬりや歯科医院 石川県 金沢市
はすいけ歯科 石川県 金沢市
ハッピー歯科医院 石川県 金沢市
ばんどう歯科医院 石川県 金沢市
ひまわり歯科医院 石川県 金沢市
ヒラ歯科医院 石川県 金沢市
ヒロデンタルクリニック 石川県 金沢市
ふくむら歯科医院 石川県 金沢市
ませ歯科医院 石川県 金沢市
まだち歯科医院 石川県 金沢市
まつした歯科医院 石川県 金沢市
まめだ歯科医院 石川県 金沢市
モリ歯科クリニック 石川県 金沢市
やまもと歯科医院 石川県 金沢市
よしお歯科クリニック 石川県 金沢市
わたなべ歯科クリニック 石川県 金沢市
安宅歯科医院 石川県 金沢市
伊藤歯科医院 石川県 金沢市
医）ユー歯科クリニック 石川県 金沢市
医療法人社団　和平歯科医院 石川県 金沢市
医療法人社団加藤歯科 石川県 金沢市
医療法人社団近藤クリニック 石川県 金沢市
医療法人社団山本歯科医院 石川県 金沢市
医療法人社団小林歯科クリニック 石川県 金沢市
医療法人社団津田歯科医院 石川県 金沢市
井東歯科医院 石川県 金沢市
岡本歯科医院 石川県 金沢市
加藤歯科医院 石川県 金沢市
雅歯科医院 石川県 金沢市
外堀歯科医院 石川県 金沢市
丘村歯科医院 石川県 金沢市
宮田歯科室 石川県 金沢市
金沢まごころ歯科 石川県 金沢市
結城歯科医院 石川県 金沢市
向歯科医院 石川県 金沢市
香林歯科・矯正歯科 石川県 金沢市
香林坊歯科クリニック 石川県 金沢市
高田歯科医院 石川県 金沢市
高尾　佐々木歯科医院 石川県 金沢市
高野歯科医院 石川県 金沢市
黒川歯科医院 石川県 金沢市
佐々木歯科医院 石川県 金沢市
歯科はぐくみの郷 石川県 金沢市
歯科並木町　斎藤クリニック 石川県 金沢市
秋谷歯科医院 石川県 金沢市
匠歯科医院 石川県 金沢市
小山田歯科医院 石川県 金沢市
小島歯科クリニック 石川県 金沢市
庄田歯科 石川県 金沢市
松野歯科医院 石川県 金沢市
杉歯科クリニック 石川県 金沢市
西田歯科クリニック 石川県 金沢市
西南部歯科医院 石川県 金沢市
石川県口腔保健医療センター 石川県 金沢市
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千田歯科クリニック 石川県 金沢市
泉野歯科 石川県 金沢市
倉歯科医院 石川県 金沢市
大矢歯科医院 石川県 金沢市
竹中歯科医院 石川県 金沢市
竹内歯科医院 石川県 金沢市
中山セントラル歯科 石川県 金沢市
中塚歯科医院 石川県 金沢市
長田歯科医院 石川県 金沢市
渡辺歯科医院 石川県 金沢市
東歯科医院 石川県 金沢市
南川歯科医院 石川県 金沢市
白根歯科クリニック 石川県 金沢市
白石歯科クリニック 石川県 金沢市
白尾歯科 石川県 金沢市
八田歯科医院 石川県 金沢市
八木歯科 石川県 金沢市
伏見台歯科クリニック 石川県 金沢市
福田歯科医院 石川県 金沢市
北原歯科医院 石川県 金沢市
北鳴歯科医院 石川県 金沢市
本保歯科医院 石川県 金沢市
木村歯科医院 石川県 金沢市
蓮池歯科医院 石川県 金沢市
高橋歯科医院 石川県 鹿島郡
和泉歯科医院 石川県 鹿島郡
かぶと歯科医院 石川県 七尾市
とよはら歯科医院 石川県 七尾市
のとじま歯科クリニック 石川県 七尾市
みやした歯科医院 石川県 七尾市
舘歯科医院 石川県 七尾市
春木歯科クリニック 石川県 七尾市
杉原歯科医院 石川県 七尾市
西野歯科医院 石川県 七尾市
島田歯科医院 石川県 七尾市
浜岸歯科医院 石川県 七尾市
木山歯科医院 石川県 七尾市
和倉歯科クリニック 石川県 七尾市
カーム歯科医院 石川県 珠洲市
たかせ歯科医院 石川県 珠洲市
たかせ歯科医院 石川県 珠洲市
岡村歯科医院 石川県 珠洲市
中浜歯科医院 石川県 珠洲市
くすのき歯科医院 石川県 小松市
ごとう歯科クリニック 石川県 小松市
たけだ歯科クリニック 石川県 小松市
粟津歯科医院 石川県 小松市
安井デンタルクリニック 石川県 小松市
安井歯科医院 石川県 小松市
伊藤歯科医院 石川県 小松市
医療法人社団小嶋歯科医院 石川県 小松市
医療法人社団辻歯科医院 石川県 小松市
矯正歯科石井クリニック 石川県 小松市
犬丸歯科医院 石川県 小松市
高橋歯科医院 石川県 小松市
酒井歯科医院 石川県 小松市
曽山歯科クリニック 石川県 小松市
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中谷歯科クリニック 石川県 小松市
馬場歯科医院 石川県 小松市
浜野歯科医院 石川県 小松市
堀口歯科・耳鼻いんこう科医院 石川県 小松市
しおむら歯科医院 石川県 能美市
つかさ歯科クリニック 石川県 能美市
吉光歯科医院 石川県 能美市
杉本歯科医院 石川県 能美市
北本歯科医院 石川県 能美市
たに歯科クリニック 石川県 白山市
なかむら歯科クリニック 石川県 白山市
なりのぼう歯科口腔外科クリニック 石川県 白山市
医療法人社団吉本歯科医院 石川県 白山市
荒井歯科医院 石川県 白山市
佐々木歯科医院 石川県 白山市
水野歯科浜町クリニック 石川県 白山市
世戸歯科クリニック 石川県 白山市
西川歯科医院 石川県 白山市
津田歯科医院 石川県 白山市
東山歯科医院 石川県 白山市
木戸歯科医院 石川県 白山市
おおせと歯科クリニック 石川県 鳳珠郡
まない歯科医院 石川県 鳳珠郡
医療法人社団かど歯科医院 石川県 鳳珠郡
草山歯科医院 石川県 鳳珠郡
かわはら歯科医院 石川県 野々市市
はせがわ歯科・矯正歯科 石川県 野々市市
めばえ歯科・矯正歯科 石川県 野々市市
医療法人矢原歯科医院 石川県 野々市市
金沢歯科医院 石川県 野々市市
江尻歯科医院 石川県 野々市市
山本歯科クリニック 石川県 野々市市
いわい歯科クリニック 石川県 輪島市
ながい歯科医院 石川県 輪島市
マルト歯科医院 石川県 輪島市
医療法人社団　角歯科医院 石川県 輪島市
広江歯科 石川県 輪島市
笹谷歯科医院 石川県 輪島市
山　昌平歯科医院 石川県 輪島市
山口歯科医院 石川県 輪島市
松原歯科医院 石川県 輪島市
新本歯科医院 石川県 河北郡津幡町
新家歯科医院 福井県 あわら市
齊藤歯科医院 福井県 あわら市
あさざわ歯科医院 福井県 越前市
いんべ歯科 福井県 越前市
はせがわ歯科 福井県 越前市
医療法人　親徳会　山王歯科 福井県 越前市
岩堀歯科クリニック 福井県 越前市
増永歯科医院 福井県 越前市
天井歯科医院 福井県 越前市
藤井歯科医院 福井県 越前市
平井歯科医院 福井県 越前市
伊藤医院　歯科 福井県 吉田郡永平寺町
内山歯科医院 福井県 吉田郡永平寺町
ふみむら歯科クリニック 福井県 坂井市
梶川歯科医院 福井県 坂井市
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大野歯科医院 福井県 坂井市
田中歯科医院 福井県 坂井市
いなみ歯科医院 福井県 鯖江市
きたお　歯科 福井県 鯖江市
ひまわり歯科クリニック 福井県 鯖江市
医療法人ア歯科峯田診療所 福井県 鯖江市
加藤歯科医院 福井県 鯖江市
森歯科医院 福井県 鯖江市
柳町竹内歯科 福井県 鯖江市
石畝歯科医院 福井県 勝山市
歯科大下医院 福井県 小浜市
野村歯科医院 福井県 小浜市
広瀬歯科医院 福井県 大野市
遠矢歯科医院 福井県 丹生郡
三好歯科宮崎分院 福井県 丹生郡
こうじたに歯科 福井県 敦賀市
たかはし歯科 福井県 敦賀市
医療法人筍会　たけの子歯科 福井県 敦賀市
岸歯科医院 福井県 敦賀市
岸本歯科医院 福井県 敦賀市
澤村歯科医院 福井県 敦賀市
松田歯科医院 福井県 福井県
Ａｉ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 福井県 福井市
いくた歯科医院 福井県 福井市
うちやま歯科クリニック 福井県 福井市
おおのや歯科医院 福井県 福井市
オカダ歯科医院 福井県 福井市
さくら歯科医院 福井県 福井市
ささじま歯科医院 福井県 福井市
しば歯科医院 福井県 福井市
スマイル歯科クリニック 福井県 福井市
たにはた歯科クリニック 福井県 福井市
なかむら歯科クリニック 福井県 福井市
ヒガシダ歯科 福井県 福井市
ひじりデンタルクリニック 福井県 福井市
ミヤケ歯科医院 福井県 福井市
伊藤歯科クリニック 福井県 福井市
医）　上田歯科医院 福井県 福井市
医療法人　カトウ矯正歯科 福井県 福井市
医療法人　青木歯科医院 福井県 福井市
加賀歯科クリニック 福井県 福井市
岩井歯科医院 福井県 福井市
近藤歯科医院 福井県 福井市
三好歯科 福井県 福井市
山崎歯科医院 福井県 福井市
山田歯科医院 福井県 福井市
松本歯科医院 福井県 福井市
森本歯科医院 福井県 福井市
村上歯科医院 福井県 福井市
大橋歯科 福井県 福井市
大野歯科医院 福井県 福井市
栃木歯科医院 福井県 福井市
福井口腔保健センター 福井県 福井市
福井市休日急患歯科診療所 福井県 福井市
矢部歯科医院 福井県 福井市
曽我歯科 滋賀県 愛知郡
中村歯科医院 滋賀県 愛知郡
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コウ歯科クリニック 滋賀県 蒲生郡
金谷歯科医院 滋賀県 蒲生郡
堀歯科医院 滋賀県 蒲生郡
門坂歯科医院 滋賀県 蒲生郡日野町
マナベ歯科医院 滋賀県 近江八幡市
松橋歯科医院 滋賀県 近江八幡市
富永歯科医院 滋賀県 近江八幡市
北村歯科医院 滋賀県 近江八幡市
うかい歯科 滋賀県 栗東市
おおはしファミリー歯科 滋賀県 栗東市
芦田歯科医院 滋賀県 栗東市
浅田歯科医院 滋賀県 栗東市
大槻歯科医院 滋賀県 栗東市
中沢歯科医院 滋賀県 栗東市
芦田歯科医院 滋賀県 湖南市
医療法人　貴志会　スマイル歯科 滋賀県 湖南市
佐藤歯科医院 滋賀県 湖南市
室谷歯科医院 滋賀県 湖南市
内貴歯科医院 滋賀県 湖南市
アップルデンタルクリニック 滋賀県 甲賀市
もんや歯科クリニック 滋賀県 甲賀市
西田歯科医院 滋賀県 甲賀市
竹村歯科医院 滋賀県 甲賀市
うえはら歯科 滋賀県 高島市
安原歯科医院 滋賀県 高島市
医療法人前川歯科医院 滋賀県 高島市
横木歯科医院 滋賀県 高島市
歯科山本医院 滋賀県 高島市
（医）すもと岡本歯科 滋賀県 守山市
ごとう歯科医院 滋賀県 守山市
ひがき歯科医院 滋賀県 守山市
医療法人　せの歯科医院 滋賀県 守山市
佐藤歯科医院 滋賀県 守山市
西川歯科医院 滋賀県 守山市
大橋歯科クリニック 滋賀県 守山市
中西歯科医院 滋賀県 守山市
津曲歯科 滋賀県 守山市
髙橋歯科医院 滋賀県 守山市
アキデンタルクリニック 滋賀県 草津市
いしい歯科 滋賀県 草津市
ナオデンタルオフィス竹村歯科 滋賀県 草津市
にのみや歯科 滋賀県 草津市
ひこ矯正歯科 滋賀県 草津市
ひとみ小町歯科 滋賀県 草津市
伊庭歯科医院 滋賀県 草津市
医療法人　かがやき歯科クリニック 滋賀県 草津市
医療法人社団碧森会　森歯科医院 滋賀県 草津市
後藤歯科 滋賀県 草津市
高田歯科 滋賀県 草津市
芝田歯科クリニック 滋賀県 草津市
純歯科医院 滋賀県 草津市
草津たかはし歯科医院 滋賀県 草津市
淡海デンタルクリニック 滋賀県 草津市
有馬歯科クリニック 滋賀県 草津市
おかだ歯科医院 滋賀県 大津市
クオーレ歯科クリニック 滋賀県 大津市
くわの歯科 滋賀県 大津市
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しま歯科クリニック 滋賀県 大津市
しらゆり歯科クリニック 滋賀県 大津市
そら歯科クリニック 滋賀県 大津市
むらた歯科クリニック 滋賀県 大津市
ローズ山本歯科 滋賀県 大津市
医療法人　中橋歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人セント・パウロ　光吉歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人はしもと歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人やまだ歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人伊東歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人輝翔会西大津歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人将和会　佐野歯科クリニック 滋賀県 大津市
医療法人大津京おおくぼ歯科医院 滋賀県 大津市
医療法人八木歯科 滋賀県 大津市
吉川歯科医院 滋賀県 大津市
吉田歯科医院 滋賀県 大津市
古川歯科医院 滋賀県 大津市
古藤歯科医院 滋賀県 大津市
高山歯科医院 滋賀県 大津市
高山歯科医院 滋賀県 大津市
佐田歯科医院 滋賀県 大津市
歯科佐々木医院 滋賀県 大津市
小川歯科医院 滋賀県 大津市
植西歯科医院 滋賀県 大津市
植西第三歯科医院 滋賀県 大津市
西村歯科 滋賀県 大津市
曽根歯科医院 滋賀県 大津市
中村歯科医院 滋賀県 大津市
東野歯科医院 滋賀県 大津市
藤田歯科医院 滋賀県 大津市
奈村歯科医院 滋賀県 大津市
馬杉歯科医院 滋賀県 大津市
尾松歯科医院 滋賀県 大津市
堀内歯科医院 滋賀県 大津市
野玉歯科医院 滋賀県 大津市
つじ歯科医院 滋賀県 長浜市
やす歯科医院 滋賀県 長浜市
岡野歯科医院 滋賀県 長浜市
松岡歯科医院 滋賀県 長浜市
森島歯科医院 滋賀県 長浜市
成田歯科医院 滋賀県 長浜市
西連寺歯科クリニック 滋賀県 長浜市
草野歯科 滋賀県 長浜市
中瀬歯科医院 滋賀県 長浜市
中村歯科 滋賀県 長浜市
本康歯科クリニック 滋賀県 長浜市
いだはいしゃ 滋賀県 東近江市
おがわ東歯科 滋賀県 東近江市
たつやま歯科医院 滋賀県 東近江市
みなみ歯科 滋賀県 東近江市
医）川副歯科医院 滋賀県 東近江市
医療法人健歯会　住井第二歯科医院 滋賀県 東近江市
医療法人社団　竜歯科医院 滋賀県 東近江市
小川歯科医院 滋賀県 東近江市
織田歯科医院 滋賀県 東近江市
慶祐会　むとう歯科医院 滋賀県 彦根市
桜井歯科医院 滋賀県 彦根市
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三希子歯科 滋賀県 彦根市
歯科白石医院 滋賀県 彦根市
川尻歯科医院 滋賀県 彦根市
曽我歯科医院 滋賀県 彦根市
太田歯科医院 滋賀県 彦根市
太陽歯科医院 滋賀県 彦根市
中山歯科医院 滋賀県 彦根市
白石歯科 滋賀県 彦根市
彦根市立病院 滋賀県 彦根市
近江スミダ歯科医院 滋賀県 米原市
山根歯科医院 滋賀県 米原市
松原歯科医院 滋賀県 米原市
きた歯科医院 滋賀県 野洲市
はしもと歯科医院 滋賀県 野洲市
ふるや歯科医院 滋賀県 野洲市
医療法人社団　小林歯科医院 滋賀県 野洲市
桂歯科医院 滋賀県 野洲市
樋上歯科医院 滋賀県 野洲市
野洲Ｕ歯科・矯正歯科 滋賀県 野洲市
医療法人歯優会中島歯科医院 和歌山県 伊都郡
阪中歯科 和歌山県 伊都郡
吉村歯科診療所 和歌山県 海草郡紀美野町
井内歯科医院 和歌山県 海南市
岡田歯科・矯正歯科医院 和歌山県 海南市
山田歯科 和歌山県 海南市
山本歯科医院 和歌山県 海南市
石山歯科医院 和歌山県 海南市
中山歯科医院 和歌山県 海南市
田井歯科医院 和歌山県 海南市
ｏｋａｄｅｎｔａｌｃｌｉｎｉｃ 和歌山県 岩出市
たかぎ歯科医院 和歌山県 岩出市
みやもと歯科医院 和歌山県 岩出市
医療法人井関歯科医院 和歌山県 岩出市
医療法人昭栄会はたなか歯科クリニック 和歌山県 岩出市
西野歯科医院 和歌山県 岩出市
林歯科医院 和歌山県 岩出市
和歯科クリニック 和歌山県 岩出市
医療法人　山中歯科医院 和歌山県 紀の川市
吉村歯科医院 和歌山県 紀の川市
山本歯科矯正 和歌山県 紀の川市
清瀧歯科医院 和歌山県 紀の川市
辻本歯科医院 和歌山県 紀の川市
こじま歯科医院 和歌山県 橋本市
つちだ歯科医院 和歌山県 橋本市
ひまわり歯科医院 和歌山県 橋本市
海堀歯科医院 和歌山県 橋本市
森田歯科医院 和歌山県 橋本市
石川歯科医院 和歌山県 橋本市
よしだ歯科クリニック 和歌山県 御坊市
谷田歯科医院 和歌山県 御坊市
藤田歯科診療所 和歌山県 御坊市
木村歯科医院 和歌山県 御坊市
ささや歯科医院 和歌山県 新宮市
すがわ歯科医院 和歌山県 新宮市
向井歯科医院 和歌山県 新宮市
小林歯科室 和歌山県 新宮市
尾﨑歯科医院 和歌山県 西牟婁郡すさみ町
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中井歯科医院 和歌山県 西牟婁郡上富田町
武田歯科診療所 和歌山県 西牟婁郡上富田町
伊谷歯科医院 和歌山県 西牟婁郡白浜町
ゆかり歯科 和歌山県 田辺市
医療法人　丸山歯科医院 和歌山県 田辺市
医療法人森信会まどかデンタルクリニック 和歌山県 田辺市
横田歯科医院 和歌山県 田辺市
山本歯科医院 和歌山県 田辺市
山路矯正歯科クリニック 和歌山県 田辺市
須川歯科医院 和歌山県 田辺市
竹原歯科医院 和歌山県 田辺市
田中歯科医院 和歌山県 田辺市
堀歯科クリニック 和歌山県 田辺市
もみの木歯科医院 和歌山県 東牟婁郡
岩井歯科医院 和歌山県 東牟婁郡
川端歯科医院 和歌山県 東牟婁郡串本町
なかの歯科医院 和歌山県 日高郡
ヒロセ歯科医院 和歌山県 日高郡
岡本歯科医院 和歌山県 日高郡
堅田歯科医院 和歌山県 日高郡
平林歯科医院 和歌山県 日高郡
医）若葉会ながたに歯科 和歌山県 有田郡
太田歯科医院 和歌山県 有田郡
やまだ歯科クリニック 和歌山県 有田郡湯浅町
上田歯科 和歌山県 有田郡湯浅町
いながきデンタルクリニック 和歌山県 有田郡有田川町
医療法人　愛有会 和歌山県 有田郡有田川町
荻野歯科医院 和歌山県 有田郡有田川町
吉田歯科 和歌山県 有田郡有田川町
中西歯科医院 和歌山県 有田郡有田川町
医療法人　川島歯科クリニック 和歌山県 有田市
西島歯科医院 和歌山県 有田市
石垣歯科医院 和歌山県 有田市
大浦歯科 和歌山県 有田市
辻本歯科医院 和歌山県 有田市
嶋田歯科医院 和歌山県 有田市
アリマ歯科医院 和歌山県 和歌山市
おおみち歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
オレンジ歯科 和歌山県 和歌山市
グリーン歯科 和歌山県 和歌山市
クレア歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
さのデンタルクリニック 和歌山県 和歌山市
とくつファミリー歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
マルヤマ歯科 和歌山県 和歌山市
むくだい歯科医院 和歌山県 和歌山市
もりおか歯科 和歌山県 和歌山市
もり歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
やの歯科 和歌山県 和歌山市
りく歯科医院 和歌山県 和歌山市
医）川崎歯科医院 和歌山県 和歌山市
医療法人　野上歯科医院 和歌山県 和歌山市
医療法人ほんだ歯科 和歌山県 和歌山市
井関歯科医院 和歌山県 和歌山市
永井歯科医院 和歌山県 和歌山市
園部歯科 和歌山県 和歌山市
沖殿歯科医院 和歌山県 和歌山市
紀三井寺歯科 和歌山県 和歌山市
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貴志歯科医院 和歌山県 和歌山市
宮本歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
玉置歯科医院 和歌山県 和歌山市
研司歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
原田歯科医院 和歌山県 和歌山市
戸村矯正歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
高塚歯科医院 和歌山県 和歌山市
国中歯科医院 和歌山県 和歌山市
山下歯科診療所 和歌山県 和歌山市
山西歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
市川歯科医院 和歌山県 和歌山市
秋月歯科医院 和歌山県 和歌山市
松平ハタ医科歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
松本歯科診療所 和歌山県 和歌山市
上野山歯科 和歌山県 和歌山市
神田歯科医院 和歌山県 和歌山市
杉原歯科医院 和歌山県 和歌山市
西村歯科医院 和歌山県 和歌山市
千代歯科 和歌山県 和歌山市
川崎歯科 和歌山県 和歌山市
川村歯科医院 和歌山県 和歌山市
前岡歯科医院 和歌山県 和歌山市
前田歯科医院 和歌山県 和歌山市
大道歯科医院 和歌山県 和歌山市
谷口歯科医院 和歌山県 和歌山市
中谷医科歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
中野歯科医院 和歌山県 和歌山市
辻岡歯科医院 和歌山県 和歌山市
田井歯科医院 和歌山県 和歌山市
田中ハタ歯科 和歌山県 和歌山市
土谷歯科クリニック 和歌山県 和歌山市
島本歯科 和歌山県 和歌山市
湯川歯科医院 和歌山県 和歌山市
湯浅歯科医院 和歌山県 和歌山市
藤田歯科医院 和歌山県 和歌山市
南海歯科医院 和歌山県 和歌山市
南條歯科医院 和歌山県 和歌山市
熱田歯科室 和歌山県 和歌山市
白川歯科医院 和歌山県 和歌山市
武田歯科医院 和歌山県 和歌山市
木下歯科医院 和歌山県 和歌山市
林歯科医院 和歌山県 和歌山市
和中歯科 和歌山県 和歌山市
髙田歯科医院 和歌山県 和歌山市
やすらぎ歯科医院 奈良県 磯城郡川西町
水谷歯科 奈良県 宇陀市
あおき歯科クリニック 奈良県 橿原市
医療法人きたよし歯科医院 奈良県 橿原市
阪上歯科医院 奈良県 橿原市
正田歯科医院 奈良県 橿原市
仲川歯科クリニック 奈良県 橿原市
田中歯科医院 奈良県 橿原市
渡辺歯科医院 奈良県 橿原市
平井歯科診療所 奈良県 橿原市
うめだ歯科 奈良県 葛城市
原田歯科医院 奈良県 葛城市
椿本歯科医院 奈良県 葛城市
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おおかわ歯科 奈良県 吉野郡大淀町
今田歯科医院 奈良県 五條市
正司歯科医院 奈良県 御所市
増田歯科医院 奈良県 御所市
花岡歯科医院 奈良県 御所市新地町
医療法人有真会たかさき歯科医院 奈良県 香芝市
岡本歯科医院 奈良県 香芝市
島田歯科医院 奈良県 高市郡高取町
ふくだ歯科医院 奈良県 桜井市
上海道歯科医院 奈良県 桜井市
三室歯科医院 奈良県 生駒郡三郷町
寺嶋歯科 奈良県 生駒郡三郷町
芳本歯科医院 奈良県 生駒郡斑鳩町
西歯科 奈良県 生駒郡平群町
中田歯科医院 奈良県 生駒郡平群町
うちだ矯正歯科クリニック 奈良県 生駒市
かみだ歯科 奈良県 生駒市
からにしき歯科クリニック 奈良県 生駒市
きむら歯科 奈良県 生駒市
湖山歯科医院 奈良県 生駒市
松中歯科医院 奈良県 生駒市
島野歯科クリニック 奈良県 生駒市
おうにし歯科医院 奈良県 大和郡山市
もりおか歯科 奈良県 大和郡山市
吉田歯科医院 奈良県 大和郡山市
ウエダ歯科 奈良県 大和高田市
ふかみ歯科・矯正科クリニック 奈良県 大和高田市
医療法人賢藍会　やまもと歯科 奈良県 大和高田市
松尾歯科医院 奈良県 大和高田市
西川歯科医院 奈良県 天理市
田中歯科医院 奈良県 天理市
堀川歯科医院 奈良県 天理市
名倉歯科医院 奈良県 天理市
いずみ歯科医院 奈良県 奈良市
いつさき歯科 奈良県 奈良市
かじはら歯科医院 奈良県 奈良市
すずき歯科 奈良県 奈良市
ハート歯科クリニック 奈良県 奈良市
ひがしうら歯科 奈良県 奈良市
ひだ歯科医院 奈良県 奈良市
みずの歯科 奈良県 奈良市
やまもと歯科医院 奈良県 奈良市
伊熊歯科医院 奈良県 奈良市
医療法人よつば会　クローバー小児歯科 奈良県 奈良市
医療法人浦野歯科医院 奈良県 奈良市
稲田デンタルクリニック 奈良県 奈良市
横井歯科医院　朱雀診療所 奈良県 奈良市
岡西歯科医院 奈良県 奈良市
岡村歯科医院 奈良県 奈良市
芝原歯科 奈良県 奈良市
小野歯科医院 奈良県 奈良市
松岡歯科医院 奈良県 奈良市
西川歯科医院 奈良県 奈良市
池元歯科医院 奈良県 奈良市
中島歯科 奈良県 奈良市
渡辺歯科医院 奈良県 奈良市
入部歯科医院 奈良県 奈良市
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馬場歯科医院 奈良県 奈良市
畑下歯科医院 奈良県 奈良市
浜中矯正歯科クリニック 奈良県 奈良市
冨森歯科医院 奈良県 奈良市
米田歯科医院 奈良県 奈良市
野阪歯科医院 奈良県 奈良市
有山よしのぶ歯科医院 奈良県 奈良市
竹田歯科 奈良県 北葛城郡河合町
東谷歯科医院 奈良県 北葛城郡河合町
よしおか歯科医院 奈良県 北葛城郡広陵町
医療法人ブリエ会　かつらぎ歯科医院 奈良県 北葛城郡上牧町
医療法人丹進会　武田歯科 京都府 綾部市
こすぎ歯科医院 京都府 宇治市
ごとう歯科クリニック 京都府 宇治市
つまのひまわり歯科 京都府 宇治市
つまの歯科 京都府 宇治市
とちむら歯科医院 京都府 宇治市
ながい歯科医院 京都府 宇治市
なかむら歯科医院 京都府 宇治市
医療法人　聖医会　中村歯科医院 京都府 宇治市
医療法人やまば歯科医院 京都府 宇治市
医療法人社団優高会　かわい歯科クリニック 京都府 宇治市
医療法人桃李六然会いほき歯科医院 京都府 宇治市
医療法人友誠会西垣歯科医院 京都府 宇治市
塩野歯科医院 京都府 宇治市
吉村歯科医院 京都府 宇治市
三光寺歯科医院 京都府 宇治市
松尾歯科医院 京都府 宇治市
神田歯科医院 京都府 宇治市
水谷歯科医院 京都府 宇治市
鷹取歯科医院 京都府 宇治市
中村歯科医院 京都府 宇治市
武田歯科医院 京都府 宇治市
保田歯科医院 京都府 宇治市
万木歯科医院 京都府 宇治市
野田歯科医院 京都府 宇治市
鈴木宏受歯科医院 京都府 宇治市
うめやま歯科医院 京都府 乙訓郡
こうもと歯科医院 京都府 亀岡市
安井歯科医院 京都府 亀岡市
浦田歯科医院 京都府 亀岡市
細木歯科医院 京都府 亀岡市
天野歯科医院 京都府 亀岡市
嶋村歯科医院 京都府 亀岡市
いそざき歯科医院 京都府 久世郡久御山町
原田歯科 京都府 久世郡久御山町
松永歯科医院 京都府 久世郡久御山町
医療法人　白修会　金下歯科・矯正歯科 京都府 宮津市
向井歯科医院 京都府 宮津市
のいち歯科医院 京都府 京丹後市
井上歯科医院 京都府 京丹後市
わたせ歯科医院 京都府 京田辺市
河村歯科医院 京都府 京田辺市
三宅歯科医院 京都府 京田辺市
織田歯科医院 京都府 京田辺市
石田歯科診療所 京都府 京田辺市
池田歯科医院 京都府 京田辺市
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橋本歯科医院 京都府 京都市
おおしろ歯科医院 京都府 京都市右京区
サガミ歯科医院 京都府 京都市右京区
さが松井歯科医院 京都府 京都市右京区
タキノ歯科医院 京都府 京都市右京区
ヤスオ歯科医院 京都府 京都市右京区
よねざわ歯科医院 京都府 京都市右京区
医療法人社団恵会むろ歯科医院 京都府 京都市右京区
高井歯科医院 京都府 京都市右京区
高溝歯科医院 京都府 京都市右京区
神谷歯科医院 京都府 京都市右京区
たね歯科クリニック 京都府 京都市下京区
医療法人とみい歯科クリニック 京都府 京都市下京区
医療法人健進会　林歯科診療所 京都府 京都市下京区
医療法人社団愛泉会　山本歯科医院 京都府 京都市下京区
出口歯科医院 京都府 京都市下京区
竹内歯科医院 京都府 京都市下京区
日の丸歯科医院 京都府 京都市下京区
平野歯科医院 京都府 京都市下京区
かいはら歯科クリニック 京都府 京都市左京区
きょうこ歯科・矯正歯科 京都府 京都市左京区
せこ歯科クリニック 京都府 京都市左京区
ソウシ　歯科 京都府 京都市左京区
ながおか歯科クリニック 京都府 京都市左京区
モリ 京都府 京都市左京区
もり歯科医院 京都府 京都市左京区
佐野歯科医院 京都府 京都市左京区
山田歯科医院 京都府 京都市左京区
瀬ノ内歯科 京都府 京都市左京区
西村歯科医院 京都府 京都市左京区
速水歯科医院 京都府 京都市左京区
多田歯科診療所 京都府 京都市左京区
中村尚子歯科診療所 京都府 京都市左京区
南部歯科医院 京都府 京都市左京区
堀井歯科医院 京都府 京都市左京区
（医）英友会　古原歯科医院 京都府 京都市山科区
（医）森歯科医院 京都府 京都市山科区
ごとう歯科クリニック 京都府 京都市山科区
まつい歯科クリニック 京都府 京都市山科区
医）村田歯科医院 京都府 京都市山科区
医療法人　育成会　うえの歯科 京都府 京都市山科区
三井歯科 京都府 京都市山科区
三井歯科診療所 京都府 京都市山科区
中川歯科医院 京都府 京都市山科区
櫻木歯科医院 京都府 京都市山科区
ｙｏｓｈｉｋｏ歯科クリニック 京都府 京都市上京区
医療法人明貴会山口歯科医院 京都府 京都市上京区
奥村歯科医院 京都府 京都市上京区
御所東デンタルクリニック 京都府 京都市上京区
松尾歯科医院 京都府 京都市上京区
松林歯科医院 京都府 京都市上京区
中川歯科診療所 京都府 京都市上京区
にしざわ歯科医院 京都府 京都市西京区
岡本歯科医院 京都府 京都市西京区
小笹歯科診療所 京都府 京都市西京区
上山歯科診療所 京都府 京都市西京区
城阪歯科医院 京都府 京都市西京区
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澤田歯科医院 京都府 京都市西京区
あおき歯科 京都府 京都市中京区
いわみ歯科クリニック 京都府 京都市中京区
かおり歯科医院 京都府 京都市中京区
かながわ矯正歯科 京都府 京都市中京区
こじま歯科医院 京都府 京都市中京区
すざく小林歯科 京都府 京都市中京区
たきおか歯科クリニック 京都府 京都市中京区
なかい歯科 京都府 京都市中京区
なかお七本松歯科クリニック 京都府 京都市中京区
のうか歯科医院 京都府 京都市中京区
医療法人社団翔志会たけち歯科クリニック 京都府 京都市中京区
横田歯科口腔外科医院 京都府 京都市中京区
吉川デンタルクリニック 京都府 京都市中京区
山内歯科医院 京都府 京都市中京区
山本歯科口腔外科医院 京都府 京都市中京区
斉藤歯科医院 京都府 京都市中京区
米沢歯科医院 京都府 京都市中京区
奥野歯科祇園縄手診療所 京都府 京都市東山区
藤田歯科医院 京都府 京都市東山区
嘉藤歯科医院 京都府 京都市南区
金子歯科医院 京都府 京都市南区
上田歯科医院 京都府 京都市南区
東　歯科医院 京都府 京都市南区
林歯科医院 京都府 京都市南区
カグチ歯科医院 京都府 京都市伏見区
きたむら歯科医院 京都府 京都市伏見区
こがはしもと歯科医院 京都府 京都市伏見区
さかなか歯科桃山駅前クリニック 京都府 京都市伏見区
はせがわ歯科医院 京都府 京都市伏見区
マス歯科医院 京都府 京都市伏見区
ワタリウエ　歯科 京都府 京都市伏見区
安岡歯科医院 京都府 京都市伏見区
医療法人顕樹会　本田歯科クリニック 京都府 京都市伏見区
河野歯科医院 京都府 京都市伏見区
花井歯科医院 京都府 京都市伏見区
岩井歯科南口診療所 京都府 京都市伏見区
吉田ファミリー歯科 京都府 京都市伏見区
三村歯科医院 京都府 京都市伏見区
山田歯科医院 京都府 京都市伏見区
小林歯科医院 京都府 京都市伏見区
織田歯科医院 京都府 京都市伏見区
長谷川歯科医院 京都府 京都市伏見区
堀口歯科医院 京都府 京都市伏見区
淀おおの歯科クリニック 京都府 京都市伏見区
カミタニ歯科 京都府 京都市北区
きしもと歯科医院 京都府 京都市北区
もり歯科 京都府 京都市北区
鞍馬口歯科医院 京都府 京都市北区
医療法人すみれ　ごう歯科クリニック 京都府 京都市北区
宮本歯科医院６０３ 京都府 京都市北区
上賀茂前田歯科医院 京都府 京都市北区
正木歯科歯科医院 京都府 京都市北区
大西歯科医院 京都府 京都市北区
尾上歯科医院 京都府 京都市北区
向日田中歯科医院 京都府 向日市
坂根歯科医院 京都府 向日市

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 157



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

赤川歯科クリニック 京都府 向日市
前田歯科 京都府 向日市
村井歯科医院 京都府 向日市
竹内歯科医院 京都府 向日市
おくむら歯科医院 京都府 城陽市
加藤歯科医院 京都府 城陽市
吉田歯科医院 京都府 城陽市
佐々木歯科 京都府 城陽市
歯科木村医院 京都府 城陽市
小西歯科医院 京都府 城陽市
村上歯科医院 京都府 城陽市
大塚歯科医院 京都府 城陽市
中山歯科医院 京都府 城陽市
うちだ歯科クリニック 京都府 相楽郡精華町
おざさ歯科医院 京都府 相楽郡精華町
吉川歯科医院 京都府 相楽郡精華町
今井歯科医院 京都府 相楽郡精華町
さわだ矯正歯科クリニック 京都府 長岡京市
なかじょう歯科医院 京都府 長岡京市
ひきだ歯科医院 京都府 長岡京市
医療法人信成会　戸渡歯科診療所 京都府 長岡京市
医療法人中村歯科医院 京都府 長岡京市
岡本歯科クリニック 京都府 長岡京市
高橋歯科医院 京都府 長岡京市
山口歯科医院 京都府 長岡京市
（医）社団清穆会神田歯科診療所 京都府 綴喜郡宇治田原町
かみむら歯科医院 京都府 八幡市
こうの歯科クリニック 京都府 八幡市
くまがい歯科クリニック 京都府 舞鶴市
たかいデンタルクリニック 京都府 舞鶴市
医療法人　白修会　金下矯正歯科 京都府 舞鶴市
竹屋町森歯科クリニック 京都府 舞鶴市
たなか歯科医院 京都府 福知山市
医療法人吉世会昭和町吉見歯科医院 京都府 福知山市
医療法人杉岡歯科医院 京都府 福知山市
小倉歯科診療所 京都府 福知山市
上田歯科クリニック 京都府 福知山市
本堀なかむら歯科医院 京都府 福知山市
わたなべ歯科クリニック 京都府 木津川市
西歯科クリニック 京都府 木津川市
大西歯科医院 京都府 木津川市
坊歯科医院 京都府 木津川市
茂籠歯科医院 京都府 与謝郡与謝野町
竹田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
村正歯科医院 大阪府 岸和田市
うえやま歯科 大阪府 茨木市
きたに歯科クリニック 大阪府 茨木市
こもだ歯科医院 大阪府 茨木市
たけだ歯科 大阪府 茨木市
たむら歯科 大阪府 茨木市
なかえ歯科クリニック 大阪府 茨木市
ながた歯科 大阪府 茨木市
べっぷ歯科 大阪府 茨木市
まぶち歯科医院 大阪府 茨木市
やすい歯科 大阪府 茨木市
わだ歯科医院 大阪府 茨木市
医療法人　慶生会　ひぐち歯科クリニック 大阪府 茨木市
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医療法人　小山デンタルクリニック 大阪府 茨木市
医療法人　松本歯科医院 大阪府 茨木市
医療法人岡田歯科 大阪府 茨木市
医療法人朝田歯科 大阪府 茨木市
永井歯科医院 大阪府 茨木市
榎歯科医院 大阪府 茨木市
荻巣歯科医院 大阪府 茨木市
岸本恵朋会　岸本歯科診療所 大阪府 茨木市
菊田歯科医院 大阪府 茨木市
原田歯科医院 大阪府 茨木市
好田矯正歯科 大阪府 茨木市
荒木歯科医院 大阪府 茨木市
黒田歯科医院 大阪府 茨木市
市田歯科クリニック 大阪府 茨木市
松本矯正歯科 大阪府 茨木市
新井歯科 大阪府 茨木市
森本歯科医院 大阪府 茨木市
土屋歯科医院 大阪府 茨木市
北野歯科医院 大阪府 茨木市
桝井歯科医院 大阪府 茨木市
野呂矯正歯科 大阪府 茨木市
（医）恒久会はびきケ丘デンタルクリニック 大阪府 羽曳野市
おくの歯科医院 大阪府 羽曳野市
たにぐち歯科医院 大阪府 羽曳野市
フジモリ歯科医院 大阪府 羽曳野市
医療法人　角田歯科医院 大阪府 羽曳野市
医療法人　北山歯科クリニック 大阪府 羽曳野市
医療法人双樹会　覚道歯科医院 大阪府 羽曳野市
荒木歯科医院 大阪府 羽曳野市
山本歯科 大阪府 羽曳野市
神谷歯科医院 大阪府 羽曳野市
東浦歯科クリニック 大阪府 羽曳野市
医療法人南歯科医院 大阪府 河内長野市
近藤歯科医院 大阪府 河内長野市
坂口歯科医院 大阪府 河内長野市
中田歯科医院 大阪府 河内長野市
梅崎歯科 大阪府 河内長野市
医療法人　椿原歯科医院 大阪府 貝塚市
医療法人高松会　高松歯科医院 大阪府 貝塚市
医療法人徹山会こやま歯科 大阪府 貝塚市
生長歯科 大阪府 貝塚市
萬田歯科 大阪府 貝塚市
ひらおか歯科医院 大阪府 岸和田市
やまもと歯科クリニック 大阪府 岸和田市
よこた歯科医院 大阪府 岸和田市
医療法人　亜佐日会　堀内歯科医院 大阪府 岸和田市
医療法人　西口歯科 大阪府 岸和田市
医療法人　谷口歯科 大阪府 岸和田市
医療法人春樹会よねたに歯科クリニック 大阪府 岸和田市
医療法人仁音会くすべ歯科 大阪府 岸和田市
山下歯科クリニック 大阪府 岸和田市
山本歯科医院 大阪府 岸和田市
上野歯科医院 大阪府 岸和田市
西村歯科医院 大阪府 岸和田市
泉本歯科 大阪府 岸和田市
福本歯科 大阪府 岸和田市
木村歯科医院 大阪府 岸和田市
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すなみ歯科医院 大阪府 交野市
医）寺嶋・塚田こどもクリニックみづほ歯科 大阪府 交野市
医療法人　雲川歯科医院 大阪府 交野市
医療法人　光会　おかの歯科クリック 大阪府 交野市
医療法人　太田歯科医院 大阪府 交野市
医療法人　楠元歯科医院 大阪府 交野市
医療法人　望月歯科 大阪府 交野市
奥田歯科医院 大阪府 交野市
原歯科医院 大阪府 交野市
原歯科医院 大阪府 交野市
後藤歯科医院 大阪府 交野市
中西歯科 大阪府 交野市
とどう歯科クリニック 大阪府 高石市
ひの歯科医院 大阪府 高石市
むねお歯科 大阪府 高石市
もりした歯科医院 大阪府 高石市
医療法人　仲西歯科医院 大阪府 高石市
岸田歯科 大阪府 高石市
宮川歯科医院 大阪府 高石市
佐野歯科医院 大阪府 高石市
飯田歯科医院 大阪府 高石市
兵頭歯科医院 大阪府 高石市
えむら歯科 大阪府 高槻市
おおくぼ歯科医院 大阪府 高槻市
きしもと歯科医院 大阪府 高槻市
きたむら歯科医院 大阪府 高槻市
さくま歯科クリニック 大阪府 高槻市
たじま歯科クリニック 大阪府 高槻市
デンタルクリニックいその 大阪府 高槻市
とみやま歯科クリニック 大阪府 高槻市
ひろし歯科本通クリニック 大阪府 高槻市
ひろの歯科 大阪府 高槻市
ふじもと歯科 大阪府 高槻市
ほりお歯科医院 大阪府 高槻市
リーエデンタルクリニック大月 大阪府 高槻市
愛仁会リハビリテーション病院 大阪府 高槻市
医療法人　おんだ歯科医院 大阪府 高槻市
医療法人　きしもと歯科医院 大阪府 高槻市
医療法人　豊田歯科医院 大阪府 高槻市
医療法人杏仁会　おかだ歯科クリニック 大阪府 高槻市
下村歯科医院 大阪府 高槻市
河原歯科クリニック 大阪府 高槻市
賀屋歯科 大阪府 高槻市
岸本歯科医院 大阪府 高槻市
吉岡歯科医院 大阪府 高槻市
吉川歯科医院 大阪府 高槻市
久保デンタルクリニック 大阪府 高槻市
佐々木歯科クリニック 大阪府 高槻市
砂野歯科医院 大阪府 高槻市
細田歯科 大阪府 高槻市
山賀歯科クリニック 大阪府 高槻市
山西歯科 大阪府 高槻市
山本歯科医院 大阪府 高槻市
山邊歯科医院 大阪府 高槻市
小西歯科医院 大阪府 高槻市
松本歯科クリニック 大阪府 高槻市
松本歯科医院 大阪府 高槻市
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森田歯科医院 大阪府 高槻市
増田歯科 大阪府 高槻市
中井歯科医院 大阪府 高槻市
中道歯科医院 大阪府 高槻市
中野　歯科医院 大阪府 高槻市
長谷川歯科医院 大阪府 高槻市
藤岡歯科医院 大阪府 高槻市
藤田歯科医院 大阪府 高槻市
美濃歯科 大阪府 高槻市
福田歯科クリニック 大阪府 高槻市
片岡歯科診療所 大阪府 高槻市
門田歯科クリニック 大阪府 高槻市
矢野歯科医院 大阪府 高槻市
ねごろ歯科医院 大阪府 阪南市
まさと歯科医院 大阪府 阪南市
医療法人桃和会きたの歯科医院 大阪府 阪南市
どい歯科クリニック 大阪府 堺市
出雲歯科医院 大阪府 堺市
あゆみ歯科ゆうこ堺診療所 大阪府 堺市堺区
コヤマ歯科クリニック 大阪府 堺市堺区
ひさえ歯科クリニック 大阪府 堺市堺区
ふじもと歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人　河田歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人　増田歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人　天津歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人佳晴会おのえ歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人学歯会　中山歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人康正会　小村歯科 大阪府 堺市堺区
医療法人祐愛会　西村歯科 大阪府 堺市堺区
井上歯科医院 大阪府 堺市堺区
井川歯科医院 大阪府 堺市堺区
岡田歯科医院 大阪府 堺市堺区
岡本歯科医院 大阪府 堺市堺区
河合歯科医院 大阪府 堺市堺区
坂口歯科診療所 大阪府 堺市堺区
松本歯科医院 大阪府 堺市堺区
清恵会病院 大阪府 堺市堺区
西尾歯科医院 大阪府 堺市堺区
石倉歯科医院 大阪府 堺市堺区
畑﨑歯科医院 大阪府 堺市堺区
八百歯科医院 大阪府 堺市堺区
平野歯科医院 大阪府 堺市堺区
米田歯科医院 大阪府 堺市堺区
明石歯科医院 大阪府 堺市堺区
髙端デンタルクリニック 大阪府 堺市堺区
がん歯科 大阪府 堺市西区
さこ歯科医院 大阪府 堺市西区
のぐち歯科クリニック 大阪府 堺市西区
フジタ歯科医院 大阪府 堺市西区
よしだ歯科 大阪府 堺市西区
医）育歯会　三谷歯科 大阪府 堺市西区
医療法人　広畑歯科 大阪府 堺市西区
医療法人　米澤歯科医院 大阪府 堺市西区
医療法人　髙田歯科医院 大阪府 堺市西区
医療法人藤井歯科医院 大阪府 堺市西区
宮川桜道歯科医院 大阪府 堺市西区
宮本歯科医院 大阪府 堺市西区
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山西歯科医院 大阪府 堺市西区
山田歯科医院 大阪府 堺市西区
上野芝はやし歯科 大阪府 堺市西区
石川歯科 大阪府 堺市西区
中村歯科医院 大阪府 堺市西区
内田歯科医院 大阪府 堺市西区
うえだ歯科 大阪府 堺市中区
さかお歯科医院 大阪府 堺市中区
さご歯科医院 大阪府 堺市中区
せきや歯科医院 大阪府 堺市中区
なかむら歯科医院 大阪府 堺市中区
よしおか小児歯科 大阪府 堺市中区
医療法人　静和会　なかざわ歯科・小児歯科 大阪府 堺市中区
小滝歯科医院 大阪府 堺市中区
松本歯科医院 大阪府 堺市中区
上原歯科医院 大阪府 堺市中区
西尾歯科医院 大阪府 堺市中区
池田歯科医院 大阪府 堺市中区
中西歯科医院 大阪府 堺市中区
髙安歯科医院 大阪府 堺市中区
いくら歯科 大阪府 堺市東区
カスヤ歯科医院 大阪府 堺市東区
きたざわ歯科クリニック 大阪府 堺市東区
ほしの歯科 大阪府 堺市東区
まつき歯科医院 大阪府 堺市東区
医療法人慶歯会　松下歯科医院 大阪府 堺市東区
医療法人中政会中辻歯科医院 大阪府 堺市東区
吉田歯科クリニック 大阪府 堺市東区
山本歯科医院 大阪府 堺市東区
植田歯科医院 大阪府 堺市東区
西川歯科医院 大阪府 堺市東区
さわい歯科 大阪府 堺市南区
みはらだい歯科クリニック 大阪府 堺市南区
医療法人　井上歯科医院 大阪府 堺市南区
医療法人　常雅会　小出歯科医院 大阪府 堺市南区
医療法人はなぶさ会　たきぐち歯科 大阪府 堺市南区
医療法人活生会筒井歯科医院 大阪府 堺市南区
医療法人精良会　せこぐち歯科 大阪府 堺市南区
医療法人富歯会　川上歯科パンジョ診療所 大阪府 堺市南区
医療法人佑絢会Ｃ＆Ｃナカイデンタルクリニ 大阪府 堺市南区
村屋歯科医院 大阪府 堺市南区
津田歯科医院 大阪府 堺市南区
渡辺歯科 大阪府 堺市南区
筒井歯科 大阪府 堺市南区
二宮歯科クリニック 大阪府 堺市南区
保富歯科医院 大阪府 堺市南区
豆野歯科医院 大阪府 堺市美原区
あらい歯科医院 大阪府 堺市北区
いわがみ歯科なかもずクリニック 大阪府 堺市北区
おおた歯科口腔外科クリニック 大阪府 堺市北区
おとのは歯科 大阪府 堺市北区
くまもと歯科医院 大阪府 堺市北区
もず駅前わたなべ歯科 大阪府 堺市北区
もり歯科医院 大阪府 堺市北区
医療法人　谷歯科医院 大阪府 堺市北区
医療法人　梅香路正歯科医院 大阪府 堺市北区
岡坂歯科医院 大阪府 堺市北区
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河辺歯科医院 大阪府 堺市北区
三宅歯科医院 大阪府 堺市北区
住友歯科医院 大阪府 堺市北区
小島歯科 大阪府 堺市北区
小林歯科医院 大阪府 堺市北区
上田歯科医院 大阪府 堺市北区
森歯科医院 大阪府 堺市北区
杉本仁歯科 大阪府 堺市北区
川上歯科医院 大阪府 堺市北区
増田歯科診療所 大阪府 堺市北区
中野歯科医院 大阪府 堺市北区
片之坂歯科医院 大阪府 堺市北区
万代歯科医院 大阪府 堺市北区
さわだ歯科医院 大阪府 四條畷市
たにむら歯科口腔外科 大阪府 四條畷市
医療法人　のむら歯科 大阪府 四條畷市
医療法人　雲川歯科医院 大阪府 四條畷市
医療法人　河野歯科 大阪府 四條畷市
戸尾歯科クリニック 大阪府 四條畷市
山内歯科医院 大阪府 四條畷市
西田歯科・矯正歯科 大阪府 四條畷市
髙橋歯科医院 大阪府 四條畷市
つかもと歯科医院 大阪府 寺谷町
はまさか歯科 大阪府 守口市
まつむら歯科クリニック 大阪府 守口市
医療法人　清譽会　寺西歯科クリニック 大阪府 守口市
医療法人ふじしろ歯科 大阪府 守口市
医療法人リヒタント　岡本歯科診療所 大阪府 守口市
柿原歯科診療所 大阪府 守口市
三浦歯科医院 大阪府 守口市
山本歯科医院 大阪府 守口市
山﨑歯科診療所 大阪府 守口市
菱田歯科医院 大阪府 守口市
いけおか歯科医院 大阪府 松原市
さつき歯科 大阪府 松原市
ジョイファミリー歯科 大阪府 松原市
ふくもと歯科 大阪府 松原市
医療法人　相志和診会　岩間歯科松原診療所 大阪府 松原市
医療法人櫻陽会たなか歯科クリニック 大阪府 松原市
塩井歯科医院 大阪府 松原市
奥野歯科医院 大阪府 松原市
下野歯科医院 大阪府 松原市
古橋歯科医院 大阪府 松原市
後藤歯科医院 大阪府 松原市
寺下歯科 大阪府 松原市
小渕歯科医院 大阪府 松原市
上田にしもと歯科医院 大阪府 松原市
池田歯科医院 大阪府 松原市
辻本歯科医院 大阪府 松原市
島田歯科診療所 大阪府 松原市
藤田歯科医院 大阪府 松原市
玉川歯科 大阪府 城東区
（医）高真会　おかだ歯科・矯正歯科 大阪府 寝屋川市
あきやま歯科クリニック 大阪府 寝屋川市
かさ歯科医院 大阪府 寝屋川市
かしたに歯科 大阪府 寝屋川市
タナベ歯科 大阪府 寝屋川市
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むらい歯科医院 大阪府 寝屋川市
むらた歯科 大阪府 寝屋川市
医）おおひら歯科 大阪府 寝屋川市
医療法人　山中歯科診療所 大阪府 寝屋川市
医療法人　守丘歯科医院 大阪府 寝屋川市
医療法人　竹田歯科医院 大阪府 寝屋川市
医療法人茜会　かわさき歯科医院 大阪府 寝屋川市
医療法人岩本歯科医院 大阪府 寝屋川市
岡田歯科 大阪府 寝屋川市
岡本歯科診療所 大阪府 寝屋川市
丸岡歯科 大阪府 寝屋川市
宮原デンタルクリニック 大阪府 寝屋川市
香里園かほりまち歯科 大阪府 寝屋川市
佐々木歯科 大阪府 寝屋川市
山添歯科医院 大阪府 寝屋川市
小林歯科 大阪府 寝屋川市
松岡歯科医院 大阪府 寝屋川市
植村歯科医院 大阪府 寝屋川市
西岡歯科クリニック 大阪府 寝屋川市
前田歯科医院 大阪府 寝屋川市
大杉歯科医院 大阪府 寝屋川市
中川歯科医院 大阪府 寝屋川市
中野歯科医院 大阪府 寝屋川市
楢 大阪府 寝屋川市
南歯科医院 大阪府 寝屋川市
二宮歯科医院 大阪府 寝屋川市
福原歯科医院 大阪府 寝屋川市
福地歯科 大阪府 寝屋川市
髙橋歯科医院 大阪府 寝屋川市
（医）岡歯科医院 大阪府 吹田市
（医）手島歯科医院 大阪府 吹田市
いわずみ歯科 大阪府 吹田市
おおたに歯科クリニック 大阪府 吹田市
おかだ歯科クリニック 大阪府 吹田市
かじはら歯科クリニック 大阪府 吹田市
かしわぎ歯科クリニック 大阪府 吹田市
くろまつ歯科医院 大阪府 吹田市
さきなか歯科医院 大阪府 吹田市
そが歯科クリニック 大阪府 吹田市
タカシマ歯科・矯正歯科 大阪府 吹田市
たかはし歯科医院 大阪府 吹田市
ちかしげ歯科クリニック 大阪府 吹田市
つきたに歯科医院 大阪府 吹田市
ときざね矯正歯科 大阪府 吹田市
とのはた歯科 大阪府 吹田市
なかのデンタルクリニック 大阪府 吹田市
のだファミリー歯科 大阪府 吹田市
ハタ歯科医院 大阪府 吹田市
フジタ歯科クリニック 大阪府 吹田市
まりこ小児歯科 大阪府 吹田市
めいゆう矯正歯科 大阪府 吹田市
やまむらデンタルクリニック 大阪府 吹田市
ゆう歯科医院 大阪府 吹田市
よこやま歯科 大阪府 吹田市
よしなか歯科クリニック 大阪府 吹田市
わたせデンタルクリニック 大阪府 吹田市
伊藤デンタルクリニック 大阪府 吹田市
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医）にしかわ．歯科医院みなみせんり本院 大阪府 吹田市
医）歯適塾　三木歯科 大阪府 吹田市
医療法人　光成歯科 大阪府 吹田市
医療法人　西浦歯科医院 大阪府 吹田市
医療法人　谷口歯科医院 大阪府 吹田市
医療法人　中村歯科医院 大阪府 吹田市
医療法人おおた歯科 大阪府 吹田市
医療法人遠藤歯科診療所 大阪府 吹田市
井ノ内歯科医院 大阪府 吹田市
岡本歯科 大阪府 吹田市
喜田歯科医院 大阪府 吹田市
久世歯科医院 大阪府 吹田市
橋本歯科医院 大阪府 吹田市
古川歯科医院 大阪府 吹田市
高橋歯科医院 大阪府 吹田市
佐藤歯科医院 大阪府 吹田市
坂本歯科医院 大阪府 吹田市
三浦歯科 大阪府 吹田市
山下歯科医院 大阪府 吹田市
松井歯科医院 大阪府 吹田市
松本歯科医院 大阪府 吹田市
新井歯科医院 大阪府 吹田市
森岡歯科 大阪府 吹田市
諏佐歯科医院 大阪府 吹田市
水野歯科医院 大阪府 吹田市
杉岡歯科医院 大阪府 吹田市
西浦歯科医院 大阪府 吹田市
西川歯科医院 大阪府 吹田市
千原歯科医院 大阪府 吹田市
大屋歯科医院 大阪府 吹田市
丹羽歯科 大阪府 吹田市
中川歯科クリニック 大阪府 吹田市
中野歯科診療所 大阪府 吹田市
長屋矯正歯科医院 大阪府 吹田市
道家小児歯科 大阪府 吹田市
日野歯科豊津 大阪府 吹田市
和田歯科医院 大阪府 吹田市
おかもと歯科 大阪府 摂津市
かしはら歯科医院 大阪府 摂津市
きじま歯科医院 大阪府 摂津市
すなみ歯科医院 大阪府 摂津市
とみた歯科診療所 大阪府 摂津市
はづき歯科医院 大阪府 摂津市
ふくだ歯科 大阪府 摂津市
医療法人　唐井歯科医院 大阪府 摂津市
医療法人小坂歯科医院 大阪府 摂津市
近藤歯科医院 大阪府 摂津市
杉本歯科医院 大阪府 摂津市
医療法人　小川歯科 大阪府 泉佐野市
医療法人目歯科医院 大阪府 泉佐野市
境歯科医院 大阪府 泉佐野市
庄司歯科医院 大阪府 泉佐野市
中西歯科医院 大阪府 泉佐野市
日根野谷歯科医院 大阪府 泉佐野市
あさくま歯科医院 大阪府 泉大津市
おくくぼ歯科 大阪府 泉大津市
じんや歯科クリニック 大阪府 泉大津市
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タケヤマ歯科 大阪府 泉大津市
ヤマダ矯正歯科 大阪府 泉大津市
医療法人　シンイチカイまごころ歯科 大阪府 泉大津市
磯田歯科医院 大阪府 泉大津市
洪歯科医院 大阪府 泉大津市
黒田歯科医院 大阪府 泉大津市
坂下歯科 大阪府 泉大津市
小滝歯科医院 大阪府 泉大津市
杉山歯科 大阪府 泉大津市
青木歯科医院 大阪府 泉大津市
中田歯科医院 大阪府 泉大津市
濵田歯科医院 大阪府 泉大津市
岸田歯科医院 大阪府 泉南郡熊取町
タニ歯科医院 大阪府 泉北郡忠岡町
医療法人米壽会米本歯科 大阪府 泉北郡忠岡町
いわもと歯科 大阪府 大阪狭山市
医療法人片岡歯科医院 大阪府 大阪狭山市
奥歯科クリニック 大阪府 大阪狭山市
広田歯科クリニック 大阪府 大阪狭山市
中川矯正歯科 大阪府 大阪狭山市
田口歯科医院 大阪府 大阪狭山市
田中歯科医院 大阪府 大阪狭山市
渡辺歯科 大阪府 大阪狭山市
徳竹歯科医院 大阪府 大阪狭山市
林本歯科医院 大阪府 大阪狭山市
つつみした歯科 大阪府 大阪市
岩本歯科医院 大阪府 大阪市
うらた歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
おかやす歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
キダ歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
クシダ歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
くしま矯正歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
こくぶ歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
コハルデンタルクリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
さんこうじ歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
ねんばい歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
プルメリア歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
医療法人　優伸会　えがしら歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
医療法人富歯会　川上歯科あべの診療所 大阪府 大阪市阿倍野区
医療法人優志会ふくだ歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
医療法人優清会　永井歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
岡村歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
岡田歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
河村歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
岸上歯科・矯正歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
久保歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
宮本歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
宮野歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
金村歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
行徳歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
坂本歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
山崎歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
松谷歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
松本歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
川西歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
大内歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
田中歯科クリニック 大阪府 大阪市阿倍野区
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飯田歯科院 大阪府 大阪市阿倍野区
本田歯科医院 大阪府 大阪市阿倍野区
木下矯正歯科 大阪府 大阪市阿倍野区
ＣＯＣＯ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 大阪府 大阪市旭区
タナベ歯科 大阪府 大阪市旭区
としもりサンフィッシュデンタルクリニック 大阪府 大阪市旭区
みずたにデンタルクリニック 大阪府 大阪市旭区
やました歯科 大阪府 大阪市旭区
医療法人應信会としもり歯科医院 大阪府 大阪市旭区
岩本歯科医院 大阪府 大阪市旭区
今市田中歯科医院 大阪府 大阪市旭区
三浦歯科 大阪府 大阪市旭区
小林歯科医院 大阪府 大阪市旭区
赤塚歯科クリニック 大阪府 大阪市旭区
千林よしざわ歯科 大阪府 大阪市旭区
川端歯科医院 大阪府 大阪市旭区
倉松歯科医院 大阪府 大阪市旭区
大宮横山歯科 大阪府 大阪市旭区
中井歯科医院 大阪府 大阪市旭区
田原歯科医院 大阪府 大阪市旭区
東　歯科医院 大阪府 大阪市旭区
藤田歯科医院 大阪府 大阪市旭区
（医）恒生堂　とみもと歯科医院 大阪府 大阪市港区
エナミ歯科医院 大阪府 大阪市港区
おがわ歯科 大阪府 大阪市港区
おざさ歯科 大阪府 大阪市港区
かねだ歯科 大阪府 大阪市港区
こんだ歯科医院 大阪府 大阪市港区
さぬい歯科 大阪府 大阪市港区
ひらお歯科医院 大阪府 大阪市港区
ふじおか歯科医院 大阪府 大阪市港区
まつもと歯科医院 大阪府 大阪市港区
みなと大人こども歯科クリニック 大阪府 大阪市港区
みなと通り歯科クリニック 大阪府 大阪市港区
むらかみ歯科クリニック 大阪府 大阪市港区
わきさか歯科・矯正歯科 大阪府 大阪市港区
安藤歯科医院 大阪府 大阪市港区
医療法人南労会　松浦診療所歯科 大阪府 大阪市港区
医療法人禄士会　大谷歯科　港 大阪府 大阪市港区
井上歯科 大阪府 大阪市港区
越智歯科医院 大阪府 大阪市港区
岡正歯科医院 大阪府 大阪市港区
岡本歯科クリニック 大阪府 大阪市港区
牛田歯科医院 大阪府 大阪市港区
橋本歯科クリニック 大阪府 大阪市港区
金山歯科医院 大阪府 大阪市港区
三好歯科医院 大阪府 大阪市港区
小田歯科医院 大阪府 大阪市港区
西崎歯科医院 大阪府 大阪市港区
丹田歯科医院 大阪府 大阪市港区
中阪歯科医院 大阪府 大阪市港区
中山歯科 大阪府 大阪市港区
田崎歯科医院 大阪府 大阪市港区
田中歯科医院 大阪府 大阪市港区
土橋歯科医院 大阪府 大阪市港区
いしみ歯科 大阪府 大阪市此花区
なぎさ歯科医院 大阪府 大阪市此花区
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ふかせ歯科医院 大阪府 大阪市此花区
医療法人　川井歯科 大阪府 大阪市此花区
医療法人ふかき歯科 大阪府 大阪市此花区
弓倉歯科医院＋ 大阪府 大阪市此花区
山田屋歯科医院 大阪府 大阪市此花区
松井歯科医院 大阪府 大阪市此花区
森歯科医院 大阪府 大阪市此花区
檀上歯科 大阪府 大阪市此花区
田中歯科医院 大阪府 大阪市此花区
あびこ歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
あべ歯科 大阪府 大阪市住吉区
かわの歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
しまぶくろ歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
たけだ歯科 大阪府 大阪市住吉区
もりた歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
やぎ歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
やすば歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
やまもと小児歯科 大阪府 大阪市住吉区
よしの歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
よなみね歯科 大阪府 大阪市住吉区
医療法人　健英会　栗田歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
医療法人　長尾歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
医療法人修成会松浦歯科診療所 大阪府 大阪市住吉区
菊井歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
吉田歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
久米歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
宮井歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
山下歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
山口歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
歯科島野医院 大阪府 大阪市住吉区
小出歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
松岡歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
上谷歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
川野歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
福田歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
野呂歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
髙橋歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
（医）真芳会　上田歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
いなたに歯科 大阪府 大阪市住之江区
きよみ歯科 大阪府 大阪市住之江区
こう歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
さわだ歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
つじもと歯科 大阪府 大阪市住之江区
ひがき歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
ひげた　おとなこども歯科 大阪府 大阪市住之江区
やぶの歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
よしはら歯科 大阪府 大阪市住之江区
よねだ歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
医療法人 大阪府 大阪市住之江区
医療法人　純歯会　山村歯科南港診療所 大阪府 大阪市住之江区
医療法人　藤浪歯科 大阪府 大阪市住之江区
医療法人寛生会　くらみつ歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
医療法人三恵会長崎歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
横路歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
加納歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
角倉歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
鎌田歯科 大阪府 大阪市住之江区
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細井新北島歯科診療所 大阪府 大阪市住之江区
三光寺歯科診療所 大阪府 大阪市住之江区
杉山歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
杉本歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
西山歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
大岡歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
大島歯科 大阪府 大阪市住之江区
置田歯科 大阪府 大阪市住之江区
中村歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
中澤歯科クリニック 大阪府 大阪市住之江区
片山歯科医院 大阪府 大阪市住之江区
柳田歯科 大阪府 大阪市住之江区
しらかみ歯科クリニック 大阪府 大阪市城東区
せいきょう３丁目歯科 大阪府 大阪市城東区
ボバース記念病院　歯科診療部 大阪府 大阪市城東区
もりもと歯科 大阪府 大阪市城東区
ゆきひろ歯科 大阪府 大阪市城東区
よしだ歯科 大阪府 大阪市城東区
安井歯科医院 大阪府 大阪市城東区
医療法人　森岡歯科医院 大阪府 大阪市城東区
医療法人むらさき歯科医院 大阪府 大阪市城東区
医療法人乾洋会タクデンタルクリニック 大阪府 大阪市城東区
医療法人優紫会いけなが歯科 大阪府 大阪市城東区
吉岡歯科医院 大阪府 大阪市城東区
宮本歯科医院 大阪府 大阪市城東区
宮木歯科口腔外科医院 大阪府 大阪市城東区
向井歯科医院 大阪府 大阪市城東区
佐伯歯科医院 大阪府 大阪市城東区
阪藤歯科 大阪府 大阪市城東区
児玉歯科 大阪府 大阪市城東区
鴫野駅前むらかみ歯科クリニック 大阪府 大阪市城東区
社会医療法人大道会森之宮病院 大阪府 大阪市城東区
上田歯科クリニック 大阪府 大阪市城東区
蔵前歯科診療所 大阪府 大阪市城東区
村田歯科医院 大阪府 大阪市城東区
大谷歯科医院 大阪府 大阪市城東区
中川歯科医院 大阪府 大阪市城東区
あかし歯科クリニック 大阪府 大阪市生野区
さくら歯科医院 大阪府 大阪市生野区
つばさデンタルクリニック 大阪府 大阪市生野区
とち谷歯科医院 大阪府 大阪市生野区
にしき歯科 大阪府 大阪市生野区
ふくい歯科クリニック 大阪府 大阪市生野区
フジイ歯科医院 大阪府 大阪市生野区
岡田歯科 大阪府 大阪市生野区
岩西歯科医院 大阪府 大阪市生野区
近藤歯科クリニック 大阪府 大阪市生野区
呉本歯科医院 大阪府 大阪市生野区
高　歯科医院 大阪府 大阪市生野区
三木歯科医院 大阪府 大阪市生野区
山内歯科医院 大阪府 大阪市生野区
小倉歯科 大阪府 大阪市生野区
植田歯科医院 大阪府 大阪市生野区
谷村歯科医院 大阪府 大阪市生野区
中野歯科医院 大阪府 大阪市生野区
田中歯科医院 大阪府 大阪市生野区
田島診療所歯科 大阪府 大阪市生野区
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渡内歯科医院 大阪府 大阪市生野区
桃谷歯科医院 大阪府 大阪市生野区
木下歯科医院 大阪府 大阪市生野区
有田歯科医院 大阪府 大阪市生野区
（医）福原歯科 大阪府 大阪市西区
いそだ歯科クリニック 大阪府 大阪市西区
おがわ歯科クリニック 大阪府 大阪市西区
カホリ歯科医院 大阪府 大阪市西区
たかま歯科医院 大阪府 大阪市西区
とよた歯科 大阪府 大阪市西区
フレンド小児歯科 大阪府 大阪市西区
マキタ歯科医院 大阪府 大阪市西区
医療法人村上デンタルクリニック 大阪府 大阪市西区
医療法人堀江会堀江歯科 大阪府 大阪市西区
井上歯科医院 大阪府 大阪市西区
河野歯科医院 大阪府 大阪市西区
吉川歯科医院 大阪府 大阪市西区
山口歯科医院 大阪府 大阪市西区
社会医療法人きつこう会多根総合病院 大阪府 大阪市西区
小林歯科医院 大阪府 大阪市西区
松井歯科医院 大阪府 大阪市西区
松葉歯科医院 大阪府 大阪市西区
上原歯科医院 大阪府 大阪市西区
生駒歯科医院 大阪府 大阪市西区
村尾歯科医院 大阪府 大阪市西区
中島歯科・矯正歯科 大阪府 大阪市西区
藤村歯科医院 大阪府 大阪市西区
福西歯科口腔外科 大阪府 大阪市西区
友村歯科医院 大阪府 大阪市西区
いしはら歯科医院 大阪府 大阪市西成区
おうみ歯科医院 大阪府 大阪市西成区
かめい歯科医院 大阪府 大阪市西成区
さくま歯科医院 大阪府 大阪市西成区
ふじしろ歯科医院 大阪府 大阪市西成区
みしろ歯科医院 大阪府 大阪市西成区
医療法人幸愛会安達歯科医院 大阪府 大阪市西成区
医療法人緑志会　寺嶋歯科医院 大阪府 大阪市西成区
医療法人髙田会　髙田歯科医院 大阪府 大阪市西成区
横山歯科医院 大阪府 大阪市西成区
原田歯科 大阪府 大阪市西成区
光満歯科医院 大阪府 大阪市西成区
小郷歯科医院 大阪府 大阪市西成区
小田歯科医院 大阪府 大阪市西成区
清水歯科 大阪府 大阪市西成区
川井歯科医院 大阪府 大阪市西成区
川井歯科医院 大阪府 大阪市西成区
中井歯科医院 大阪府 大阪市西成区
難波歯科医院 大阪府 大阪市西成区
平田歯科医院 大阪府 大阪市西成区
いながき歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
かとう歯科 大阪府 大阪市西淀川区
かない歯科クリニック 大阪府 大阪市西淀川区
きたむら歯科クリニック 大阪府 大阪市西淀川区
たなか歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
つきの歯科クリニック 大阪府 大阪市西淀川区
トモミ歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
医療法人　ながの歯科 大阪府 大阪市西淀川区
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医療法人乾洋会　出来島駅前歯科 大阪府 大阪市西淀川区
医療法人谷歯科クリニック 大阪府 大阪市西淀川区
永田歯科 大阪府 大阪市西淀川区
三井矯正歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
小倉歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
大野歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
中島歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
田中歯科 大阪府 大阪市西淀川区
福垣歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
片岡歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
矢谷歯科医院 大阪府 大阪市西淀川区
とみや歯科診療所 大阪府 大阪市大正区
奥間歯科医院 大阪府 大阪市大正区
坂本厚歯科クリニック 大阪府 大阪市大正区
鳥羽歯科医院 大阪府 大阪市大正区
渡邉歯科診療所 大阪府 大阪市大正区
ＯＫＡＺＡＫＩ歯科 大阪府 大阪市中央区
えがみ歯科医院 大阪府 大阪市中央区
おおはし歯科医院 大阪府 大阪市中央区
オーラルケアステーション本町歯科 大阪府 大阪市中央区
おぐり歯科医院 大阪府 大阪市中央区
かずあいデンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
きたおか歯科 大阪府 大阪市中央区
じゅん矯正歯科クリニック 大阪府 大阪市中央区
たかはら歯科医院 大阪府 大阪市中央区
タスクデンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
トモコ歯科医院 大阪府 大阪市中央区
にしい歯科クリニック 大阪府 大阪市中央区
ヌカタ歯科 大阪府 大阪市中央区
ハマサキ歯科 大阪府 大阪市中央区
まるやま歯科 大阪府 大阪市中央区
みずた歯科 大阪府 大阪市中央区
もりさきデンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
ヤマシタデンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
ワダ歯科医院 大阪府 大阪市中央区
医療法人　本城歯科医院 大阪府 大阪市中央区
医療法人　林歯科医院 大阪府 大阪市中央区
医療法人マインド会よしかわ矯正歯科クリニ 大阪府 大阪市中央区
医療法人安賀歯科クリニック 大阪府 大阪市中央区
医療法人栄功会田中歯科医院 大阪府 大阪市中央区
医療法人社団福美会　本町御堂歯科 大阪府 大阪市中央区
医療法人小室歯科難波診療所 大阪府 大阪市中央区
医療法人双幸会　ツインデンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
医療法人知友会　高橋歯科医院 大阪府 大阪市中央区
医療法人田中歯科医院 大阪府 大阪市中央区
井阪歯科診療所 大阪府 大阪市中央区
岡村歯科 大阪府 大阪市中央区
岡本歯科医院 大阪府 大阪市中央区
岩崎歯科医院 大阪府 大阪市中央区
吉田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
弓立歯科医院 大阪府 大阪市中央区
近藤歯科医院 大阪府 大阪市中央区
鍵岡歯科医院 大阪府 大阪市中央区
原　歯科医院 大阪府 大阪市中央区
高田歯科クリニック 大阪府 大阪市中央区
佐野歯科医院 大阪府 大阪市中央区
山口歯科 大阪府 大阪市中央区
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山本歯科 大阪府 大阪市中央区
徐歯科医院 大阪府 大阪市中央区
松田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
心石歯科医院 大阪府 大阪市中央区
成瀬歯科 大阪府 大阪市中央区
西川歯科 大阪府 大阪市中央区
西谷歯科医院 大阪府 大阪市中央区
増田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
多和歯科医院 大阪府 大阪市中央区
大井歯科医院 大阪府 大阪市中央区
大阪メヂカルタワー渡瀬歯科医院 大阪府 大阪市中央区
谷口勝彦歯科診療所 大阪府 大阪市中央区
中田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
朝倉歯科医院 大阪府 大阪市中央区
藤井歯科医院 大阪府 大阪市中央区
日野歯科医院 大阪府 大阪市中央区
白山歯科医院 大阪府 大阪市中央区
白石デンタルクリニック 大阪府 大阪市中央区
八木歯科医院 大阪府 大阪市中央区
福武歯科医院 大阪府 大阪市中央区
並河歯科医院 大阪府 大阪市中央区
末廣歯科医院 大阪府 大阪市中央区
柳田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
鈴木歯科クリニック 大阪府 大阪市中央区
鷲尾歯科医院 大阪府 大阪市中央区
澤田歯科 大阪府 大阪市中央区
澤田歯科医院 大阪府 大阪市中央区
おざきデンタルクリニック 大阪府 大阪市鶴見区
コープおおさか病院歯科 大阪府 大阪市鶴見区
ごとう歯科クリニック 大阪府 大阪市鶴見区
サイトウ歯科 大阪府 大阪市鶴見区
そめたに歯科クリニック 大阪府 大阪市鶴見区
つじもと歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
のむら歯科 大阪府 大阪市鶴見区
みぞぐち歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
ゆん歯科クリニック 大阪府 大阪市鶴見区
よしだ歯科クリニック 大阪府 大阪市鶴見区
医療法人　吉岡歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
医療法人　大草徳庵歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
井山歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
花博ささき歯科 大阪府 大阪市鶴見区
歯科診療所 大阪府 大阪市鶴見区
上田歯科クリニック 大阪府 大阪市鶴見区
川上歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
大草歯科医院 大阪府 大阪市鶴見区
平井歯科 大阪府 大阪市鶴見区
かわもと歯科クリニック 大阪府 大阪市天王寺区
きだ歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
ふちはた歯科 大阪府 大阪市天王寺区
ふるさわ歯科クリニック 大阪府 大阪市天王寺区
医）愛環会　大木歯科診療所 大阪府 大阪市天王寺区
医）幸明会　谷口歯科クリニック 大阪府 大阪市天王寺区
医療法人　加藤歯学研究会　加藤歯科 大阪府 大阪市天王寺区
海原歯科 大阪府 大阪市天王寺区
阪田歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
三谷歯科 大阪府 大阪市天王寺区
三輪歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 172



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

四天王寺岡本歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
小室歯科　ターミナルビル診療所 大阪府 大阪市天王寺区
小室歯科天王寺ステーションビル歯科診療所 大阪府 大阪市天王寺区
森浦歯科 大阪府 大阪市天王寺区
西本歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
大阪府歯科医師会附属歯科診療所 大阪府 大阪市天王寺区
瀧藤歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
中島歯科 大阪府 大阪市天王寺区
福井歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
豊田歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
矢尾歯科医院 大阪府 大阪市天王寺区
かさはら歯科医院 大阪府 大阪市都島区
たけしデンタルクリニック 大阪府 大阪市都島区
やまもと歯科クリニック 大阪府 大阪市都島区
医）新生会　ベルパークデンタルクリニック 大阪府 大阪市都島区
岡山歯科医院 大阪府 大阪市都島区
三浦歯科医院 大阪府 大阪市都島区
小川歯科医院 大阪府 大阪市都島区
藤原歯科医院 大阪府 大阪市都島区
梅本歯科クリニック 大阪府 大阪市都島区
いまい歯科 大阪府 大阪市東住吉区
エムラ歯科 大阪府 大阪市東住吉区
かせたに歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
こばやし歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
さいのき歯科 大阪府 大阪市東住吉区
つづき歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
ぬの出歯科 大阪府 大阪市東住吉区
ヒグチ歯科クリニック 大阪府 大阪市東住吉区
ふじわら歯科 大阪府 大阪市東住吉区
やすこファミリーキッズ歯科 大阪府 大阪市東住吉区
医）きらめき会　はりなかの歯科＆矯正歯科 大阪府 大阪市東住吉区
医療法人林歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
奥歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
河村歯科 大阪府 大阪市東住吉区
江原歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
三島歯科 大阪府 大阪市東住吉区
山村歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
市原歯科 大阪府 大阪市東住吉区
森　歯科 大阪府 大阪市東住吉区
森歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
森内歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
西川歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
矢田歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
濱田歯科医院 大阪府 大阪市東住吉区
かとう歯科医院 大阪府 大阪市東成区
かめやま歯科クリニック 大阪府 大阪市東成区
しま歯科医院 大阪府 大阪市東成区
はたひら歯科 大阪府 大阪市東成区
安東歯科医院 大阪府 大阪市東成区
医療法人正宥会林歯科医院 大阪府 大阪市東成区
岩本歯科・矯正歯科 大阪府 大阪市東成区
金子歯科医院 大阪府 大阪市東成区
古沢歯科クリニック 大阪府 大阪市東成区
山田歯科医院 大阪府 大阪市東成区
寺田歯科医院 大阪府 大阪市東成区
寺野歯科医院 大阪府 大阪市東成区
松原歯科 大阪府 大阪市東成区
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松山歯科 大阪府 大阪市東成区
須田歯科 大阪府 大阪市東成区
生協森の宮歯科 大阪府 大阪市東成区
西尾歯科 大阪府 大阪市東成区
川口歯科クリニック 大阪府 大阪市東成区
竹本歯科医院 大阪府 大阪市東成区
米谷歯科医院 大阪府 大阪市東成区
友田歯科 大阪府 大阪市東成区
あおぞら歯科 大阪府 大阪市東淀川区
おぎの歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
おだ歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
さの歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
とうえ歯科クリニック 大阪府 大阪市東淀川区
ほづみ歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
医）ＰＢＨ会　きかわ歯科クリニック 大阪府 大阪市東淀川区
医療法人乾洋会　トミデンタルクリニック 大阪府 大阪市東淀川区
井上歯科診療所 大阪府 大阪市東淀川区
永目歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
吉村歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
吉田歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
玉森歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
江並歯科 大阪府 大阪市東淀川区
高津歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
守下歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
春田歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
中尾歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
田丸歯科 大阪府 大阪市東淀川区
田中歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
藤原歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
堀歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
木原歯科 大阪府 大阪市東淀川区
木原歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
悠デンタルクリニック 大阪府 大阪市東淀川区
鈇田歯科医院 大阪府 大阪市東淀川区
おくだ歯科クリニック 大阪府 大阪市福島区
やました歯科医院 大阪府 大阪市福島区
シノダ歯科クリニック 大阪府 大阪市平野区
そのき歯科クリニック 大阪府 大阪市平野区
たかはし歯科医院 大阪府 大阪市平野区
つるみ歯科クリニック 大阪府 大阪市平野区
にしはら歯科 大阪府 大阪市平野区
りぃ歯科医院 大阪府 大阪市平野区
医療法人　康仁会　吉永歯科クリニック 大阪府 大阪市平野区
医療法人修成会林歯科医院 大阪府 大阪市平野区
医療法人惠友会柿野歯科医院 大阪府 大阪市平野区
医療法人眞和会辻歯科医院 大阪府 大阪市平野区
江上歯科 大阪府 大阪市平野区
佐藤歯科医院 大阪府 大阪市平野区
砂田歯科医院 大阪府 大阪市平野区
庄野歯科クリニック 大阪府 大阪市平野区
城彩会歯科ガーデンクリニック 大阪府 大阪市平野区
水井歯科医院 大阪府 大阪市平野区
太田歯科 大阪府 大阪市平野区
中川歯科医院 大阪府 大阪市平野区
坪田歯科医院 大阪府 大阪市平野区
藤村歯科医院 大阪府 大阪市平野区
脇田歯科 大阪府 大阪市平野区
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かねだ歯科 大阪府 大阪市北区
こうらい歯科 大阪府 大阪市北区
こうり歯科クリニック 大阪府 大阪市北区
こばやし歯科クリニック 大阪府 大阪市北区
ささき歯科 大阪府 大阪市北区
なかの歯科医院 大阪府 大阪市北区
みずのファミリー歯科 大阪府 大阪市北区
ミナミデンタルデザインクリニック梅田 大阪府 大阪市北区
医療法人延歯会　延藤歯科 大阪府 大阪市北区
医療法人五月会田辺歯科医院 大阪府 大阪市北区
医療法人孝陽会　戸谷歯科クリニック 大阪府 大阪市北区
医療法人歯研会奥野歯科医院 大阪府 大阪市北区
医療法人星真会アモウデンタルクリニック 大阪府 大阪市北区
医療法人洗心会　ＴＨＩＮＫＴＯＯＴＨ 大阪府 大阪市北区
医療法人宝樹会　福西歯科クリニック 大阪府 大阪市北区
奥村歯科医院 大阪府 大阪市北区
宮歯科医院 大阪府 大阪市北区
橋本歯科診療所 大阪府 大阪市北区
広田デンタルクリニック 大阪府 大阪市北区
江上歯科 大阪府 大阪市北区
高畑歯科 大阪府 大阪市北区
山口歯科 大阪府 大阪市北区
小林歯科医院 大阪府 大阪市北区
人見歯科医院 大阪府 大阪市北区
清光歯科医院 大阪府 大阪市北区
西川デンタルクリニック 大阪府 大阪市北区
西田歯科医院 大阪府 大阪市北区
石井クリニック歯科医院 大阪府 大阪市北区
石田歯科 大阪府 大阪市北区
赤坂歯科診療所 大阪府 大阪市北区
増田歯科・矯正歯科 大阪府 大阪市北区
大浦矯正歯科医院 大阪府 大阪市北区
大石歯科診療所 大阪府 大阪市北区
大塚歯科第３ビル診療所 大阪府 大阪市北区
谷口歯科医院 大阪府 大阪市北区
辻歯科 大阪府 大阪市北区
田中歯科 大阪府 大阪市北区
土岐デンタルクリニック 大阪府 大阪市北区
徳永デンタルクリニック 大阪府 大阪市北区
梅垣歯科新梅田シティ診療所 大阪府 大阪市北区
矢鳴歯科 大阪府 大阪市北区
由井歯科 大阪府 大阪市北区
アップル歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
いしい歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
イマガワ歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
ウエノデンタルクリニック 大阪府 大阪市淀川区
カズデンタルオフィス 大阪府 大阪市淀川区
かわごえ歯科 大阪府 大阪市淀川区
かわばた歯科 大阪府 大阪市淀川区
きおか歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
すぎた歯科 大阪府 大阪市淀川区
どい歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
とくなが歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
はたなか歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
ミナミ歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
よしや歯科三国駅前診療所 大阪府 大阪市淀川区
医療法人　公英会　伊藤歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
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医療法人　晃司歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
医療法人宏和会　池尻歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
医療法人粧歯会もり歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
医療法人壮心会　藤井歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
医療法人宝秀会　末広歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
横山歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
岡田歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
久家歯科 大阪府 大阪市淀川区
江藤歯科 大阪府 大阪市淀川区
高田歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
高本歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
渚歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
小石歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
小野歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
城村歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
新大阪ミナミ歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
深田歯科 大阪府 大阪市淀川区
杉本歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
川中歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
大塚歯科クリニック 大阪府 大阪市淀川区
内橋歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
武富歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
片岡歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
北村歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
末廣歯科医院 大阪府 大阪市淀川区
フィールデンタルクリニック 大阪府 大阪市浪速区
岡正歯科医院 大阪府 大阪市浪速区
新開歯科 大阪府 大阪市浪速区
西野歯科医院 大阪府 大阪市浪速区
長谷川歯科医院 大阪府 大阪市浪速区
和田歯科医院 大阪府 大阪市浪速区
医療法人藤田歯科・矯正歯科 大阪府 大阪府堺市堺区
土井歯科 大阪府 大阪府堺市西区
こだま歯科 大阪府 大東市
ちあき矯正歯科 大阪府 大東市
医療法人　亀岡歯科医院 大阪府 大東市
医療法人いそがい歯科クリニック 大阪府 大東市
医療法人かんき会山田歯科 大阪府 大東市
学園町ヤマダ歯科クリニック 大阪府 大東市
宮本歯科医院 大阪府 大東市
新井歯科 大阪府 大東市
青木歯科医院 大阪府 大東市
竹本歯科 大阪府 大東市
竹本歯科医院 大阪府 大東市
中井歯科 大阪府 大東市
澤田歯科医院 大阪府 大東市
おおやま歯科 大阪府 池田市
キッタカ歯科医院 大阪府 池田市
たにぐち歯科・口腔外科 大阪府 池田市
とくだ歯科医院 大阪府 池田市
医）昭成会　加藤歯科 大阪府 池田市
医療法人　みの歯科医院 大阪府 池田市
医療法人　石井歯科医院 大阪府 池田市
医療法人みと歯科医院 大阪府 池田市
医療法人優心会こいし歯科 大阪府 池田市
亀山歯科医院 大阪府 池田市
近藤歯科医院 大阪府 池田市
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桑田歯科 大阪府 池田市
篠原歯科医院 大阪府 池田市
小沢歯科医院 大阪府 池田市
正木歯科 大阪府 池田市
清水歯科クリニック 大阪府 池田市
池田歯科医院 大阪府 池田市
田川歯科クリニック 大阪府 池田市
美馬歯科 大阪府 池田市
浜村歯科口腔外科クリニック 大阪府 池田市
ＺＯＮＯ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 大阪府 中央区
田中ファミリー歯科 大阪府 東住吉区
あだち歯科クリニック 大阪府 東大阪市
うえおか歯科医院 大阪府 東大阪市
おかもと歯科 大阪府 東大阪市
きど歯科 大阪府 東大阪市
くまざき歯科 大阪府 東大阪市
クモン歯科医院 大阪府 東大阪市
しが歯科医院 大阪府 東大阪市
しみず歯科 大阪府 東大阪市
せうら歯科クリニック 大阪府 東大阪市
たつみ歯科クリニック 大阪府 東大阪市
タナカ歯科医院 大阪府 東大阪市
はせがわ歯科医院 大阪府 東大阪市
ひがしの歯科医院 大阪府 東大阪市
ヒライ歯科醫院 大阪府 東大阪市
ヒロタ歯科医院 大阪府 東大阪市
まえだ歯科クリニック 大阪府 東大阪市
やぎ歯科医院 大阪府 東大阪市
やの歯科医院 大阪府 東大阪市
やの歯科医院 大阪府 東大阪市
医）Ｉ'ｓ　ＭＥＤＩＣＡＬ　安部歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人　岩見歯科クリニック 大阪府 東大阪市
医療法人　幸咲会　橋本歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人　小川歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人　誠仁会　りょうき歯科クリニック 大阪府 東大阪市
医療法人　太田歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人　中村歯科 大阪府 東大阪市
医療法人　中谷歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人デンタルワイズ　山形歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人ゆめはんな会ヨリタ歯科クリニック 大阪府 東大阪市
医療法人光風会　平賀歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人好正会　川上歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人山下歯科 大阪府 東大阪市
医療法人山翔会歯科山崎 大阪府 東大阪市
医療法人真和会東野歯科医院 大阪府 東大阪市
医療法人藤島歯科 大阪府 東大阪市
医療法人宝三会川本歯科医院 大阪府 東大阪市
奥田歯科診療所 大阪府 東大阪市
下池歯科医院 大阪府 東大阪市
栢原歯科医院 大阪府 東大阪市
金子若江岩田歯科 大阪府 東大阪市
金子新池島歯科医院 大阪府 東大阪市
古川歯科クリニック 大阪府 東大阪市
光歯科医院 大阪府 東大阪市
高須歯科医院 大阪府 東大阪市
今井歯科医院 大阪府 東大阪市
今西歯科医院 大阪府 東大阪市
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山形歯科医院 大阪府 東大阪市
紙谷歯科 大阪府 東大阪市
歯科松村クリニック 大阪府 東大阪市
寺野歯科医院 大阪府 東大阪市
秋山歯科医院 大阪府 東大阪市
小阪奥田歯科医院 大阪府 東大阪市
小笹歯科医院 大阪府 東大阪市
小寺歯科医院 大阪府 東大阪市
松村歯科医院 大阪府 東大阪市
松村歯科医院 大阪府 東大阪市
松村歯科医院 大阪府 東大阪市
上田歯科医院 大阪府 東大阪市
植村歯科医院 大阪府 東大阪市
森田歯科医院 大阪府 東大阪市
水野歯科 大阪府 東大阪市
杉原歯科医院 大阪府 東大阪市
清水歯科 大阪府 東大阪市
清水歯科医院 大阪府 東大阪市
生内歯科診療所 大阪府 東大阪市
西川歯科医院 大阪府 東大阪市
石橋歯科医院 大阪府 東大阪市
石堂歯科医院 大阪府 東大阪市
太田歯科医院 大阪府 東大阪市
大家歯科医院 大阪府 東大阪市
大橋歯科医院 大阪府 東大阪市
大山歯科医院 大阪府 東大阪市
中塚歯科医院 大阪府 東大阪市
堤歯科 大阪府 東大阪市
藤井歯科医院 大阪府 東大阪市
藤野歯科医院 大阪府 東大阪市
菱田歯科医院 大阪府 東大阪市
菱田歯科医院 大阪府 東大阪市
百間谷歯科医院 大阪府 東大阪市
布施歯科医院 大阪府 東大阪市
福住歯科医院 大阪府 東大阪市
木下歯科医院 大阪府 東大阪市
木村歯科医院 大阪府 東大阪市
鈴木歯科 大阪府 東大阪市
鈴木歯科医院 大阪府 東大阪市
六万寺おぐら歯科 大阪府 東大阪市
翔聖クリニック 大阪府 東大阪市
かねむら歯科 大阪府 藤井寺市
みはら歯科 大阪府 藤井寺市
わか歯科 大阪府 藤井寺市
医療法人　松本歯科医院 大阪府 藤井寺市
医療法人　正周会 大阪府 藤井寺市
医療法人　中本矯正歯科 大阪府 藤井寺市
桜井歯科医院 大阪府 藤井寺市
山本歯科医院 大阪府 藤井寺市
上杉歯科 大阪府 藤井寺市
大西歯科医院 大阪府 藤井寺市
田中歯科クリニック 大阪府 藤井寺市
片岡歯科医院 大阪府 藤井寺市
落合歯科 大阪府 藤井寺市
石田歯科医院 大阪府 南河内郡
朝田歯科医院 大阪府 南河内郡
（医）島田歯科医院 大阪府 柏原市
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いどうじ歯科 大阪府 柏原市
医療法人　山野歯科 大阪府 柏原市
医療法人グレープ　とみなが歯科 大阪府 柏原市
医療法人寿歯会　藤本歯科医院 大阪府 柏原市
医療法人仁恵会　なかむら歯科医院 大阪府 柏原市
益弘歯科医院 大阪府 柏原市
高井歯科医院 大阪府 柏原市
歯科医院 大阪府 柏原市
杉本歯科医院 大阪府 柏原市
西野歯科 大阪府 柏原市
谷口歯科 大阪府 柏原市
あすか歯科クリニック 大阪府 八尾市
かねこ歯科医院 大阪府 八尾市
たかはら歯科医院 大阪府 八尾市
なかたに歯科医院 大阪府 八尾市
なかの歯科 大阪府 八尾市
ばん歯科 大阪府 八尾市
ひらい歯科 大阪府 八尾市
ふじた歯科 大阪府 八尾市
みやけ歯科医院 大阪府 八尾市
やべ歯科クリニック 大阪府 八尾市
医）横井歯科診療所 大阪府 八尾市
医）浜沢歯科医院 大阪府 八尾市
医療法人　松下歯科 大阪府 八尾市
医療法人　上田歯科 大阪府 八尾市
医療法人　森川歯科　八尾本町診療所 大阪府 八尾市
医療法人ふたば会　西田歯科診療所 大阪府 八尾市
医療法人弘達会皆木歯科医院 大阪府 八尾市
医療法人照隅会　田中歯科医院 大阪府 八尾市
医療法人崇仁会小室歯科久宝寺診療所 大阪府 八尾市
医療法人徹眞会ふくら歯科診療所 大阪府 八尾市
医療法人東野歯科クリニック 大阪府 八尾市
医療法人明歯会よしはら歯科医院 大阪府 八尾市
河村歯科医院 大阪府 八尾市
駕田歯科医院 大阪府 八尾市
乾歯科医院 大阪府 八尾市
吉崎歯科 大阪府 八尾市
松村デンタルクリニック 大阪府 八尾市
植田歯科医院 大阪府 八尾市
新門歯科医院 大阪府 八尾市
森田歯科医院 大阪府 八尾市
水野矯正歯科クリニック 大阪府 八尾市
西岡歯科医院 大阪府 八尾市
西脇歯科医院 大阪府 八尾市
折田歯科医院 大阪府 八尾市
大野歯科医院 大阪府 八尾市
中務歯科医院 大阪府 八尾市
塚本歯科医院 大阪府 八尾市
島田歯科医院 大阪府 八尾市
藤本歯科医院 大阪府 八尾市
内野歯科クリニック 大阪府 八尾市
馬谷歯科医院 大阪府 八尾市
武田歯科医院 大阪府 八尾市
平岡歯科医院 大阪府 八尾市
あらき歯科医院 大阪府 富田林市
ヤマニシ歯科 大阪府 富田林市
医療法人　純秀会　下野歯科医院 大阪府 富田林市
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医療法人　成仁会　藤沢台山本歯科 大阪府 富田林市
医療法人いなほ会　くまざき歯科 大阪府 富田林市
医療法人みやび歯科医院 大阪府 富田林市
医療法人愛聖会　山本歯科医院 大阪府 富田林市
医療法人誠和会　津田歯科医院 大阪府 富田林市
浦田歯科医院 大阪府 富田林市
錦歯科医院 大阪府 富田林市
後藤歯科医院 大阪府 富田林市
住岡歯科医院 大阪府 富田林市
松田歯科医院 大阪府 富田林市
森田歯科クリニック 大阪府 富田林市
中田歯科医院 大阪府 富田林市
梅の里内田歯科クリニック 大阪府 富田林市
綿谷歯科クリニック 大阪府 富田林市
木下歯科医院 大阪府 富田林市
あおやぎ歯科医院 大阪府 豊中市
いけだ歯科 大阪府 豊中市
いちかわ歯科医院 大阪府 豊中市
かおる歯科クリニック 大阪府 豊中市
きたたに歯科医院 大阪府 豊中市
くれしろ歯科医院 大阪府 豊中市
ごとう歯科クリニック 大阪府 豊中市
スガエ歯科 大阪府 豊中市
すわ歯科医院 大阪府 豊中市
せんだ歯科クリニック 大阪府 豊中市
そりまち歯科医院 大阪府 豊中市
たかしま歯科 大阪府 豊中市
としかわ歯科医院 大阪府 豊中市
にしわきデンタルクリニック 大阪府 豊中市
ぬかた歯科医院 大阪府 豊中市
みやもと歯科クリニック 大阪府 豊中市
医療法人　やまさき歯科 大阪府 豊中市
医療法人　村松歯科医院 大阪府 豊中市
医療法人きび歯科医院 大阪府 豊中市
医療法人スマイルデザイン吉田歯科 大阪府 豊中市
医療法人岡村歯科医院 大阪府 豊中市
医療法人西川歯科 大阪府 豊中市
医療法人有心会　まつもと歯科 大阪府 豊中市
岡歯科診療所 大阪府 豊中市
岡田歯科医院 大阪府 豊中市
柿野歯科診療所 大阪府 豊中市
萱島歯科医院 大阪府 豊中市
岸田歯科医院 大阪府 豊中市
宮本歯科 大阪府 豊中市
山本歯科 大阪府 豊中市
山本歯科 大阪府 豊中市
市立豊中病院歯科口腔外科 大阪府 豊中市
小川歯科医院 大阪府 豊中市
小泉歯科医院 大阪府 豊中市
松林歯科 大阪府 豊中市
新田歯科クリニック 大阪府 豊中市
森定矯正歯科 大阪府 豊中市
針生歯科医院 大阪府 豊中市
諏訪歯科医院 大阪府 豊中市
石原歯科医院 大阪府 豊中市
太田　歯科 大阪府 豊中市
太田歯科医院 大阪府 豊中市
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沢田歯科医院 大阪府 豊中市
中島歯科 大阪府 豊中市
鳥居歯科医院 大阪府 豊中市
鳥山歯科医院 大阪府 豊中市
田中歯科医院 大阪府 豊中市
藤田歯科医院 大阪府 豊中市
尾崎歯科 大阪府 豊中市
本庄歯科クリニック 大阪府 豊中市
麻生歯科クリニック 大阪府 豊中市
木田歯科クリニック 大阪府 豊中市
髙尾歯科医院 大阪府 豊中市
医療法人誠心会　和田歯科医院 大阪府 豊能郡
（医）小北歯科 大阪府 枚方市
うえば歯科医院 大阪府 枚方市
おおぬき歯科 大阪府 枚方市
おがた歯科 大阪府 枚方市
おきむら歯科 大阪府 枚方市
かみやま歯科医院 大阪府 枚方市
キタ歯科 大阪府 枚方市
きれいな歯クリニックさくら 大阪府 枚方市
しおたに歯科クリニック 大阪府 枚方市
しのはら歯科医院 大阪府 枚方市
たかはし歯科クリニック 大阪府 枚方市
デンタルクリニック　イマホリ 大阪府 枚方市
とくだ歯科クリニック 大阪府 枚方市
なかしま歯科医院 大阪府 枚方市
ながた歯科医院 大阪府 枚方市
はいはら歯科 大阪府 枚方市
ふくろう歯科　有江院 大阪府 枚方市
まつざき歯科クリニック 大阪府 枚方市
ミヤケ歯科医院 大阪府 枚方市
医）煌陽会　畑山歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人　おくの歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人　こうろ歯科 大阪府 枚方市
医療法人　宮園歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人おがわ歯科 大阪府 枚方市
医療法人なかにし歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人玉村歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人慧香会　谷歯科医院 大阪府 枚方市
医療法人孝奏会なかじま歯科クリニック 大阪府 枚方市
井上歯科医院 大阪府 枚方市
夏見歯科医院 大阪府 枚方市
河津歯科医院 大阪府 枚方市
玉井歯科医院 大阪府 枚方市
原歯科 大阪府 枚方市
江口歯科医院 大阪府 枚方市
江頭歯科医院 大阪府 枚方市
三木歯科医院 大阪府 枚方市
山本歯科 大阪府 枚方市
山本歯科医院 大阪府 枚方市
市岡歯科医院 大阪府 枚方市
歯科ひがしうら 大阪府 枚方市
寺井歯科医院 大阪府 枚方市
寺本歯科医院 大阪府 枚方市
秋山歯科クリニック 大阪府 枚方市
植木歯科 大阪府 枚方市
森本歯科医院 大阪府 枚方市
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水野歯科医院 大阪府 枚方市
村上歯科医院 大阪府 枚方市
多田歯科医院 大阪府 枚方市
竹安歯科医院 大阪府 枚方市
中西歯科医院 大阪府 枚方市
田中歯科 大阪府 枚方市
南歯科医院 大阪府 枚方市
肥田歯科医院 大阪府 枚方市
福田歯科医院 大阪府 枚方市
平林歯科医院 大阪府 枚方市
北川歯科医院 大阪府 枚方市
枚方休日歯科急病診療所 大阪府 枚方市
木村歯科医院 大阪府 枚方市
矢谷歯科医院 大阪府 枚方市
和田歯科医院 大阪府 枚方市
さだ森歯科 大阪府 箕面市
タカシマデンタルクリニック 大阪府 箕面市
なかい歯科医院 大阪府 箕面市
ムラナカ歯科医院 大阪府 箕面市
医療法人　黒木歯科医院 大阪府 箕面市
医療法人　落合歯科医院 大阪府 箕面市
医療法人禄士会　大谷歯科　箕面 大阪府 箕面市
吉田歯科クリニック 大阪府 箕面市
小林直歯科クリニック 大阪府 箕面市
多田歯科医院 大阪府 箕面市
大野歯科医院 大阪府 箕面市
仲田歯科医院 大阪府 箕面市
長谷歯科医院 大阪府 箕面市
藤本歯科医院 大阪府 箕面市
徳岡デンタルクリニック 大阪府 箕面市
尾川歯科医院 大阪府 箕面市
福原歯科 大阪府 箕面市
木田歯科医院 大阪府 箕面市
澤田歯科医院 大阪府 箕面市
とね歯科医院 大阪府 門真市
高井歯科医院 大阪府 門真市
ＪｉｎＭｅｉ　ＤｅｎｔａｌＣｌｉｎｉｃ 大阪府 和泉市
いぶきのデンタルクリニック 大阪府 和泉市
きのした歯科 大阪府 和泉市
ごとう歯科 大阪府 和泉市
すぎはら歯科 大阪府 和泉市
すぎやま歯科 大阪府 和泉市
医療法人　カワイ歯科 大阪府 和泉市
堰口歯科医院 大阪府 和泉市
奥田歯科医院 大阪府 和泉市
原歯科医院 大阪府 和泉市
三木歯科 大阪府 和泉市
小倉歯科医院 大阪府 和泉市
西川歯科医院 大阪府 和泉市
足立歯科医院 大阪府 和泉市
中尾歯科医院 大阪府 和泉市
槌屋歯科医院 大阪府 和泉市
辻中歯科医院 大阪府 和泉市
藤岡歯科医院 大阪府 和泉市
濵田歯科医院 大阪府 和泉市
杉本歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
上谷　徹　歯科医院 大阪府 大阪市住吉区
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医療法人　細見歯科医院 大阪府 大阪府柏原市
かどめ歯科医院 兵庫県 たつの市
まさと歯科医院 兵庫県 たつの市
医療法人社団　石原歯科医院 兵庫県 たつの市
しんたに歯科医院 兵庫県 芦屋市
むらまつ歯科クリニック 兵庫県 芦屋市
岡歯科医院 兵庫県 芦屋市
仁木歯科医院 兵庫県 芦屋市
聖愛歯科医院 兵庫県 芦屋市
藤田歯科診療所 兵庫県 芦屋市
尾上歯科クリニック 兵庫県 芦屋市
和田歯科医院 兵庫県 芦屋市
うえだ歯科医院 兵庫県 伊丹市
わたなべ歯科医院 兵庫県 伊丹市
岸本歯科医院 兵庫県 伊丹市
中川歯科医院 兵庫県 伊丹市
辻歯科医院 兵庫県 伊丹市
坪井歯科医院 兵庫県 伊丹市
米沢歯科 兵庫県 伊丹市
木下歯科 兵庫県 伊丹市
和歯科医院 兵庫県 伊丹市
澤村歯科医院 兵庫県 伊丹市
ばんどう歯科クリニック 兵庫県 加古郡稲美町
ふじた矯正歯科 兵庫県 加古郡稲美町
坂東歯科医院 兵庫県 加古郡稲美町
ＹＯＣＯデンタルクリニック 兵庫県 加古郡播磨町
朱歯科クリニック 兵庫県 加古郡播磨町
いけざわ歯科医院 兵庫県 加古川市
いわさき歯科 兵庫県 加古川市
おかむらファミリー歯科クリニック 兵庫県 加古川市
かぎたに歯科医院 兵庫県 加古川市
シラセデンタルクリニック 兵庫県 加古川市
にしお歯科・小児歯科医院 兵庫県 加古川市
ふなこし歯科医院 兵庫県 加古川市
ほなみ歯科 兵庫県 加古川市
まがら歯科医院 兵庫県 加古川市
やまもと歯科 兵庫県 加古川市
宮永歯科医院 兵庫県 加古川市
山中歯科医院 兵庫県 加古川市
山脇歯科医院 兵庫県 加古川市
小林歯科医院 兵庫県 加古川市
松野歯科医院 兵庫県 加古川市
上月歯科医院 兵庫県 加古川市
打田歯科医院 兵庫県 加古川市
長谷川歯科医院 兵庫県 加古川市
田中歯科医院 兵庫県 加古川市
渡辺歯科医院 兵庫県 加古川市
クボタ歯科クリニック 兵庫県 加西市
塩谷歯科医院 兵庫県 加西市
久枝歯科医院 兵庫県 加西市
神戸歯科 兵庫県 加西市
杉井歯科医院 兵庫県 加西市
（医）小野歯科医院 兵庫県 加東市
うちだ歯科医院 兵庫県 加東市
藤原歯科クリニック 兵庫県 加東市
あさだ歯科医院 兵庫県 高砂市
カマダ歯科クリニック 兵庫県 高砂市
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鎌田歯科医院 兵庫県 高砂市
岩本歯科 兵庫県 高砂市
佐野栄作歯科医院 兵庫県 高砂市
青木歯科 兵庫県 高砂市
村上歯科医院 兵庫県 高砂市
尾﨑病院　歯科 兵庫県 佐用郡佐用町
たにぐちデンタルクリニック 兵庫県 三田市
医療法人社団　松割歯科クリニック 兵庫県 三田市
嶋谷歯科医院 兵庫県 三田市
いんなみ歯科 兵庫県 三木市
たまき歯科クリニック 兵庫県 三木市
よこお歯科 兵庫県 三木市
玉岡歯科医院 兵庫県 三木市
大橋歯科医院 兵庫県 三木市
谷口歯科医院 兵庫県 三木市
白井歯科医院 兵庫県 三木市
豊山歯科医院 兵庫県 三木市
木村歯科クリニック 兵庫県 三木市
梶間歯科医院 兵庫県 宍粟市
元地歯科医院 兵庫県 洲本市
藤原歯科 兵庫県 洲本市
宮本歯科医院 兵庫県 小野市
市　浦　歯　科 兵庫県 小野市
幸田歯科医院 兵庫県 神戸市須磨区
斎藤小児歯科 兵庫県 神戸市須磨区
山本歯科医院 兵庫県 神戸市須磨区
大森歯科口腔外科クリニック 兵庫県 神戸市須磨区
田中歯科医院 兵庫県 神戸市須磨区
渡辺矯正歯科 兵庫県 神戸市須磨区
きむら歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
ひで歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
元村歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
松野歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
中津歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
難波歯科医院 兵庫県 神戸市垂水区
おち歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
クローバーデンタルクリニック 兵庫県 神戸市西区
さつま歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
しげた歯科 兵庫県 神戸市西区
なかた歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
にしふじ歯科医院 兵庫県 神戸市西区
はつだ歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
ほりはた歯科・矯正歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
医療法人社団ひだか矯正歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
医療法人社団山田歯科医院 兵庫県 神戸市西区
神戸医療生活協同組合　生協なでしこ歯科 兵庫県 神戸市西区
藤田歯科クリニック 兵庫県 神戸市西区
堀田歯科医院 兵庫県 神戸市西区
おおさこ矯正歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
くどう歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
こう歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
さきデンタルクリニック 兵庫県 神戸市中央区
シティタワー神戸三宮歯科 兵庫県 神戸市中央区
安井歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
岡本クリニック　歯科・歯科口腔外科 兵庫県 神戸市中央区
加藤歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
吉田矯正歯科クリニック 兵庫県 神戸市中央区
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香西デンタルクリニック 兵庫県 神戸市中央区
三代歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
松村歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
松縄歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
聖栄歯科医院・矯正歯科 兵庫県 神戸市中央区
石井歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
池端歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
竹内歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
藤井歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
武　歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
木村歯科医院 兵庫県 神戸市中央区
おおにし歯科 兵庫県 神戸市長田区
かもめ歯科 兵庫県 神戸市長田区
きむら歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
くにもと歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
てい歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
まえだ歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
伊集院歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
医療法人神戸歯科診療所 兵庫県 神戸市長田区
久野歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
原田歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
志水歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
宗本歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
長谷川歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
坪田歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
北上歯科医院 兵庫県 神戸市長田区
かめおか歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
しまはらデンタルクリニック 兵庫県 神戸市東灘区
すがぬま歯科クリニック 兵庫県 神戸市東灘区
だいふう歯科 兵庫県 神戸市東灘区
たかぎ歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
たけのの歯科 兵庫県 神戸市東灘区
たつの矯正歯科クリニック 兵庫県 神戸市東灘区
なかむら歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
にい歯科・矯正歯科 兵庫県 神戸市東灘区
ヌマタ歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
ふじもと歯科診療所 兵庫県 神戸市東灘区
雨宮歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
関川歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
吉川歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
江藤歯科口腔外科クリニック 兵庫県 神戸市東灘区
山口歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
松戸歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
田中歯科 兵庫県 神戸市東灘区
筒井歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
藤本歯科医院 兵庫県 神戸市東灘区
えぐさ歯科クリニック 兵庫県 神戸市灘区
くろき歯科 兵庫県 神戸市灘区
たにもと歯科 兵庫県 神戸市灘区
みやま歯科クリニック 兵庫県 神戸市灘区
延藤歯科クリニック 兵庫県 神戸市灘区
山崎鶴甲歯科クリニック 兵庫県 神戸市灘区
入江歯科医院 兵庫県 神戸市灘区
尾村歯科医院 兵庫県 神戸市灘区
ひらの歯科口腔外科クリニック 兵庫県 神戸市兵庫区
安達歯科医院 兵庫県 神戸市兵庫区
医療法人社団しみず歯科 兵庫県 神戸市兵庫区
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坂井歯科医院 兵庫県 神戸市兵庫区
小野歯科医院 兵庫県 神戸市兵庫区
植田歯科医院 兵庫県 神戸市兵庫区
川崎病院 兵庫県 神戸市兵庫区
福嶋歯科医院 兵庫県 神戸市兵庫区
兵庫駅前ながみね歯科 兵庫県 神戸市兵庫区
（医）西尾歯科クリニック 兵庫県 神戸市北区
おおの歯科医院 兵庫県 神戸市北区
こがめ歯科 兵庫県 神戸市北区
医療法人優美会　シラセ歯科 兵庫県 神戸市北区
井尻歯科クリニック 兵庫県 神戸市北区
橋本歯科医院 兵庫県 神戸市北区
向井歯科 兵庫県 神戸市北区
佐井歯科医院 兵庫県 神戸市北区
前田歯科医院 兵庫県 神戸市北区
中村歯科医院 兵庫県 神戸市北区
くぼ歯科 兵庫県 神崎郡
医療法人社団しもやま歯科 兵庫県 神崎郡市川町
にしむら歯科クリニック 兵庫県 神崎郡福崎町
中安歯科クリニック 兵庫県 神崎郡福崎町
藤澤歯科医院 兵庫県 神崎郡福崎町
イトウ矯正・小児歯科 兵庫県 西宮市
きの歯科医院 兵庫県 西宮市
きむら歯科医院 兵庫県 西宮市
しもやま歯科 兵庫県 西宮市
タニダ歯科医院 兵庫県 西宮市
なかつじ矯正・小児歯科 兵庫県 西宮市
なむら歯科 兵庫県 西宮市
ふるいちデンタルクリニック 兵庫県 西宮市
まえだ歯科医院 兵庫県 西宮市
まみデンタルクリニック 兵庫県 西宮市
ゆみば歯科医院 兵庫県 西宮市
よしだ歯科クリニック 兵庫県 西宮市
伊東歯科クリニック 兵庫県 西宮市
医療法人社団　ほりかわ歯科クリニック 兵庫県 西宮市
医療法人社団山口歯科診療所 兵庫県 西宮市
海野歯科医院 兵庫県 西宮市
丸山歯科クリニック 兵庫県 西宮市
岩城歯科医院 兵庫県 西宮市
吉田歯科医院 兵庫県 西宮市
吉田歯科醫院 兵庫県 西宮市
絹田歯科医院 兵庫県 西宮市
広本歯科クリニック 兵庫県 西宮市
今津ステーション歯科クリニック 兵庫県 西宮市
坂本歯科医院 兵庫県 西宮市
山本デンタルクリニック 兵庫県 西宮市
山本歯科クリニック 兵庫県 西宮市
松岡歯科 兵庫県 西宮市
森川歯科医院 兵庫県 西宮市
森本歯科医院 兵庫県 西宮市
親里小児歯科医院 兵庫県 西宮市
西島歯科医院 兵庫県 西宮市
青野小児歯科クリニック 兵庫県 西宮市
大家歯科 兵庫県 西宮市
沢田歯科医院 兵庫県 西宮市
田中歯科医院 兵庫県 西宮市
日高歯科医院 兵庫県 西宮市
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浜田歯科医院 兵庫県 西宮市
法貴歯科医院 兵庫県 西宮市
堀内歯科医院 兵庫県 西宮市
末武歯科医院 兵庫県 西宮市
梶本歯科医院 兵庫県 西脇市
森脇歯科医院 兵庫県 西脇市
亀井第二歯科医院 兵庫県 赤穂市
山根歯科医院 兵庫県 赤穂市
えいじ歯科 兵庫県 川西市
けんたろう歯科医院 兵庫県 川西市
つばめデンタルクリニック川西 兵庫県 川西市
市川歯科医院 兵庫県 川西市
歯科たなかクリニック 兵庫県 川西市
室谷歯科医院 兵庫県 川西市
小来田歯科 兵庫県 川西市
畑矯正歯科 兵庫県 川西市
福家歯科医院 兵庫県 川西市
米村歯科医院 兵庫県 川辺郡猪名川町
はともと歯科医院 兵庫県 相生市
井上歯科医院 兵庫県 相生市
水野歯科医院 兵庫県 丹波市
清水歯科医院 兵庫県 丹波市
たなか歯科クリニック 兵庫県 丹波篠山市
荒木歯科医院 兵庫県 丹波篠山市
増田歯科医院 兵庫県 丹波篠山市
多幡歯科 兵庫県 丹波篠山市
元津歯科 兵庫県 淡路市郡家
田中歯科医院 兵庫県 朝来市
かわだ歯科 兵庫県 南あわじ市
みやもと矯正歯科診療所 兵庫県 南あわじ市
山本歯科医院 兵庫県 南あわじ市
アクア畠中歯科 兵庫県 尼崎市
あべ歯科クリニック 兵庫県 尼崎市
いちば歯科医院 兵庫県 尼崎市
いぶき歯科医院 兵庫県 尼崎市
かもい歯科 兵庫県 尼崎市
ごおデンタルクリニック 兵庫県 尼崎市
こばやしデンタルクリニック 兵庫県 尼崎市
シツキ歯科 兵庫県 尼崎市
すずき歯科医院 兵庫県 尼崎市
ながとし歯科医院 兵庫県 尼崎市
まなべ歯科 兵庫県 尼崎市
やとみ歯科 兵庫県 尼崎市
ヤノ歯科医院 兵庫県 尼崎市
よしだ歯科クリニック 兵庫県 尼崎市
阿部歯科・矯正歯科 兵庫県 尼崎市
井上歯科医院 兵庫県 尼崎市
永田歯科医院 兵庫県 尼崎市
管野歯科医院 兵庫県 尼崎市
吉田歯科クリニック 兵庫県 尼崎市
黒田歯科医院 兵庫県 尼崎市
山口歯科医院 兵庫県 尼崎市
住田歯科診療医院 兵庫県 尼崎市
松崎歯科医院 兵庫県 尼崎市
松田歯科医院 兵庫県 尼崎市
石川齒科醫院 兵庫県 尼崎市
川上歯科医院 兵庫県 尼崎市
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長沢歯科医院 兵庫県 尼崎市
直田歯科医院 兵庫県 尼崎市
塚口むらうち歯科・矯正歯科 兵庫県 尼崎市
田中歯科医院 兵庫県 尼崎市
南林歯科クリニック 兵庫県 尼崎市
馬場歯科医院 兵庫県 尼崎市
富永歯科医院 兵庫県 尼崎市
片岡歯科医院 兵庫県 尼崎市
堀歯科医院 兵庫県 尼崎市
俣木歯科医院 兵庫県 尼崎市
木下歯科 兵庫県 尼崎市
輿石歯科医院 兵庫県 尼崎市
かわばた歯科医院 兵庫県 美方郡
香美町国保兎塚歯科診療所 兵庫県 美方郡
いわの歯科 兵庫県 姫路市
おかだ歯科 兵庫県 姫路市
かんじ歯科 兵庫県 姫路市
てらだ歯科クリニック 兵庫県 姫路市
デンタルオフィスおかもと歯科 兵庫県 姫路市
はらみず歯科クリニック 兵庫県 姫路市
ふじわら歯科医院 兵庫県 姫路市
ますだ歯科 兵庫県 姫路市
みなみかわ歯科 兵庫県 姫路市
伊東歯科医院 兵庫県 姫路市
医療法人社団　中川歯科医院 兵庫県 姫路市
医療法人社団　天聖会　高石歯科医院 兵庫県 姫路市
医療法人社団カノミ歯科医院 兵庫県 姫路市
医療法人社団はしもと歯科医院 兵庫県 姫路市
梶原歯科医院 兵庫県 姫路市
釜田歯科医院 兵庫県 姫路市
丸尾歯科医院 兵庫県 姫路市
亀本歯科医院 兵庫県 姫路市
玉田歯科医院 兵庫県 姫路市
空地歯科医院 兵庫県 姫路市
古川歯科医院 兵庫県 姫路市
溝井歯科医院 兵庫県 姫路市
高倉歯科 兵庫県 姫路市
三枝歯科医院 兵庫県 姫路市
三木歯科医院 兵庫県 姫路市
山陽会　山本歯科医院 兵庫県 姫路市
森本歯科 兵庫県 姫路市
神田歯科クリニック 兵庫県 姫路市
生橋歯科医院 兵庫県 姫路市
西山歯科医院 兵庫県 姫路市
段　歯科医院 兵庫県 姫路市
内田歯科医院 兵庫県 姫路市
備谷歯科医院 兵庫県 姫路市
福永歯科医院 兵庫県 姫路市
福嶋歯科医院 兵庫県 姫路市
保井歯科 兵庫県 姫路市
龍田歯科医院 兵庫県 姫路市
あが歯科医院 兵庫県 宝塚市
おざわ歯科 兵庫県 宝塚市
きっかわ歯科医院 兵庫県 宝塚市
ゲンデンタルクリニック 兵庫県 宝塚市
とたに歯科医院 兵庫県 宝塚市
なかむら歯科クリニック 兵庫県 宝塚市
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医療法人イノウエ矯正歯科 兵庫県 宝塚市
足立歯科医院 兵庫県 宝塚市
仲田歯科医院 兵庫県 宝塚市
日新堂歯科医院 兵庫県 宝塚市
有馬歯科・矯正歯科 兵庫県 宝塚市
澤村歯科クリニック 兵庫県 宝塚市
あぼ歯科医院 兵庫県 豊岡市
まつもと歯科医院 兵庫県 豊岡市
古田歯科医院 兵庫県 豊岡市
砂治歯科 兵庫県 豊岡市
いとう歯科 兵庫県 明石市
さか歯科医院 兵庫県 明石市
ながた歯科クリニック 兵庫県 明石市
はまな歯科医院 兵庫県 明石市
まさい歯科クリニック 兵庫県 明石市
まの歯科クリニック 兵庫県 明石市
医療法人社団　清水歯科医院 兵庫県 明石市
医療法人社団はるき小児・矯正・歯科 兵庫県 明石市
医療法人社団瑞歯会　安原歯科医院 兵庫県 明石市
下間矯正歯科クリニック 兵庫県 明石市
栗岡歯科医院 兵庫県 明石市
兼本歯科医院 兵庫県 明石市
原歯科 兵庫県 明石市
若林歯科医院 兵庫県 明石市
倉橋歯科医院 兵庫県 明石市
竹内歯科医院 兵庫県 明石市
中野歯科医院 兵庫県 明石市
田川歯科医院 兵庫県 明石市
藤田徳雄歯科医院 兵庫県 明石市
エミ内科歯科クリニック 兵庫県 揖保郡
医療法人社団かみむら歯科医院 兵庫県 揖保郡
さとし歯科医院 兵庫県 養父市
関宮歯科診療所 兵庫県 養父市
西村歯科医院 兵庫県 養父市
アルファ歯科クリニック 岡山県 井原市
井原歯科クリニック 岡山県 井原市
夏目さとう歯科医院 岡山県 井原市
守本歯科 岡山県 井原市
コープ倉田歯科 岡山県 岡山市中区
ひらかわ歯科こども歯科クリニック 岡山県 岡山市中区
もりもと歯科クリニック 岡山県 岡山市中区
医療法人のざき小児歯科 岡山県 岡山市中区
小川歯科医院 岡山県 岡山市中区
倉田歯科医院 岡山県 岡山市中区
総合病院岡山協立病院　歯科 岡山県 岡山市中区
医療法人メディカルファミリー高原歯科 岡山県 岡山市東区
岸田歯科医院 岡山県 岡山市東区
広谷歯科クリニック 岡山県 岡山市東区
数田歯科医院 岡山県 岡山市東区
湯原歯科医院 岡山県 岡山市東区
くまざわ歯科 岡山県 岡山市南区
とよはま歯科 岡山県 岡山市南区
なかたに歯科医院 岡山県 岡山市南区
なかぼ歯科クリニック 岡山県 岡山市南区
もみの木歯科クリニック 岡山県 岡山市南区
医療法人愛歯会　島津歯科医院 岡山県 岡山市南区
今井歯科医院 岡山県 岡山市南区
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小若歯科医院 岡山県 岡山市南区
太田歯科医院 岡山県 岡山市南区
竹下歯科医院 岡山県 岡山市南区
藤田歯科医院 岡山県 岡山市南区
アイエイ高尾歯科クリニック 岡山県 岡山市北区
さくら歯科医院 岡山県 岡山市北区
さんべ歯科クリニック 岡山県 岡山市北区
そらまめ歯科 岡山県 岡山市北区
ないとう歯科医院 岡山県 岡山市北区
なかの歯科クリニック 岡山県 岡山市北区
なつかわ歯科 岡山県 岡山市北区
医療法人　本郷歯科医院 岡山県 岡山市北区
医療法人塩津歯科医院 岡山県 岡山市北区
医療法人社団花夢会じんの矯正歯科 岡山県 岡山市北区
熊代歯科医院 岡山県 岡山市北区
高松ファミリー歯科 岡山県 岡山市北区
佐藤歯科医院 岡山県 岡山市北区
三浦歯科 岡山県 岡山市北区
山口歯科医院 岡山県 岡山市北区
城下歯科・矯正歯科 岡山県 岡山市北区
飯田歯科医院 岡山県 岡山市北区
芳賀北山歯科 岡山県 岡山市北区
矢尾デンタルクリニック 岡山県 岡山市北区
ひろおか歯科医院 岡山県 加賀郡吉備中央町
黒瀬歯科医院 岡山県 加賀郡吉備中央町
大森歯科医院 岡山県 加賀郡吉備中央町
おおい歯科医院 岡山県 笠岡市
守安歯科 岡山県 笠岡市
石戸歯科医院 岡山県 久米郡美咲町
中村歯科医院 岡山県 玉野市
平山歯科医院 岡山県 玉野市
中西歯科医院 岡山県 小田郡矢掛町
ちはる歯科矯正歯科 岡山県 真庭市
はら　こども・ファミリー歯科 岡山県 真庭市
大國歯科医院 岡山県 真庭市
出井歯科医院 岡山県 瀬戸内市
こしむねファミリー歯科医院 岡山県 赤磐市
ふじい歯科 岡山県 浅口市
横山みちよ歯科 岡山県 浅口市
鴨方歯科クリニック 岡山県 浅口市
あかさき歯科医院 岡山県 倉敷市
おおつき歯科クリニック 岡山県 倉敷市
おかもと歯科医院 岡山県 倉敷市
おひさま歯科クリニック 岡山県 倉敷市
くらうち歯科医院 岡山県 倉敷市
さとう歯科クリニック 岡山県 倉敷市
ふなびき歯科 岡山県 倉敷市
よし歯科医院 岡山県 倉敷市
わたなべ歯科クリニック 岡山県 倉敷市
医療法人ＱＯＬ　ファミール歯科 岡山県 倉敷市
医療法人斎藤歯科クリニック 岡山県 倉敷市
宇野歯科医院 岡山県 倉敷市
歯科にしきどクリニック 岡山県 倉敷市
松原歯科医院 岡山県 倉敷市
沼本歯科医院 岡山県 倉敷市
森歯科医院 岡山県 倉敷市
森歯科医院 岡山県 倉敷市
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川西歯科医院 岡山県 倉敷市
早瀬歯科医院 岡山県 倉敷市
大上歯科医院 岡山県 倉敷市
大嶋歯科クリニック 岡山県 倉敷市
渡辺歯科医院 岡山県 倉敷市
藤原歯科医院 岡山県 倉敷市
藤沢歯科医院 岡山県 倉敷市
木山歯科医院 岡山県 倉敷市
医療法人高木歯科医院 岡山県 総社市
亀山歯科医院 岡山県 総社市
国立病院機構南岡山医療センター 岡山県 都窪郡早島町
鏡野町国保上齋原歯科診療所 岡山県 苫田郡鏡野町
久本歯科医院 岡山県 備前市
駿河歯科医院 岡山県 美作市
（医）武内歯科医院 岡山県 和気郡
黒住歯科花尻診療所 岡山県 岡山市北区
あいの里クリニック・歯科 岡山県 岡山市南区
医療法人社団足立守歯科 鳥取県 境港市
医療法人倉元医院　倉元歯科クリニック 鳥取県 境港市
横川歯科医院 鳥取県 境港市
Ｅ歯科クリニック 鳥取県 西伯郡伯耆町
小田歯科医院 鳥取県 西伯郡伯耆町
あけしま歯科 鳥取県 倉吉市
やまもと歯科医院 鳥取県 倉吉市
医療法人　木本歯科医院 鳥取県 倉吉市
吉井歯科医院 鳥取県 倉吉市
山中歯科医院 鳥取県 倉吉市
中部歯科医師会 鳥取県 倉吉市
浜吉歯科クリニック 鳥取県 倉吉市
（医）広田歯科医院 鳥取県 鳥取市
（医）松本歯科診療所 鳥取県 鳥取市
アクビー歯科クリニック 鳥取県 鳥取市
かのう歯科医院 鳥取県 鳥取市
こはま歯科医院 鳥取県 鳥取市
ハヤシ歯科 鳥取県 鳥取市
よしだ歯科医院 鳥取県 鳥取市
医療法人社団吉田歯科医院 鳥取県 鳥取市
岡本歯科クリニック 鳥取県 鳥取市
橋本歯科医院 鳥取県 鳥取市
今田歯科医院 鳥取県 鳥取市
今田歯科岩倉医院 鳥取県 鳥取市
松下歯科医院 鳥取県 鳥取市
上田歯科医院 鳥取県 鳥取市
扇町中村歯科医院 鳥取県 鳥取市
多名部歯科クリニック 鳥取県 鳥取市
池田歯科医院 鳥取県 鳥取市
鳥取県口腔総合保健センター 鳥取県 鳥取市
鳥取市佐治町歯科診療所 鳥取県 鳥取市
門下歯科医院 鳥取県 鳥取市
涌島歯科湖山医院 鳥取県 鳥取市
筧　歯科医院 鳥取県 鳥取市
くらしげ歯科クリニック 鳥取県 東伯郡
石亀歯科医院 鳥取県 東伯郡琴浦町
ヤチグチ歯科医院 鳥取県 東伯郡三朝町
あだち歯科医院 鳥取県 東伯郡湯梨浜町
仲歯科医院 鳥取県 東伯郡北栄町
医療法人伊藤歯科医院 鳥取県 八頭郡智頭町
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医療法人　谷口歯科医院 鳥取県 八頭郡八頭町
谷尾歯科医院 鳥取県 八頭郡八頭町
（医）あさくら歯科医院 鳥取県 米子市
あべ小児歯科 鳥取県 米子市
きやま歯科医院 鳥取県 米子市
みやじ歯科 鳥取県 米子市
ワイエイデンタルクリニック 鳥取県 米子市
医療法人社団　木山歯科医院 鳥取県 米子市
医療法人社団　野口歯科医院 鳥取県 米子市
医療法人社団古川歯科 鳥取県 米子市
稲村亜美 鳥取県 米子市
隅田歯科医院 鳥取県 米子市
歯科吉田医院 鳥取県 米子市
渡部歯科医院 鳥取県 米子市
ミモザ歯科 広島県 広島市
（医）社団博和会　平田歯科医院 広島県 安芸郡海田町
あいあい歯科クリニック 広島県 安芸郡海田町
医）コアラ小児歯科 広島県 安芸郡海田町
医療法人社団湧泉会ひまわり歯科 広島県 安芸郡海田町
奥村歯科医院 広島県 安芸郡海田町
海田ゆめぞら歯科 広島県 安芸郡海田町
田部矯正歯科 広島県 安芸郡海田町
二神歯科医院 広島県 安芸郡海田町
岡田歯科医院 広島県 安芸郡熊野町
いいだ歯科クリニック 広島県 安芸郡府中町
さんたんだ歯科医院 広島県 安芸郡府中町
もりうえ歯科 広島県 安芸郡府中町
甲元歯科医院 広島県 安芸郡府中町
佐久間歯科医院 広島県 安芸郡府中町
竹下歯科医院 広島県 安芸郡府中町
アルファデンタルオフィス 広島県 呉市
カンバラ歯科医院 広島県 呉市
のりこ歯科医院 広島県 呉市
ひろ歯科医院 広島県 呉市
もりざね歯科医院 広島県 呉市
やけやま歯科医院 広島県 呉市
医療法人社団新風会　佐伯歯科 広島県 呉市
宇根本歯科医院 広島県 呉市
岡田歯科医院 広島県 呉市
梶川歯科クリニック 広島県 呉市
佐々木歯科医院 広島県 呉市
舟橋歯科クリニック 広島県 呉市
小早川歯科医院 広島県 呉市
森岡歯科医院 広島県 呉市
清田歯科医院 広島県 呉市
西田歯科医院 広島県 呉市
池田歯科医院 広島県 呉市
中原歯科クリニック 広島県 呉市
中川歯科医院 広島県 呉市
土本歯科医院 広島県 呉市
堂脇歯科医院 広島県 呉市
米谷歯科医院 広島県 呉市
末光歯科医院 広島県 呉市
あおじ歯科医院 広島県 広島市安芸区
くすのき歯科医院 広島県 広島市安芸区
阿部歯科医院 広島県 広島市安芸区
野村歯科医院 広島県 広島市安芸区
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おりづる歯科医院 広島県 広島市安佐南区
かしま歯科 広島県 広島市安佐南区
コープ共立歯科 広島県 広島市安佐南区
サカ緑井病院 広島県 広島市安佐南区
はなのき歯科クリニック 広島県 広島市安佐南区
はなの歯科クリニック 広島県 広島市安佐南区
安佐祇園デンタルクリニック 広島県 広島市安佐南区
医療法人ふじわら歯科医院 広島県 広島市安佐南区
医療法人社団　円林歯科医院 広島県 広島市安佐南区
横山歯科医院 広島県 広島市安佐南区
祇園歯科クリニック 広島県 広島市安佐南区
宮﨑歯科医院 広島県 広島市安佐南区
森川歯科医院 広島県 広島市安佐南区
西村歯科医院 広島県 広島市安佐南区
泉川歯科医院 広島県 広島市安佐南区
中島歯科クリニック 広島県 広島市安佐南区
八島歯科クリニック 広島県 広島市安佐南区
片山歯科医院 広島県 広島市安佐南区
いまおか歯科クリニック 広島県 広島市安佐北区
みしま歯科 広島県 広島市安佐北区
やまもと歯科医院 広島県 広島市安佐北区
医）松本歯科医院 広島県 広島市安佐北区
横畑歯科医院 広島県 広島市安佐北区
岸本歯科医院 広島県 広島市安佐北区
山村歯科医院 広島県 広島市安佐北区
瀬川歯科医院 広島県 広島市安佐北区
二井歯科クリニック 広島県 広島市安佐北区
イチロー歯科診療所 広島県 広島市佐伯区
さいとう歯科医院 広島県 広島市佐伯区
さくらい歯科クリニック 広島県 広島市佐伯区
はんざわ歯科医院 広島県 広島市佐伯区
まえはら歯科クリニック 広島県 広島市佐伯区
医）滋泉会　公園通り歯科クリニック 広島県 広島市佐伯区
井藤矯正歯科 広島県 広島市佐伯区
桂歯科医院 広島県 広島市佐伯区
甲野歯科医院 広島県 広島市佐伯区
坂井矯正歯科小児歯科 広島県 広島市佐伯区
山根歯科医院 広島県 広島市佐伯区
上本歯科医院 広島県 広島市佐伯区
新田歯科医院 広島県 広島市佐伯区
川端歯科医院 広島県 広島市佐伯区
楳林歯科医院 広島県 広島市佐伯区
アルパーク歯科・矯正・栄養クリニック 広島県 広島市西区
くすのき歯科医院 広島県 広島市西区
ドーン歯科クリニック 広島県 広島市西区
とよた歯科クリニック 広島県 広島市西区
のぞみ歯科医院 広島県 広島市西区
ベアーズ小児歯科 広島県 広島市西区
ゆき歯科クリニック 広島県 広島市西区
医療法人引地歯科医院 広島県 広島市西区
医療法人社団　うざき歯科 広島県 広島市西区
観音歯科医院 広島県 広島市西区
三浦歯科医院 広島県 広島市西区
山我歯科医院 広島県 広島市西区
新谷歯科医院 広島県 広島市西区
杉原歯科医院 広島県 広島市西区
石田歯科クリニック 広島県 広島市西区
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中谷歯科医院 広島県 広島市西区
福永歯科医院 広島県 広島市西区
福島歯科医院 広島県 広島市西区
平尾歯科医院 広島県 広島市西区
（医）社団　本山歯科医院 広島県 広島市中区
（医）社団誠美会　川原歯科医院 広島県 広島市中区
ア歯科広島小松診療所 広島県 広島市中区
いまい歯科医院 広島県 広島市中区
うりゅう歯科医院 広島県 広島市中区
さくら歯科医院 広島県 広島市中区
じぞう通り歯科こども歯科 広島県 広島市中区
つか矯正歯科 広島県 広島市中区
なかむら歯科クリニック 広島県 広島市中区
医療法人社団のぶもと歯科 広島県 広島市中区
医療法人社団みずほ会　清水歯科医院 広島県 広島市中区
岡野歯科医院 広島県 広島市中区
加藤歯科医院 広島県 広島市中区
梶谷歯科医院 広島県 広島市中区
九軒町歯科 広島県 広島市中区
坂木歯科医院 広島県 広島市中区
三宅歯科医院 広島県 広島市中区
上川歯科医院 広島県 広島市中区
植木歯科医院 広島県 広島市中区
森田歯科医院 広島県 広島市中区
森本歯科クリニック 広島県 広島市中区
青景歯科医院 広島県 広島市中区
千田町歯科クリニック 広島県 広島市中区
津島歯科クリニック 広島県 広島市中区
辻　歯科医院 広島県 広島市中区
平野歯科医院 広島県 広島市中区
（医）社団博和会　鯉城歯科医院 広島県 広島市東区
かとう歯科・矯正歯科 広島県 広島市東区
ななほし歯科クリニック 広島県 広島市東区
なほ歯科医院 広島県 広島市東区
もうり歯科 広島県 広島市東区
高山歯科 広島県 広島市東区
津谷歯科医院 広島県 広島市東区
能美歯科医院 広島県 広島市東区
別木歯科医院 広島県 広島市東区
野坂歯科医院 広島県 広島市東区
野村歯科医院 広島県 広島市東区
あゆみ歯科 広島県 広島市南区
だて歯科医院 広島県 広島市南区
やわらぎ会歯科診療所 広島県 広島市南区
橋本歯科医院 広島県 広島市南区
玉田歯科 広島県 広島市南区
江夏歯科医院 広島県 広島市南区
児玉歯科 広島県 広島市南区
小笠原歯科医院 広島県 広島市南区
植田歯科医院 広島県 広島市南区
森永歯科医院 広島県 広島市南区
中川歯科 広島県 広島市南区
中村歯科 広島県 広島市南区
藤林歯科医院 広島県 広島市南区
有馬歯科医院 広島県 広島市南区
上山歯科医院 広島県 江田島市
くりはら歯科医院 広島県 三原市
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ふくしま歯科クリニック 広島県 三原市
まつだ歯科医院 広島県 三原市
やすさか歯科 広島県 三原市
河田歯科医院 広島県 三原市
岸田歯科港町診療所 広島県 三原市
郷田歯科医院 広島県 三原市
船木歯科医院 広島県 三原市
第一歯科医院 広島県 三原市
田中歯科医院 広島県 三原市
さとう歯科医院 広島県 三次市
矯正歯科森本 広島県 三次市
西村歯科医院 広島県 三次市
折田歯科医院 広島県 三次市
大倉歯科医院 広島県 三次市
大倉歯科医院 広島県 三次市
片山歯科医院 広島県 三次市
医療法人社団市村歯科医院 広島県 山県郡安芸太田町
医療法人社団樹会　戸河内廣安歯科医院 広島県 山県郡安芸太田町
おおかど歯科医院 広島県 庄原市
みやじ歯科 広島県 庄原市
医療法人社団　高橋歯科医院 広島県 庄原市
牧原歯科医院 広島県 庄原市
安名歯科医院 広島県 神石郡神石高原町
谷川歯科医院 広島県 世羅郡世羅町
荒田歯科クリニック 広島県 大竹市
安田歯科医院 広島県 竹原市
石井歯科クリニック 広島県 竹原市
（医）社団裕穂会　さとう歯科 広島県 東広島市
エトワール歯科 広島県 東広島市
きらら歯科 広島県 東広島市
さくらファミリー歯科 広島県 東広島市
たかはし歯科医院 広島県 東広島市
のざき歯科医院 広島県 東広島市
はもう歯科クリニック 広島県 東広島市
ふじ歯科クリニック 広島県 東広島市
ますもと歯科医院 広島県 東広島市
みちる矯正歯科 広島県 東広島市
よしおか歯科クリニック 広島県 東広島市
医療法人　悠喜会　ゆりの木歯科 広島県 東広島市
高美が丘歯科医院 広島県 東広島市
第二薮本歯科医院 広島県 東広島市
チャイルド歯科おとな・こども 広島県 廿日市市
ナタリ－デンタルクリニック 広島県 廿日市市
ヒラノ歯科医院 広島県 廿日市市
みやうち歯科医院 広島県 廿日市市
やまだ歯科 広島県 廿日市市
阿品ファミリー歯科 広島県 廿日市市
安藤歯科医院 広島県 廿日市市
串戸歯科クリニック 広島県 廿日市市
栗栖歯科クリニック 広島県 廿日市市
松原歯科医院 広島県 廿日市市
西野歯科医院 広島県 廿日市市
木村歯科医院 広島県 廿日市市
ファミリー歯科宮地 広島県 尾道市
岡田歯科医院 広島県 尾道市
吉田歯科医院 広島県 尾道市
桑原歯科医院 広島県 尾道市
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宗永歯科医院 広島県 尾道市
小山歯科医院 広島県 尾道市
しげはら歯科クリニック 広島県 府中市
すみだ歯科医院 広島県 府中市
はまはら歯科 広島県 府中市
医療法人社団　門田歯科医院 広島県 府中市
医療法人社団フジモト歯科 広島県 府中市
小西歯科小児歯科医院 広島県 府中市
イケダデンタルクリニック 広島県 福山市
いなだ歯科医院 広島県 福山市
イロドリ矯正歯科 広島県 福山市
うつみ歯科医院 広島県 福山市
おきとう歯科クリニック 広島県 福山市
クローバー歯科 広島県 福山市
さとう歯科 広島県 福山市
シーズデンタルクリニック 広島県 福山市
しげもり歯科医院 広島県 福山市
すがなみ歯科 広島県 福山市
たけこし歯科クリニック 広島県 福山市
たけまる歯科医院 広島県 福山市
つお歯科医医院 広島県 福山市
ハセ歯科医院 広島県 福山市
はま歯科医院 広島県 福山市
ひろむ歯科医院 広島県 福山市
ふくしま　歯科医院 広島県 福山市
ふくはら歯科医院 広島県 福山市
ふるてら歯科医院 広島県 福山市
まえおか歯科医院 広島県 福山市
まつもと歯科医院 広島県 福山市
もんぜんクリニック歯科 広島県 福山市
よしだ歯科 広島県 福山市
リアン歯科クリニック 広島県 福山市
伊藤歯科医院 広島県 福山市
医療法人社団モノベ歯科医院 広島県 福山市
塩崎歯科医院 広島県 福山市
横山歯科医院 広島県 福山市
横山歯科医院 広島県 福山市
沖野上木村歯科医院 広島県 福山市
弓井歯科医院 広島県 福山市
荒木歯科医院 広島県 福山市
山岡歯科医院 広島県 福山市
小川歯科医院 広島県 福山市
小林歯科医院 広島県 福山市
信森歯科医院 広島県 福山市
占部歯科医院 広島県 福山市
村上歯科医院 広島県 福山市
中山歯科医院 広島県 福山市
田中歯科医院 広島県 福山市
渡辺歯科医院 広島県 福山市
徳久歯科医院 広島県 福山市
日野デンタルクリニック 広島県 福山市
片山歯科医院 広島県 福山市
ことぶき歯科医院 島根県 益田市
医療法人　如水会　おがさわら歯科 島根県 鹿足郡
永田歯科医院 島根県 鹿足郡
たなか歯科医院 島根県 出雲市
はやし歯科クリニック 島根県 出雲市
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小田川歯科医院 島根県 出雲市
田原歯科医院 島根県 出雲市
医療法人　松浦歯科医院 島根県 松江市
医療法人社団江角歯科医院 島根県 松江市
高木歯科医院 島根県 松江市
上田歯科医院 島根県 松江市
神庭歯科医院 島根県 松江市
足立歯科医院 島根県 松江市
内田歯科医院 島根県 松江市
板倉歯科医院 島根県 松江市
片岡歯科医院 島根県 松江市
野坂歯科医院 島根県 松江市
高松歯科医院 島根県 仁多郡奥出雲町
みやもと歯科医院 島根県 浜田市
岡本歯科 島根県 浜田市
杉本歯科医院 島根県 浜田市
大山歯科医院 島根県 浜田市
田中歯科金城医院 島根県 浜田市
岸歯科医院 島根県 邑楽郡
ＡＱＵＡ石井歯科　宇部歯周再生インプラン 山口県 宇部市
あいおい歯科・インプラント矯正クリニック 山口県 宇部市
ばん歯科クリニック 山口県 宇部市
ホワイト歯科 山口県 宇部市
愛歯科診療所 山口県 宇部市
協立歯科 山口県 宇部市
黒石デンタルクリニック 山口県 宇部市
山根歯科医院 山口県 宇部市
前出歯科医院 山口県 宇部市
田村歯科 山口県 宇部市
徳久歯科クリニック 山口県 宇部市
文京台デンタルクリニック 山口県 宇部市
毛利歯科医院 山口県 宇部市
おおの小児矯正歯科 山口県 下関市
ひまわり歯科医院 山口県 下関市
リンク歯科 山口県 下関市
医療法人永孝会　ゆめシティオレンジ歯科 山口県 下関市
医療法人永孝会　長府オレンジ歯科 山口県 下関市
医療法人社団　なかしま歯科医院 山口県 下関市
下関市立市民病院 山口県 下関市
植田歯科菊川診療所 山口県 下関市
生野歯科医院 山口県 下関市
竹中歯科医院 山口県 下関市
竹田歯科診療所 山口県 下関市
津次歯科医院 山口県 下関市
平山歯科医院 山口県 下関市
芳川歯科医院 山口県 下関市
木下歯科医院 山口県 下関市
廣田歯科医院 山口県 下関市
かねしげ歯科クリニック 山口県 下松市
ぬのまき歯科クリニック 山口県 下松市
医療法人花田歯科医院 山口県 下松市
宇都宮歯科医院 山口県 下松市
下松みずほ歯科クリニック 山口県 下松市
原野歯科医院 山口県 下松市
古川町武居歯科医院 山口県 下松市
田中歯科医院 山口県 下松市
（医）山中歯科医院 山口県 岩国市
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あかざき歯科医院 山口県 岩国市
いずみ歯科医院７４０ 山口県 岩国市
くしろ歯科医院 山口県 岩国市
たにもと歯科医院 山口県 岩国市
つきおか歯科 山口県 岩国市
つぼい歯科クリニック 山口県 岩国市
とよた歯科矯正歯科医院 山口県 岩国市
ひろち歯科クリニック 山口県 岩国市
みちよ歯科医院 山口県 岩国市
藤生歯科センター 山口県 岩国市
米田歯科医院 山口県 岩国市
くにちか歯科医院 山口県 熊毛郡田布施町
ひろなか歯科 山口県 熊毛郡平生町
すずき歯科医院 山口県 光市
たむら歯科 山口県 光市
森本歯科医院 山口県 光市
諏訪歯科医院 山口県 光市
藤本歯科診療所 山口県 光市
おぐら歯科医院 山口県 山口市
きらら・しまた歯科 山口県 山口市
くわはら歯科医院 山口県 山口市
すみ歯科医院 山口県 山口市
みつおか歯科クリニック 山口県 山口市
みねおか歯科クリニック 山口県 山口市
やすもと歯科医院 山口県 山口市
ゆかたちよみ歯科 山口県 山口市
医療法人　岡医院 山口県 山口市
医療法人　仁誠会　長崎歯科医院 山口県 山口市
医療法人瑛幸会ひで歯科クリニック 山口県 山口市
佐伯歯科 山口県 山口市
秋満歯科医院 山口県 山口市
池田歯科医院 山口県 山口市
藤井歯科医院 山口県 山口市
野中歯科医院 山口県 山口市
おのだサンパークオレンジ歯科 山口県 山陽小野田市
おもかわ歯科医院 山口県 周南市
かねおか歯科クリニック 山口県 周南市
クラタ歯科 山口県 周南市
こやま歯科医院 山口県 周南市
さきしげ歯科医院 山口県 周南市
伊東歯科医院 山口県 周南市
医療法人　なかたまり歯科 山口県 周南市
医療法人まさる歯科医院 山口県 周南市
岡本歯科医院 山口県 周南市
久米歯科医院 山口県 周南市
熊毛中央歯科 山口県 周南市
小川歯科医院 山口県 周南市
松下歯科医院 山口県 周南市
神内歯科クリニック 山口県 周南市
水津歯科クリニック 山口県 周南市
清水歯科医院 山口県 周南市
津田歯科医院 山口県 周南市
徳本歯科医院 山口県 周南市
武中歯科医院 山口県 大島郡
貞平歯科医院 山口県 大島郡周防大島町
吉村歯科医院 山口県 長門市
西村歯科医院 山口県 長門市
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（医）まつうら歯科医院 山口県 萩市
もんでん歯科医院 山口県 萩市
医療法人社団おか歯科 山口県 萩市
医療法人和合会いまだ歯科医院 山口県 萩市
井上歯科医院 山口県 萩市
石川歯科医院 山口県 萩市
はしもと歯科医院 山口県 美祢市
美祢歯科医院 山口県 美祢市
かわの歯科医院 山口県 防府市
きむら歯科医院 山口県 防府市
こうの歯科クリニック 山口県 防府市
しらいし歯科クリニック 山口県 防府市
ホワイト歯科医院 山口県 防府市
まこと歯科 山口県 防府市
りえ歯科医院 山口県 防府市
右田歯科医院 山口県 防府市
山内歯科クリニック 山口県 防府市
水野歯科医院 山口県 防府市
牟礼歯科医院 山口県 防府市
いそべ歯科医院 山口県 柳井市
古浜歯科医院 山口県 柳井市
中尾歯科医院 山口県 柳井市
くろさわ歯科 徳島県 阿南市
モリ歯科診療所 徳島県 阿南市
ゆう歯科クリニック 徳島県 阿南市
わたなべ歯科 徳島県 阿南市
医療法人　タナベ歯科医院 徳島県 阿南市
医療法人　武田歯科医院 徳島県 阿南市
医療法人宮本歯科クリニック 徳島県 阿南市
岡本歯科 徳島県 阿南市
岩橋歯科医院 徳島県 阿南市
岩浅歯科医院 徳島県 阿南市
吉岡歯科医院 徳島県 阿南市
吉田歯科医院 徳島県 阿南市
福育会　神田歯科医院 徳島県 阿南市
（医）安田歯科 徳島県 阿波市
にしむら歯科医院 徳島県 阿波市
へいしま歯科ファミリークリニック 徳島県 阿波市
ほそかわ歯科医院 徳島県 阿波市
阿部歯科医院 徳島県 阿波市
医療法人　福島歯科医院 徳島県 阿波市
医療法人こんどう歯科クリニック 徳島県 阿波市
医療法人根東歯科医院 徳島県 阿波市
十川歯科クリニック 徳島県 阿波市
新藤歯科 徳島県 阿波市
大塚歯科医院 徳島県 阿波市
中西歯科医院 徳島県 阿波市
やまいし歯科医院 徳島県 海部郡海陽町
野口歯科医院 徳島県 海部郡美波町
うらやま歯科医院 徳島県 吉野川市
ごとう歯科医院 徳島県 吉野川市
さとう歯科医院 徳島県 吉野川市
なか歯科医院 徳島県 吉野川市
まつうら歯科クリニック 徳島県 吉野川市
やまさきデンタルクリニック 徳島県 吉野川市
医療法人きりの歯科クリニック 徳島県 吉野川市
医療法人杉山会　杉山歯科医院 徳島県 吉野川市
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医療法人瀬尾歯科医院 徳島県 吉野川市
岡本歯科 徳島県 吉野川市
山本歯科医院 徳島県 吉野川市
多田歯科医院 徳島県 吉野川市
和田歯科クリニック 徳島県 吉野川市
井原歯科医院 徳島県 三好郡東みよし町
秋田歯科医院 徳島県 三好郡東みよし町
新田歯科クリニック 徳島県 三好郡東みよし町
ひはら歯科医院 徳島県 三好市
医療法人　いい歯科 徳島県 三好市
医療法人　たおか歯科クリニック 徳島県 三好市
近藤歯科医院 徳島県 三好市
いしかわ歯科医院 徳島県 小松島市
しもむら歯科医院 徳島県 小松島市
医療法人木下歯科医院 徳島県 小松島市
浦田歯科医院 徳島県 小松島市
喜多歯科医院 徳島県 小松島市
高木歯科医院 徳島県 小松島市
山本歯科クリニック 徳島県 小松島市
須原歯科医院 徳島県 小松島市
天真歯科矯正歯科 徳島県 小松島市
福崎歯科医院 徳島県 小松島市
（医）カンガルー歯科 徳島県 徳島市
（医）尾形歯科 徳島県 徳島市
あいおい歯科医院 徳島県 徳島市
あべ歯科医院 徳島県 徳島市
おかやま歯科 徳島県 徳島市
おりはら歯科医院 徳島県 徳島市
かねまつ歯科医院 徳島県 徳島市
かもなはなまる歯科 徳島県 徳島市
しみず歯科医院 徳島県 徳島市
ニイ歯科クリニック 徳島県 徳島市
のぞむ歯科 徳島県 徳島市
マキ歯科医院 徳島県 徳島市
マキ歯科新町診療所 徳島県 徳島市
ますだ歯科医院 徳島県 徳島市
やまざき歯科医院 徳島県 徳島市
ルミナスデンタルクリニック 徳島県 徳島市
医療法人　小倉歯科診療所 徳島県 徳島市
医療法人　早雲歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人　東山歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人こもだ歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人サイカ歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人青木歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人大塚歯科 徳島県 徳島市
医療法人湯浅歯科医院 徳島県 徳島市
宇山歯科 徳島県 徳島市
久米川歯科医院 徳島県 徳島市
宮井歯科クリニック 徳島県 徳島市
宮田歯科医院 徳島県 徳島市
近藤歯科 徳島県 徳島市
兼松歯科医院 徳島県 徳島市
厚見歯科医院 徳島県 徳島市
佐々木歯科医院 徳島県 徳島市
斎藤歯科 徳島県 徳島市
三ツ井歯科医院 徳島県 徳島市
三木歯科 徳島県 徳島市
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歯科宮上クリニック 徳島県 徳島市
寺井歯科医院 徳島県 徳島市
住友歯科医院 徳島県 徳島市
小積歯科医院 徳島県 徳島市
心身歯科診療所 徳島県 徳島市
盛デンタルオフィス 徳島県 徳島市
西田歯科医院 徳島県 徳島市
石橋歯科医院 徳島県 徳島市
石本歯科医院 徳島県 徳島市
川田歯科医院 徳島県 徳島市
川島歯科医院 徳島県 徳島市
村田歯科医院 徳島県 徳島市
大杉歯科診療所 徳島県 徳島市
竹田歯科医院 徳島県 徳島市
猪子歯科医院 徳島県 徳島市
長岡歯科クリニック 徳島県 徳島市
椿原歯科 徳島県 徳島市
島田歯科医院 徳島県 徳島市
東條歯科医院 徳島県 徳島市
筒井歯科医院 徳島県 徳島市
藤谷歯科 徳島県 徳島市
板東歯科医院　八万オフィス 徳島県 徳島市
板東歯科医院南昭和オフィス 徳島県 徳島市
尾形歯科 徳島県 徳島市
豊田歯科医院 徳島県 徳島市
椋本歯科医院 徳島県 徳島市
明神歯科医院 徳島県 徳島市
医療法人　中原歯科医院 徳島県 那賀郡
村田歯科医院相生診療所 徳島県 那賀郡
（医）東雲会　トビウメ歯科 徳島県 板野郡
アイル歯科クリニック 徳島県 板野郡
医療法人　たかせ歯科医院 徳島県 板野郡
医療法人　斎藤歯科医院 徳島県 板野郡
医療法人ぬまたデンタルクリニック 徳島県 板野郡
医療法人納田歯科医院 徳島県 板野郡
稲富歯科医院 徳島県 板野郡
加川歯科 徳島県 板野郡
弘誠会　浦田病院 徳島県 板野郡
倉橋歯科医院 徳島県 板野郡
瀧歯科・歯科口腔外科医院 徳島県 板野郡
堤歯科 徳島県 板野郡
天山歯科医院 徳島県 板野郡
藤崎矯正歯科クリニック 徳島県 板野郡
齋賀歯科医院 徳島県 板野郡
ごうた歯科 徳島県 板野郡北島町
笠原歯科クリニック 徳島県 美馬郡
ほそかわ歯科クリニック 徳島県 美馬市
医療法人　井上歯科医院 徳島県 美馬市
三宅歯科医院 徳島県 美馬市
中川歯科医院 徳島県 美馬市
中野歯科医院 徳島県 美馬市
奈良井歯科医院 徳島県 美馬市
尾方歯科医院 徳島県 美馬市
しばた歯科 徳島県 名西郡
ミント歯科クリニック 徳島県 名西郡
医療法人悠正会　井上歯科医院 徳島県 名西郡
高瀬歯科医院 徳島県 名西郡
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山口歯科 徳島県 名西郡
浜崎歯科医院 徳島県 名西郡
福田歯科医院 徳島県 名西郡
平田歯科医院 徳島県 名西郡
ホワイト歯科 徳島県 鳴門市
医療法人　小川歯科医院 徳島県 鳴門市
医療法人とみなが歯科医院 徳島県 鳴門市
奥野歯科 徳島県 鳴門市
元木歯科クリニック 徳島県 鳴門市
高橋歯科 徳島県 鳴門市
今井歯科医院 徳島県 鳴門市
石丸歯科医院 徳島県 鳴門市
中森歯科医院 徳島県 鳴門市
日下歯科婦人科医院 徳島県 鳴門市
鳴門歯科 徳島県 鳴門市
かねとう歯科 香川県 さぬき市
ハロー歯科クリニック 香川県 さぬき市
安部歯科医院 香川県 さぬき市
医療法人社団阿部歯科医院 香川県 さぬき市
高橋歯科医院 香川県 さぬき市
合田歯科医院 香川県 さぬき市
小西歯科医院 香川県 さぬき市
上枝歯科医院 香川県 さぬき市
服部歯科医院 香川県 さぬき市
眞室歯科医院 香川県 まんのう町
竹内歯科医院 香川県 綾歌郡
ぱーるしかいいん 香川県 綾歌郡綾川町
綾上歯科診療所 香川県 綾歌郡綾川町
浜﨑歯科医院 香川県 綾歌郡綾川町
さかい歯科医院 香川県 綾歌郡宇多津町
いその歯科クリニック 香川県 観音寺市
うすき歯科医院 香川県 観音寺市
クロダ歯科医院 香川県 観音寺市
さいとう歯科医院 香川県 観音寺市
医療法人耕寿会　河田歯科医院 香川県 観音寺市
医療法人社団あらき歯科クリニック 香川県 観音寺市
塩田歯科医院 香川県 観音寺市
久保歯科クリニック 香川県 観音寺市
小川歯科医院 香川県 観音寺市
大西ただし歯科クリニック 香川県 観音寺市
中島歯科医院 香川県 観音寺市
野口歯科医院 香川県 観音寺市
いまい歯科クリニック 香川県 丸亀市
げんき歯科・矯正歯科 香川県 丸亀市
医療法人社団　山田歯科医院 香川県 丸亀市
医療法人社団至誠会増田歯科医院 香川県 丸亀市
塩田歯科医院 香川県 丸亀市
夏見歯科医院 香川県 丸亀市
丸尾歯科医院 香川県 丸亀市
宮武歯科医院 香川県 丸亀市
江戸歯科医院 香川県 丸亀市
篠原歯科医院 香川県 丸亀市
大林歯科医院 香川県 丸亀市
田所歯科医院 香川県 丸亀市
日根野谷歯科医院 香川県 丸亀市
平田歯科医院 香川県 丸亀市
（医社）米田歯科医院 香川県 高松市
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あおぞら歯科クリニック 香川県 高松市
アキ歯科医院 香川県 高松市
あんどう歯科 香川県 高松市
いそざき歯科 香川県 高松市
いまじょう矯正歯科クリニック 香川県 高松市
おおくま歯科医院 香川県 高松市
こうじ歯科クリニック 香川県 高松市
スガタ歯科医院 香川県 高松市
すみたに歯科・矯正歯科医院 香川県 高松市
そごう歯科医院 香川県 高松市
なかつか歯科医院 香川県 高松市
ながまち歯科医院 香川県 高松市
なかむら歯科 香川県 高松市
ハッピーデンタルクリニック 香川県 高松市
フジツカ三好歯科医院 香川県 高松市
フチダ歯科医院 香川県 高松市
まつした歯科医院 香川県 高松市
みき歯科三越通りクリニック 香川県 高松市
みたに歯科クリニック 香川県 高松市
阿部歯科医院 香川県 高松市
医）ア歯会　ア歯科診療所 香川県 高松市
医）昭和会　川上矯正歯科医院 香川県 高松市
医）新樹会　豊嶋歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団　かわにし歯科クリニック 香川県 高松市
医療法人社団　永木歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団　吉翔会　吉本歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団　小西歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団　松本歯科 香川県 高松市
医療法人社団　裕歯科クリニック 香川県 高松市
医療法人社団みつもり歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団岡田歯科醫院 香川県 高松市
医療法人社団雅月会いちはら歯科クリニック 香川県 高松市
医療法人社団湖崎歯科クリニック 香川県 高松市
医療法人社団西原歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団米岡歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団明恵会　古市歯科医院 香川県 高松市
医療法人社団林歯科医院 香川県 高松市
医療法人友慈会フレンズ歯科クリニック 香川県 高松市
井手口歯科医院 香川県 高松市
丸の内歯科 香川県 高松市
吉田歯科医院 香川県 高松市
久保歯科医院 香川県 高松市
穴吹歯科医院 香川県 高松市
香川県歯科医師会 香川県 高松市
今滝歯科医院 香川県 高松市
坂東歯科クリニック 香川県 高松市
守田歯科医院 香川県 高松市
渋谷歯科医院 香川県 高松市
春日歯科クリニック 香川県 高松市
小河歯科医院 香川県 高松市
小倉歯科医院 香川県 高松市
松木歯科医院 香川県 高松市
新枝歯科医院 香川県 高松市
西岡歯科医院 香川県 高松市
西谷歯科医院 香川県 高松市
石丸歯科医院 香川県 高松市
川崎歯科医院 香川県 高松市
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川西歯科医院 香川県 高松市
中山歯科医院 香川県 高松市
中村歯科医院 香川県 高松市
藤本歯科医院 香川県 高松市
馬場歯科 香川県 高松市
梅村歯科医院 香川県 高松市
北岡歯科医院 香川県 高松市
木村歯科医院 香川県 高松市
たいよう訪問歯科 香川県 坂出市
みどりの歯科医院 香川県 坂出市
医）久真会大木眼科久保歯科医院 香川県 坂出市
医療法人社団武部歯科医院 香川県 坂出市
香西歯科医院 香川県 坂出市
細川歯科医院 香川県 坂出市
藤澤歯科医院 香川県 坂出市
樋口歯科医院 香川県 坂出市
おおした歯科医院 香川県 三豊市
しつかわ歯科医院 香川県 三豊市
たくま歯科医院 香川県 三豊市
ただ歯科医院 香川県 三豊市
医療法人社団はまだ歯科・矯正クリニック 香川県 三豊市
久保歯科医院 香川県 三豊市
篠丸歯科医院 香川県 三豊市
小林歯科医院 香川県 三豊市
田中歯科医院 香川県 三豊市
樋出歯科医院 香川県 小豆郡小豆島町
医療法人紗久会　空と海の歯科クリニック 香川県 善通寺市
金香歯科医院 香川県 善通寺市
高尾歯科医院 香川県 善通寺市
氏家歯科診療所 香川県 善通寺市
杉本歯科医院 香川県 善通寺市
千代歯科医院 香川県 善通寺市
善通寺駐屯地医務室 香川県 善通寺市
鈴木歯科クリニック 香川県 善通寺市
前田歯科医院 香川県 仲多度郡琴平町
嶋田歯科医院 香川県 仲多度郡琴平町
たかぎ歯科医院 香川県 仲多度郡多度津町
せお歯科クリニック 香川県 東かがわ市
みよし歯科医院 香川県 東かがわ市
大山歯科医院 香川県 東かがわ市
阿部歯科医院 香川県 木田郡
医療法人社団審美会もり歯科矯正歯科医院 香川県 木田郡
山田歯科医院 香川県 木田郡
畠歯科医院 香川県 木田郡
蓮井歯科・ファミリークリニック 香川県 木田郡
岡沢歯科医院 香川県 木田郡三木町
岡山大塚歯科医院 香川県 丸亀市
亀田歯科医院 香川県 高松市
練馬大塚歯科医院 香川県 丸亀市
豊中大塚歯科医院 香川県 丸亀市
山陽大塚歯科医院 香川県 丸亀市
高松大塚歯科医院 香川県 丸亀市
大塚歯科医院 香川県 丸亀市
是沢歯科医院 愛媛県 松山市
これさわ歯科医院 愛媛県 伊予郡松前町
医療法人　慈裕会　清水歯科医院 愛媛県 伊予郡松前町
清家歯科医院 愛媛県 伊予市
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（医）口羽歯科医院 愛媛県 宇和島市
いわむら歯科医院 愛媛県 宇和島市
なかお歯科クリニック 愛媛県 宇和島市
やくしじ歯科医院 愛媛県 宇和島市
ライオン歯科 愛媛県 宇和島市
医療法人林歯科医院 愛媛県 宇和島市
永木歯科医院 愛媛県 宇和島市
吉田歯科 愛媛県 宇和島市
久保歯科医院 愛媛県 宇和島市
ごう歯科医院 愛媛県 今治市
ぜんいち歯科医院 愛媛県 今治市
たくぼ小児歯科・歯科 愛媛県 今治市
ときわ歯科医院 愛媛県 今治市
まき歯科 愛媛県 今治市
井出歯科医院 愛媛県 今治市
久米歯科医院 愛媛県 今治市
広小路歯科医院 愛媛県 今治市
山田歯科医院 愛媛県 今治市
小泉歯科医院 愛媛県 今治市
小澤歯科医院 愛媛県 今治市
神原歯科医院 愛媛県 今治市
村上歯科医院 愛媛県 今治市
鳥生歯科医院 愛媛県 今治市
日吉歯科医院 愛媛県 今治市
馬越歯科医院 愛媛県 今治市
富田歯科 愛媛県 今治市
（医）尚歯会　こもだ歯科医院 愛媛県 四国中央市
あべ歯科 愛媛県 四国中央市
あべ歯科 愛媛県 四国中央市
さおの森歯科クリニック 愛媛県 四国中央市
さくら歯科クリニック 愛媛県 四国中央市
医）石川歯科 愛媛県 四国中央市
医療法人　あき歯科医院 愛媛県 四国中央市
今村歯科医院 愛媛県 四国中央市
佐々木歯科医院 愛媛県 四国中央市
三宅歯科クリニック 愛媛県 四国中央市
西川歯科クリニック 愛媛県 四国中央市
武村歯科医院 愛媛県 四国中央市
髙橋歯科 愛媛県 四国中央市
（医）たにもと歯科 愛媛県 松山市
（医）関谷歯科 愛媛県 松山市
（医）清流会　兵頭歯科医院 愛媛県 松山市
（医）淺井歯科医院 愛媛県 松山市
あいはら歯科クリニック 愛媛県 松山市
いだい歯科医院 愛媛県 松山市
かどた歯科 愛媛県 松山市
かめのこ歯科クリニック 愛媛県 松山市
サウス歯科医院 愛媛県 松山市
ともちか歯科医院 愛媛県 松山市
なのはな歯科クリニック 愛媛県 松山市
はじめ歯科医院 愛媛県 松山市
はなみずき歯科 愛媛県 松山市
ひでき歯科医院 愛媛県 松山市
ふみお歯科クリニック 愛媛県 松山市
まこと歯科クリニック 愛媛県 松山市
みちだ矯正小児歯科 愛媛県 松山市
愛媛県歯科医師会 愛媛県 松山市
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医）みちだ矯正小児歯科 愛媛県 松山市
医）原瀬歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人　かとう歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人　愛弘会　しばた歯科 愛媛県 松山市
医療法人　伊藤歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人　松本歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人　尾崎歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人やんべ歯科医院 愛媛県 松山市
医療法人愛歯科診療所 愛媛県 松山市
医療法人関谷栄歯科 愛媛県 松山市
井伊歯科医院 愛媛県 松山市
宮部歯科 愛媛県 松山市
玉井歯科医院 愛媛県 松山市
佐々木歯科 愛媛県 松山市
山崎歯科医院 愛媛県 松山市
山崎歯科医院 愛媛県 松山市
寺川歯科クリニック 愛媛県 松山市
篠崎歯科医院 愛媛県 松山市
松廣歯科医院 愛媛県 松山市
城北やの歯科クリニック 愛媛県 松山市
森原歯科医院 愛媛県 松山市
清水歯科診療所 愛媛県 松山市
西岡歯科医院 愛媛県 松山市
西林寺前歯科医院 愛媛県 松山市
石井歯科 愛媛県 松山市
仙波歯科 愛媛県 松山市
前田歯科医院 愛媛県 松山市
増田歯科医院 愛媛県 松山市
蔵原歯科クリニック 愛媛県 松山市
大井歯科クリニック 愛媛県 松山市
大森県庁前歯科 愛媛県 松山市
大谷歯科矯正歯科 愛媛県 松山市
中村歯科医院 愛媛県 松山市
長谷川歯科医院 愛媛県 松山市
徳永歯科医院 愛媛県 松山市
二宮矯正歯科医院 愛媛県 松山市
武田歯科医院 愛媛県 松山市
豊田歯科医院 愛媛県 松山市
堀内歯科医院 愛媛県 松山市
木原歯科医院 愛媛県 松山市
木村歯科 愛媛県 松山市
木村歯科 愛媛県 松山市
野本歯科医院 愛媛県 松山市
来住歯科 愛媛県 松山市
髙橋歯科医院 愛媛県 松山市
美川歯科診療所 愛媛県 上浮穴郡久万高原町
（医）浅井歯科医院 愛媛県 新居浜市
しろした歯科 愛媛県 新居浜市
愛媛労災病院 愛媛県 新居浜市
医療法人そのだ歯科クリニック 愛媛県 新居浜市
加藤歯科 愛媛県 新居浜市
山田歯科クリニック 愛媛県 新居浜市
田口歯科 愛媛県 新居浜市
藤村歯科医院 愛媛県 新居浜市
林歯科クリニック 愛媛県 新居浜市
林田歯科医院 愛媛県 新居浜市
土居歯科医院 愛媛県 西宇和郡伊方町
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いわね歯科医院 愛媛県 西条市
たちばな歯科医院 愛媛県 西条市
伊藤歯科クリニック 愛媛県 西条市
医療法人　徳永歯科 愛媛県 西条市
松原歯科医院 愛媛県 西条市
神野歯科医院 愛媛県 西条市
定成歯科医院 愛媛県 西条市
渡辺歯科医院 愛媛県 西条市
東予歯科 愛媛県 西条市
（医）石野歯科医院 愛媛県 西予市
おかうのまち歯科 愛媛県 西予市
岡本歯科医院 愛媛県 大洲市
久保徹歯科 愛媛県 大洲市
玉井歯科医院 愛媛県 大洲市
今井歯科医院 愛媛県 大洲市
山崎歯科医院 愛媛県 大洲市
ひまわり歯科 愛媛県 東温市
医療法人　日野歯科医院 愛媛県 東温市
上田歯科医院 愛媛県 東温市
あさうみ歯科医院 愛媛県 南宇和郡愛南町
こじま歯科医院 愛媛県 南宇和郡愛南町
たかはし歯科 愛媛県 南宇和郡愛南町
高岡歯科医院 愛媛県 八幡浜市
新谷歯科医院 愛媛県 八幡浜市
瀬尾歯科医院 愛媛県 八幡浜市
永井歯科医院 愛媛県 松山市
かしま歯科医院 愛媛県 宇和島市
安岡歯科診療所 高知県 安芸郡田野町
医療法人展久会東洋歯科クリニック 高知県 安芸郡東洋町
松田歯科医院 高知県 安芸市
津田歯科医院 高知県 安芸市
医療法人大空会安光歯科 高知県 吾川郡いの町
新町歯科 高知県 吾川郡いの町
大原歯科 高知県 吾川郡いの町
医）恒石会　恒石歯科 高知県 香南市
黒岩歯科医院 高知県 香南市
大島歯科 高知県 香南市
池田歯科クリニック 高知県 香南市
医療法人くずめ会　楠目歯科診療所 高知県 香美市
佐々木歯科診療所 高知県 香美市
小松歯科 高知県 香美市
八井田歯科医院 高知県 香美市
こうなん歯科 高知県 高岡郡四万十町
医療法人　善佳会　いわさき歯科 高知県 高岡郡四万十町
きらり歯科医院 高知県 高岡郡中土佐町
国保梼原歯科診療所 高知県 高岡郡檮原町
（医）太歯会　岡本歯科 高知県 高知市
アーク歯科・矯正歯科クリニック 高知県 高知市
アール・ヴェール歯科 高知県 高知市
アポロニア歯科クリニック 高知県 高知市
いちかわ歯科 高知県 高知市
おおくぼ歯科 高知県 高知市
オオニシ歯科 高知県 高知市
おかだ歯科クリニック 高知県 高知市
オザカ歯科診療所 高知県 高知市
かしば歯科クリニック 高知県 高知市
きよおか歯科 高知県 高知市
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ごとう歯科 高知県 高知市
さかもと歯科 高知県 高知市
じゅん歯科クリニック 高知県 高知市
たおか歯科 高知県 高知市
たけさき歯科 高知県 高知市
にしむら歯科 高知県 高知市
のむら歯科 高知県 高知市
はみがき歯科クリニック 高知県 高知市
ひろこの歯科クリニック 高知県 高知市
フカミ歯科診療所 高知県 高知市
ほそかわ歯科医院 高知県 高知市
みやべ歯科 高知県 高知市
医療法人　ひろせ矯正歯科 高知県 高知市
医療法人　維新の里　のり歯科 高知県 高知市
医療法人　広田歯科医院 高知県 高知市
医療法人　四つ葉会　森本歯科 高知県 高知市
井上歯科医院 高知県 高知市
横山歯科診療所 高知県 高知市
横田歯科クリニック 高知県 高知市
岡西歯科診療所 高知県 高知市
岡本歯科医院 高知県 高知市
岡本歯科診療所 高知県 高知市
岸本歯科 高知県 高知市
鬼谷歯科医院 高知県 高知市
橋村歯科診療所 高知県 高知市
金子歯科クリニック 高知県 高知市
高橋歯科 高知県 高知市
高橋歯科医院 高知県 高知市
山﨑歯科医院 高知県 高知市
山﨑歯科診療所 高知県 高知市
志和デンタルオフィス 高知県 高知市
松浦歯科医院 高知県 高知市
松岡歯科医院 高知県 高知市
松下歯科医院 高知県 高知市
松木歯科医院 高知県 高知市
森本歯科医院 高知県 高知市
西山歯科 高知県 高知市
西村歯科医院 高知県 高知市
西内歯科クリニック 高知県 高知市
西本歯科医院 高知県 高知市
青木歯科 高知県 高知市
前田歯科医院 高知県 高知市
大津歯科医院 高知県 高知市
竹中歯科診療所 高知県 高知市
中村歯科診療所 高知県 高知市
田岡歯科・矯正歯科クリニック 高知県 高知市
嶋本歯科医院 高知県 高知市
武井歯科医院 高知県 高知市
平岡歯科医院 高知県 高知市
野村歯科医院 高知県 高知市
野田歯科医院 高知県 高知市
野並歯科医院 高知県 高知市
おおかわ歯科クリニック 高知県 高知市横浜新町
にいや歯科医院 高知県 四万十市
医療法人Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｌｕｓ　川村歯科 高知県 四万十市
山本歯科医院 高知県 四万十市
松本歯科診療所 高知県 室戸市
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村戸歯科診療所 高知県 室戸市
本田歯科医院 高知県 宿毛市
まるとみ歯科医院 高知県 須崎市
辻益デンタルクリニック 高知県 長岡郡本山町
河合歯科医院 高知県 土佐市
塩田歯科 高知県 土佐市高岡町
幸歯科医院 高知県 土佐清水市栄町
医療法人善哉会　おなが通り歯科 高知県 南国市
医療法人泰和会森本歯科診療所 高知県 南国市
西川歯科診療所 高知県 南国市
医療法人　桐花会　佐賀歯科診療所 高知県 幡多郡黒潮町
医療法人　真仁会　和泉歯科医院 高知県 幡多郡黒潮町
黒潮町拳ノ川歯科診療所 高知県 幡多郡黒潮町
小谷歯科診療所 高知県 幡多郡黒潮町
佐々山歯科 高知県 幡多郡大月町
上野歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
医療法人社団秀和会　水巻歯科診療所 福岡県 遠賀郡
吉武歯科医院 福岡県 遠賀郡
西牟田歯科医院 福岡県 遠賀郡水巻町
小島歯科医院 福岡県 嘉麻市
えぐち歯科クリニック 福岡県 久留米市
かく歯科クリニック 福岡県 久留米市
たざき歯科医院 福岡県 久留米市
ますだ歯科 福岡県 久留米市
吉松歯科医院 福岡県 久留米市
高木歯科医院 福岡県 久留米市
松瀬デンタルクリニック 福岡県 久留米市
竹上歯科医院 福岡県 久留米市
中村歯科医院 福岡県 久留米市
まさよし歯科医院 福岡県 古賀市
小浜歯科医院 福岡県 古賀市
井手口　歯科医院 福岡県 行橋市
秋山歯科医院 福岡県 行橋市
きのした歯科医院 福岡県 糸島市
たかさき歯科クリニック 福岡県 糸島市
まつお歯科 福岡県 糸島市
西原歯科医院 福岡県 糸島市
たろう歯科クリニック 福岡県 宗像市
医療法人　川崎歯科医院 福岡県 春日市
西田歯科医院 福岡県 春日市
いわさき歯科 福岡県 小郡市
しらき歯科医院 福岡県 小郡市
福井歯科医院 福岡県 糟屋郡宇美町
はかたの森歯科こども歯科 福岡県 糟屋郡志免町
あつし歯科医院 福岡県 糟屋郡篠栗町
しげおか歯科医院 福岡県 糟屋郡新宮町
おおた歯科クリニック 福岡県 太宰府市
柴原歯科医院 福岡県 太宰府市
よしだ歯科 福岡県 大牟田市
えとう歯科クリニック 福岡県 大野城市
内野歯科医院 福岡県 大野城市
まちだ歯科医院 福岡県 中間市
原鶴デンタルオフィス 福岡県 朝倉市
あらまき歯科医院 福岡県 直方市
みずほ内科・歯科クリニック 福岡県 直方市
河野歯科医院 福岡県 直方市
医療法人　宮城歯科医院 福岡県 田川郡添田町

※重複・記入不備のある医療機関は
　 掲載されない場合があります。 209



「安心マーク」発行歯科医療機関リスト（2020.12.15現在）

医 療 機 関 名
都 道
府 県 所 在 地

デンタルケアいまだ歯科 福岡県 田川市
おおさき歯科医院 福岡県 那珂川市
むらやま歯科医院 福岡県 粕屋郡
新飯塚いとう歯科クリニック 福岡県 飯塚市
うしじま歯科医院 福岡県 福岡市城南区
こが歯科クリニック 福岡県 福岡市城南区
歯科石橋秀夫医院 福岡県 福岡市城南区
わたなべ歯科クリニック 福岡県 福岡市西区
愛宕浜スマイル歯科医院 福岡県 福岡市西区
医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院 福岡県 福岡市西区
平川歯科医院 福岡県 福岡市西区
堀田歯科医院 福岡県 福岡市西区
さくらデンタルクリニック 福岡県 福岡市早良区
もろとみ歯科 福岡県 福岡市早良区
安部歯科医院 福岡県 福岡市早良区
社会医療法人大成会福岡記念病院 福岡県 福岡市早良区
田中歯科医院 福岡県 福岡市早良区
飯田デンタルオフィス 福岡県 福岡市早良区
堀田歯科医院 福岡県 福岡市早良区
デンタルオフィス薬院 福岡県 福岡市中央区
神村昭悟デンタルクリニック 福岡県 福岡市中央区
西鉄グランドホテル前オレンジ歯科 福岡県 福岡市中央区
川原歯科クリニック 福岡県 福岡市中央区
大熊歯科 福岡県 福岡市中央区
長沢歯科医院 福岡県 福岡市中央区
天神みなみ歯科医院 福岡県 福岡市中央区
天神中央郵便局北オレンジ歯科 福岡県 福岡市中央区
福田歯科医院 福岡県 福岡市中央区
六本松おおほ歯科 福岡県 福岡市中央区
あべ歯科クリニック 福岡県 福岡市東区
えがしら歯科医院 福岡県 福岡市東区
しのざき歯科医院 福岡県 福岡市東区
すえはら歯科医院 福岡県 福岡市東区
たじまデンタルクリニック 福岡県 福岡市東区
ほがらかデンタルクリニック 福岡県 福岡市東区
よしかわ歯科医院 福岡県 福岡市東区
坂本歯科医院 福岡県 福岡市東区
千鳥橋病院附属歯科診療所 福岡県 福岡市東区
中田歯科医院 福岡県 福岡市東区
北歯科クリニック 福岡県 福岡市東区
こーじ歯科医院 福岡県 福岡市南区
ごとう歯科医院 福岡県 福岡市南区
吉川歯科医院 福岡県 福岡市南区
山内歯科クリニック 福岡県 福岡市南区
匠歯科クリニック 福岡県 福岡市南区
内野歯科医院 福岡県 福岡市南区
いりえ歯科口腔外科クリニック 福岡県 福岡市博多区
てつデンタルクリニック 福岡県 福岡市博多区
医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院 福岡県 福岡市博多区
井上歯科医院 福岡県 福岡市博多区
県庁クリニック歯科 福岡県 福岡市博多区
泉歯科医院 福岡県 福岡市博多区
中家歯科医院 福岡県 福岡市博多区
日下部歯科医院 福岡県 福岡市博多区
北村ゆうじ歯科クリニック 福岡県 福岡市博多区
医療法人社団花咲　あすはな歯科医院 福岡県 福津市
前田歯科医院 福岡県 豊前市
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中野歯科医院 福岡県 豊前市
やなぎだ歯科 福岡県 北九州市戸畑区
医療法人　本城歯科医院 福岡県 北九州市戸畑区
戸畑なかしま歯科 福岡県 北九州市戸畑区
竹内歯科医院 福岡県 北九州市戸畑区
ふるいち歯科クリニック 福岡県 北九州市若松区
和泉二島予防歯科クリニック 福岡県 北九州市若松区
きのした歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
くめ歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
くらとみ歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
そう歯科医院 福岡県 北九州市小倉南区
ますい歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
みこ歯科医院 福岡県 北九州市小倉南区
みわ歯科・小児歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
岩井歯科医院 福岡県 北九州市小倉南区
小倉オリーブ歯科・矯正歯科 福岡県 北九州市小倉南区
中村歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉南区
渡辺歯科医院 福岡県 北九州市小倉南区
いずみ歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉北区
こが歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
つは歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
はらまち歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉北区
ひらい歯科クリニック 福岡県 北九州市小倉北区
ホワイト歯科 福岡県 北九州市小倉北区
浦田歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
山之内歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
小倉平和通駅前オレンジ歯科 福岡県 北九州市小倉北区
縄田歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
板家小児歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
保利歯科医院 福岡県 北九州市小倉北区
たかデンタルクリニック 福岡県 北九州市八幡西区
たちわな歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
ののやま歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
はたえ歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
やまだ歯科クリニック 福岡県 北九州市八幡西区
医）富松歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
医療法人　上野歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
矢野歯科医院 福岡県 北九州市八幡西区
なかがわ歯科医院 福岡県 北九州市八幡東区
なかむら歯科医院 福岡県 北九州市八幡東区
医療法人みやび会　おおくら歯科医院 福岡県 北九州市八幡東区
高田歯科医院 福岡県 北九州市八幡東区
医療法人　りきまる歯科クリニック 福岡県 北九州市門司区
医療法人　児玉歯科クリニック 福岡県 北九州市門司区
医療法人永孝会　関門トンネルオレンジ歯科 福岡県 北九州市門司区
しまず歯科医院 福岡県 柳川市
森田歯科医院 佐賀県 伊万里市
寺尾歯科医院 佐賀県 嬉野市
ナチュラルデンタルクリニック 佐賀県 杵島郡江北町
なかお歯科クリニック 佐賀県 杵島郡大町町
まじま歯科医院 佐賀県 杵島郡白石町
いちのせ歯科・小児歯科医院 佐賀県 佐賀市
うめづ歯科・小児歯科医院 佐賀県 佐賀市
きたむら歯科クリニック 佐賀県 佐賀市
サノ歯科クリニック 佐賀県 佐賀市
しほデンタルクリニック 佐賀県 佐賀市
たなか歯科 佐賀県 佐賀市
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はら歯科医院 佐賀県 佐賀市
ふるかわ歯科・小児歯科医院 佐賀県 佐賀市
やまぐち歯科医院 佐賀県 佐賀市
医療法人　古宇田歯科医院 佐賀県 佐賀市
井内歯科医院 佐賀県 佐賀市
浦歯科医院 佐賀県 佐賀市
駒井歯科医院 佐賀県 佐賀市
江頭歯科医院 佐賀県 佐賀市
今泉歯科医院 佐賀県 佐賀市
山口歯科医院 佐賀県 佐賀市
酒井歯科医院 佐賀県 佐賀市
緒方歯科医院 佐賀県 佐賀市
陣内歯科医院 佐賀県 佐賀市
西村歯科 佐賀県 佐賀市
千葉歯科医院 佐賀県 佐賀市
東島歯科医院 佐賀県 佐賀市
福成歯科医院 佐賀県 佐賀市
北島歯科医院 佐賀県 佐賀市
木下歯科医院 佐賀県 佐賀市
ひだまり歯科 佐賀県 鹿島市
としひこ歯科クリニック 佐賀県 小城市
はらだ歯科医院 佐賀県 小城市
坂井歯科医院 佐賀県 小城市
松永歯科医院 佐賀県 小城市
副島歯科医院 佐賀県 小城市
つかもと歯科・小児歯科医院 佐賀県 神埼郡
泉福歯科医院 佐賀県 神埼市
医療法人なりとみ歯科 佐賀県 鳥栖市
元町歯科診療所 佐賀県 鳥栖市
門司歯科医院 佐賀県 鳥栖市
岩松歯科医院 佐賀県 唐津市
藤井歯科医院 佐賀県 唐津市
むかい歯科医院 長崎県 佐世保市
医療法人良陽会　鶴田歯科医院 長崎県 雲仙市
永田歯科医院 長崎県 雲仙市
山田歯科医院 長崎県 五島市
（医）川上歯科医院 長崎県 佐世保市
あさい歯科クリニック 長崎県 佐世保市
しながわ小児歯科医院 長崎県 佐世保市
ながた歯科クリニック 長崎県 佐世保市
やまもと歯科医院 長崎県 佐世保市
安西歯科医院 長崎県 佐世保市
医療法人　朝村歯科 長崎県 佐世保市
医療法人あずま歯科医院 長崎県 佐世保市
芥川歯科医院 長崎県 佐世保市
江頭歯科 長崎県 佐世保市
国松歯科医院 長崎県 佐世保市
山下歯科医院 長崎県 佐世保市
松添歯科医院 長崎県 佐世保市
泉歯科 長崎県 佐世保市
中村歯科医院 長崎県 佐世保市
鳥羽歯科医院 長崎県 佐世保市
兵働歯科医院 長崎県 佐世保市
医療法人ファイブスター　おおが歯科クリニ 長崎県 西彼杵郡
清水歯科医院 長崎県 西彼杵郡
村木歯科医院 長崎県 西彼杵郡
日野デンタルクリニック 長崎県 西彼杵郡
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おくむら歯科 長崎県 西彼杵郡時津町
むらとみ歯科医院 長崎県 西彼杵郡長与町
歯科　矯正歯科　竹村歯科医院 長崎県 対馬市
いしざか歯科医院 長崎県 大村市
いちのせ歯科医院 長崎県 大村市
いまみち歯科医院 長崎県 大村市
えんどう歯科医院 長崎県 大村市
がもう歯科 長崎県 大村市
きい歯科矯正歯科クリニック 長崎県 大村市
さくらデンタルクリニック 長崎県 大村市
たかぎ矯正小児歯科医院 長崎県 大村市
たけし歯科医院 長崎県 大村市
たなか歯科クリニック 長崎県 大村市
とやま歯科医院 長崎県 大村市
なかむら歯科 長崎県 大村市
なりすえ歯科医院 長崎県 大村市
マイン歯科クリニック 長崎県 大村市
またの歯科口腔外科クリニック 長崎県 大村市
まつかわ歯科医院 長崎県 大村市
もりもと歯科医院 長崎県 大村市
医療法人　井上歯科医院 長崎県 大村市
医療法人すみ歯科医院 長崎県 大村市
医療法人社団　本川歯科医院 長崎県 大村市
岡　歯科医院 長崎県 大村市
加島歯科小児歯科医院 長崎県 大村市
吉原歯科医院 長崎県 大村市
吉田歯科医院 長崎県 大村市
橋口歯科医院 長崎県 大村市
坂口歯科医院 長崎県 大村市
歯科大道寺クリニック 長崎県 大村市
赤司歯科医院 長崎県 大村市
蔵田歯科医院 長崎県 大村市
村上歯科医院 長崎県 大村市
大坂歯科医院 長崎県 大村市
大石歯科医院 長崎県 大村市
大道寺歯科医院 長崎県 大村市
鳥越歯科 長崎県 大村市
貞松歯科医院 長崎県 大村市
南野歯科クリニック 長崎県 大村市
俣野まさとし歯科診療所 長崎県 大村市
祐田ひとし歯科 長崎県 大村市
祐田歯科診療所 長崎県 大村市
（医）ファミリースマイル会ふじ歯科診療所 長崎県 長崎市
いけだ歯科医院 長崎県 長崎市
いわなが歯科長崎駅前クリニック 長崎県 長崎市
おがわ歯科医院 長崎県 長崎市
かわさき歯科医院 長崎県 長崎市
かんだ歯科 長崎県 長崎市
すやま歯科医院 長崎県 長崎市
たかかぜ歯科 長崎県 長崎市
タナカ・デンタル・クリニック 長崎県 長崎市
まちだ歯科クリニック 長崎県 長崎市
みやざき歯科医院 長崎県 長崎市
やまぐち歯科クリニック 長崎県 長崎市
わかくさ歯科 長崎県 長崎市
医療法人　松谷歯科医院 長崎県 長崎市
医療法人　富崎歯科 長崎県 長崎市
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医療法人すえなが歯科医院 長崎県 長崎市
医療法人ひぐち歯科 長崎県 長崎市
医療法人広歯会たなか歯科医院 長崎県 長崎市
医療法人浩生会山田歯科医院 長崎県 長崎市
貝通丸歯科 長崎県 長崎市
吉田しんいち歯科医院 長崎県 長崎市
吉武歯科医院 長崎県 長崎市
宮口歯科医院 長崎県 長崎市
宮崎歯科医院 長崎県 長崎市
許斐歯科診療所 長崎県 長崎市
古豊歯科医院 長崎県 長崎市
光安歯科医院 長崎県 長崎市
山辺歯科 長崎県 長崎市
山辺歯科 長崎県 長崎市
寺崎歯科医院 長崎県 長崎市
諸熊歯科医院 長崎県 長崎市
松永歯科医院 長崎県 長崎市
常岡歯科医院 長崎県 長崎市
常岡歯科診療所 長崎県 長崎市
森川歯科医院 長崎県 長崎市
杉森歯科クリニック 長崎県 長崎市
村上歯科医院 長崎県 長崎市
中村歯科 長崎県 長崎市
添野歯科医院 長崎県 長崎市
田口歯科医院 長崎県 長崎市
馬場歯科医院 長崎県 長崎市
馬渡歯科医院 長崎県 長崎市
飯盛歯科医院 長崎県 長崎市
平川歯科医院 長崎県 長崎市
峯歯科医院 長崎県 長崎市
牟田歯科医院 長崎県 長崎市
まつおデンタルクリニック 長崎県 島原市
高城歯科クリニック 長崎県 島原市
大岡歯科 長崎県 島原市
いわぬま歯科医院 長崎県 東彼杵郡
むらかみ歯科医院 長崎県 東彼杵郡川棚町
医療法人　山本歯科医院 長崎県 東彼杵郡川棚町
医療法人玉川医院　玉川内科・歯科医院 長崎県 東彼杵郡川棚町
中尾ファミリー歯科 長崎県 東彼杵郡川棚町
尾崎歯科医院 長崎県 東彼杵郡川棚町
本川歯科医院 長崎県 東彼杵郡川棚町
大安歯科医院 長崎県 東彼杵郡東彼杵町
なかはら歯科 長崎県 東彼杵郡波佐見町
はいき歯科医院 長崎県 東彼杵郡波佐見町
やまさき歯科医院 長崎県 東彼杵郡波佐見町
やまべ歯科医院 長崎県 東彼杵郡波佐見町
医療法人　片渕歯科 長崎県 東彼杵郡波佐見町
浦田歯科医院 長崎県 南松浦郡
田坂歯科医院 長崎県 南松浦郡新上五島町
さとう歯科クリニック 長崎県 南島原市
医療法人まつしま歯科医院 長崎県 南島原市
高橋歯科医院 長崎県 南島原市
入江歯科医院 長崎県 南島原市
立川歯科医院 長崎県 南島原市
井上デンタルクリニック 長崎県 平戸市
てらさき歯科医院 長崎県 北松浦郡佐々町
みくりや歯科医院 長崎県 北松浦郡佐々町
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医療法人ふくだ歯科医院 長崎県 北松浦郡佐々町
いしだ歯科医院 長崎県 諫早市
おかもと歯科 長崎県 諫早市
スマイル歯科 長崎県 諫早市
デンタルクリニック　フジワラ 長崎県 諫早市
はしむら歯科医院 長崎県 諫早市
ふじた歯科 長崎県 諫早市
よこお歯科医院 長崎県 諫早市
伊藤歯科クリニック 長崎県 諫早市
医）ほんだ小児・矯正歯科医院 長崎県 諫早市
医療法人　森田歯科医院 長崎県 諫早市
吉田歯科 長崎県 諫早市
久山歯科 長崎県 諫早市
橋本歯科医院 長崎県 諫早市
たえん歯科 大分県 宇佐市
歯科　久恒医院 大分県 宇佐市
こながわ歯科医院 大分県 臼杵市
臼杵矢田歯科医院 大分県 臼杵市
藤澤歯科医院 大分県 臼杵市
陶山歯科医院 大分県 臼杵市
なんば歯科医院 大分県 杵築市
医療法人ピュアハート　宮本歯科医院 大分県 杵築市
歯科原田医院 大分県 杵築市
長野歯科医院 大分県 杵築市
田川歯科医院 大分県 杵築市
玉井歯科医院 大分県 玖珠郡九重町
長尾歯科 大分県 玖珠郡玖珠町
ふじがき歯科医院 大分県 国東市
医療法人社団　栗林歯科医院 大分県 国東市
きよなが歯科クリニック 大分県 佐伯市
はやし歯科医院 大分県 佐伯市
ひかわ歯科医院 大分県 佐伯市
長田歯科クリニック 大分県 佐伯市
東　歯科医院 大分県 佐伯市
麻生歯科医院 大分県 佐伯市
矢野歯科医院 大分県 佐伯市
医療法人　第二谷口歯科医院 大分県 速見郡
（医）徳丸歯科医院 大分県 大分市
あやべ歯科医院 大分県 大分市
いまむら歯科クリニック 大分県 大分市
イワオ歯科医院 大分県 大分市
カイ歯科医院 大分県 大分市
かみやま歯科 大分県 大分市
きふね小児歯科 大分県 大分市
こころデンタルクリニック 大分県 大分市
さとう歯科クリニック 大分県 大分市
サンライト歯科 大分県 大分市
せぐち歯科医院 大分県 大分市
タカサゴデンタルオフィス 大分県 大分市
たにがわ歯科 大分県 大分市
だん歯科クリニック 大分県 大分市
ながお歯科 大分県 大分市
ねぎ歯科クリニック 大分県 大分市
ハルヤマ歯科 大分県 大分市
ホワイトロードデンタルクリニック 大分県 大分市
マツモト歯科クリニック 大分県 大分市
まつもと歯科医院 大分県 大分市
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みうら歯科 大分県 大分市
みのり歯科クリニック 大分県 大分市
医）小幡歯科 大分県 大分市
医療法人　きし歯科ファミリークリニック 大分県 大分市
医療法人　さくら歯科クリニック 大分県 大分市
医療法人輝衛会うちだ歯科 大分県 大分市
医療法人社団　高橋歯科医院 大分県 大分市
医療法人虹色会　にじいろ歯科クリニック 大分県 大分市
医療法人麻生歯科 大分県 大分市
岸本歯科 大分県 大分市
県庁歯科診療所 大分県 大分市
高橋歯科医院 大分県 大分市
高城やまだ歯科 大分県 大分市
佐賀関病院　歯科 大分県 大分市
三浦歯科クリニック 大分県 大分市
三浦歯科医院 大分県 大分市
山本歯科医院 大分県 大分市
四季デンタルクリニック 大分県 大分市
歯科首藤医院 大分県 大分市
生野歯科医院 大分県 大分市
西郷歯科医院 大分県 大分市
大分きずなハロー歯科診療所 大分県 大分市
大分みつば歯科口腔外科クリニック 大分県 大分市
中川歯科医院 大分県 大分市
中島歯科 大分県 大分市
内尾歯科医院 大分県 大分市
南大分さとう歯科 大分県 大分市
判田歯科クリニック 大分県 大分市
福原総合デンタルクリニック 大分県 大分市
麻生歯科 大分県 大分市
明野デンタルクリニック 大分県 大分市
木下歯科 大分県 大分市
木村歯科医院 大分県 大分市
木津歯科医院 大分県 大分市
いわみず歯科クリニック 大分県 中津市
ながの歯科医院 大分県 中津市
ゆうだ歯科クリニック 大分県 中津市
医療法人角野歯科医院 大分県 中津市
医療法人角野歯科医院　いまづ歯科 大分県 中津市
細川歯科医院 大分県 中津市
小泉歯科口腔外科 大分県 中津市
森田歯科クリニック 大分県 中津市
前田歯科クリニック 大分県 中津市
和田歯科医院 大分県 中津市
近藤歯科医院 大分県 津久見市
立川和人歯科医院 大分県 津久見市
アペックス歯科 大分県 日田市
伊藤歯科医院 大分県 日田市
小野歯科医院 大分県 日田市
大分県済生会日田病院歯科口腔外科 大分県 日田市
中村歯科医院 大分県 日田市
内川歯科医院 大分県 日田市
ガーデン歯科クリニック 大分県 別府市
セイノ歯科医院 大分県 別府市
ツルミ山村歯科 大分県 別府市
はまわきマハロ歯科 大分県 別府市
まつもと歯科医院 大分県 別府市
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伊東歯科医院 大分県 別府市
医療法人　ウエダ歯科 大分県 別府市
医療法人　谷口歯科医院 大分県 別府市
溝部歯科医院 大分県 別府市
歯科アサノ医院 大分県 別府市
歯科馬場医院 大分県 別府市
歯科柳川医院 大分県 別府市
石垣鶴田歯科医院 大分県 別府市
別府口腔保健センター 大分県 別府市
目代歯科医院 大分県 別府市
うえきデンタルクリニック 大分県 豊後高田市
まつなり歯科医院 大分県 豊後高田市
吉久歯科医院 大分県 豊後高田市
京極歯科医院 大分県 豊後高田市
水之江歯科医院 大分県 豊後高田市
熊瀬歯科医院 大分県 豊後大野市
第一歯科大塚 大分県 豊後大野市
吉村歯科クリニック 大分県 由布市
歯科吉村医院 大分県 由布市
小原歯科医院 大分県 由布市
片山歯科医院 熊本県 阿蘇郡高森町
桑田歯科医院 熊本県 阿蘇郡西原村
さくら歯科 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村
阿蘇きずな歯科医院 熊本県 阿蘇市
医療法人徳治会　吉永歯科医院 熊本県 宇城市
宇城きずな歯科医院 熊本県 宇城市
大久保歯科クリニック 熊本県 宇城市
医療法人永裕会すぎもと歯科 熊本県 宇土市
森一歯科・矯正歯科医院 熊本県 宇土市
スマイルライン歯科クリニック 熊本県 菊池郡菊陽町
石川歯科医院 熊本県 菊池郡菊陽町
ハート歯科クリニック 熊本県 菊池郡大津町
もみじ歯科医院 熊本県 菊池市
医療法人　孔仁会 熊本県 菊池市
医療法人社団鏡会　城歯科医院 熊本県 菊池市
原賀歯科医院 熊本県 菊池市
くろにた歯科医院 熊本県 球磨郡多良木町
医療法人恵福会　むかえ歯科医院 熊本県 球磨郡湯前町
ふくち歯科医院 熊本県 玉名郡南関町
大林歯科診療所 熊本県 玉名郡南関町
わかばデンタルクリニック 熊本県 玉名市
桐野歯科医院 熊本県 玉名市
坂口歯科こども歯科 熊本県 玉名市
もりの歯科クリニック 熊本県 熊本市西区
医療法人社団優和会　ゆみこ歯科クリニック 熊本県 熊本市西区
医療法人社団優和会まちだ歯科クリニック 熊本県 熊本市西区
古川歯科医院 熊本県 熊本市西区
大塚歯科医院 熊本県 熊本市西区
アイ歯科・矯正歯科クリニック 熊本県 熊本市中央区
ウエノ歯科 熊本県 熊本市中央区
さいとう歯科医院 熊本県 熊本市中央区
スガ歯科医院 熊本県 熊本市中央区
タニモトマサノリ歯科医院 熊本県 熊本市中央区
医療法人社団みぎわ会　堤歯科医院 熊本県 熊本市中央区
工藤歯科医院 熊本県 熊本市中央区
三隅歯科医院 熊本県 熊本市中央区
三笘歯科医院 熊本県 熊本市中央区
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緒方史朗歯科医院 熊本県 熊本市中央区
西濱歯科医院 熊本県 熊本市中央区
東部熊本歯科 熊本県 熊本市中央区
浜坂歯科医院 熊本県 熊本市中央区
分山歯科医院 熊本県 熊本市中央区
ＴＭデンタルクリニック 熊本県 熊本市東区
いつき歯科医院 熊本県 熊本市東区
くらた歯科クリニック 熊本県 熊本市東区
すけひろ歯科・ｋｉｄｓデンタルクリニック 熊本県 熊本市東区
せき歯科クリニック 熊本県 熊本市東区
なないろデンタルクリニック 熊本県 熊本市東区
フクダ歯科 熊本県 熊本市東区
ルプレ歯科クリニック 熊本県 熊本市東区
医療法人　ひじい歯科医院 熊本県 熊本市東区
医療法人財団聖十字会　西日本病院 熊本県 熊本市東区
医療法人社団鏡会　クレア歯科医院 熊本県 熊本市東区
井口歯科医院 熊本県 熊本市東区
牛島歯科医院 熊本県 熊本市東区
三隅歯科クリニック 熊本県 熊本市東区
小野歯科医院 熊本県 熊本市東区
渡辺歯科クリニック 熊本県 熊本市東区
渡辺歯科医院 熊本県 熊本市東区
東町グラン歯科 熊本県 熊本市東区
柳本歯科医院 熊本県 熊本市東区
きょうごく矯正歯科・小児歯科クリニック 熊本県 熊本市南区
ひらのデンタルクリニック 熊本県 熊本市南区
医療法人熊本幸良会　けやき通り歯科・矯正 熊本県 熊本市南区
出口歯科医院 熊本県 熊本市南区
城南歯科医院 熊本県 熊本市南区
おおつか歯科医院 熊本県 熊本市北区
かたおか歯科口腔クリニック 熊本県 熊本市北区
せい歯科医院 熊本県 熊本市北区
ひまわり歯科 熊本県 熊本市北区
ムサシ歯科クリニック 熊本県 熊本市北区
工藤歯科医院 熊本県 熊本市北区
歯科ホワイトピアノ 熊本県 熊本市北区
中嶋安田歯科医院 熊本県 熊本市北区
北熊本藤波歯科医院 熊本県 熊本市北区
ばば歯科クリニック 熊本県 荒尾市
医）輝成会　坂田歯科医院 熊本県 荒尾市
工藤歯科医院 熊本県 荒尾市
山本歯科医院 熊本県 荒尾市
福嶋歯科医院 熊本県 荒尾市
はるの歯科クリニック 熊本県 合志市
伊藤歯科医院 熊本県 合志市
こうずま歯科医院 熊本県 山鹿市
大坂総合歯科 熊本県 山鹿市
平井歯科医院 熊本県 山鹿市
いわた歯科医院 熊本県 上益城郡
野田歯科医院 熊本県 上益城郡
医療法人ひがし歯科医院 熊本県 上益城郡嘉島町
御手洗歯科医院 熊本県 人吉市
伊藤歯科医院 熊本県 水俣市
アップル歯科クリニック 熊本県 天草市
うらた歯科医院 熊本県 天草市
伊東歯科医院 熊本県 天草市
山本歯科医院 熊本県 天草市
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新田歯科医院 熊本県 天草市
中嶋歯科医院 熊本県 天草市
ニナデンタルクリニック 熊本県 八代市
フラワー歯科クリニック 熊本県 八代市
医療法人社団　鏡会　さくら歯科医院 熊本県 八代市
医療法人社団鏡会　鏡歯科医院 熊本県 八代市
犬童矯正歯科クリニック 熊本県 八代市
百間歯科医院 熊本県 八代市
はまだ歯科医院 宮崎県 えびの市
（医）友星会　みらいデンタルクリニック 宮崎県 延岡市
さかもと歯科・歯科口腔外科医院 宮崎県 延岡市
さかもと歯科・歯科口腔外科医院夜間診療部 宮崎県 延岡市
ひまわりデンタルクリニック 宮崎県 延岡市
まさこの歯科クリニック 宮崎県 延岡市
四倉歯科医院 宮崎県 延岡市
泉歯科医院 宮崎県 延岡市
アイル歯科クリニック 宮崎県 宮崎市
いずみ歯科医院 宮崎県 宮崎市
いわた歯科医院 宮崎県 宮崎市
おおにし歯科医院 宮崎県 宮崎市
さきやま歯科医院 宮崎県 宮崎市
さくらデンタルクリニック 宮崎県 宮崎市
すが歯科 宮崎県 宮崎市
すみれ歯科クリニック 宮崎県 宮崎市
タカハシ歯科医院 宮崎県 宮崎市
ねい歯科医院 宮崎県 宮崎市
はやしデンタルクリニック 宮崎県 宮崎市
ひとえ歯科クリニック 宮崎県 宮崎市
ふさやす歯科医院 宮崎県 宮崎市
ますだ歯科 宮崎県 宮崎市
まつだ歯科医院 宮崎県 宮崎市
ゆうこうデンタルクリニック 宮崎県 宮崎市
稲田歯科医院 宮崎県 宮崎市
永吉ちひろ歯科 宮崎県 宮崎市
弓場歯科医院 宮崎県 宮崎市
後藤　大 宮崎県 宮崎市
佐野歯科 宮崎県 宮崎市
小村歯科クリニック 宮崎県 宮崎市
沼田歯科医院 宮崎県 宮崎市
西山歯科医院 宮崎県 宮崎市
大山歯科医院 宮崎県 宮崎市
福永歯科医院 宮崎県 宮崎市
峯田歯科クリニック 宮崎県 宮崎市
末原デンタルクリニック 宮崎県 宮崎市
野村歯科医院 宮崎県 宮崎市
医療法人小林歯科医院 宮崎県 串間市
医療法人社団　中崎歯科医院 宮崎県 児湯郡高鍋町
井上歯科医院 宮崎県 児湯郡高鍋町
黒木康夫歯科医院 宮崎県 児湯郡都農町
ヨコヤマデンタルオフィス 宮崎県 小林市
小城歯科医院 宮崎県 小林市
水流歯科医院 宮崎県 小林市
池井歯科医院 宮崎県 小林市
鳥子いき歯科クリニック 宮崎県 西都市
野間歯科医院 宮崎県 西都市
シゲシロ歯科医院 宮崎県 都城市
ハーミィ小児矯正歯科 宮崎県 都城市
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ほりのうちデンタルクリニック 宮崎県 都城市
広瀬歯科医院 宮崎県 都城市
末原歯科医院 宮崎県 都城市
なるせファミリー歯科 宮崎県 東諸県郡綾町
えぐち歯科医院 宮崎県 東諸県郡国富町
おなが歯科医院 宮崎県 日南市
医療法人清雅会　山口歯科医院 宮崎県 日南市
田島歯科医院 宮崎県 日南市
うえくぼ歯科医院 宮崎県 北諸県郡
あさお歯科 宮崎県 北諸県郡三股町
医療法人社団ミント会　三股歯科 宮崎県 北諸県郡三股町
えとう歯科 鹿児島県 いちき串木野市
くきた歯科クリニック 鹿児島県 いちき串木野市
マコト歯科医院 鹿児島県 いちき串木野市
医療法人　あおい歯科 鹿児島県 いちき串木野市
医療法人みどり歯科医院 鹿児島県 いちき串木野市
スマイル歯科医院 鹿児島県 阿久根市
宮薗歯科医院 鹿児島県 阿久根市
ともり歯科医院 鹿児島県 姶良市
ひさどめ歯科クリニック 鹿児島県 姶良市
医療法人　山中歯科医院 鹿児島県 姶良市
医療法人　和田歯科医院 鹿児島県 姶良市
加治木温泉病院歯科 鹿児島県 姶良市
徳重歯科 鹿児島県 姶良市
野田歯科医院 鹿児島県 姶良市
柳田歯科医院 鹿児島県 奄美市
坂元歯科医院 鹿児島県 肝属郡錦江町
ながた歯科医院 鹿児島県 肝属郡南大隅町
ふくおか歯科クリニック 鹿児島県 薩摩郡さつま町
尾形歯科医院 鹿児島県 薩摩郡さつま町
さかもと歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
せぐち歯科クリニック 鹿児島県 薩摩川内市
まつもと歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
医療法人　永里歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
河村歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
若松歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
星元歯科 鹿児島県 薩摩川内市
相良歯科医院 鹿児島県 薩摩川内市
智デンタルオフィス 鹿児島県 薩摩川内市
かすが歯科 鹿児島県 志布志市
さめしま歯科 鹿児島県 志布志市
すなお歯科 鹿児島県 志布志市
医療法人ささき歯科・小児歯科 鹿児島県 志布志市
春日歯科医院 鹿児島県 志布志市
西国領歯科医院 鹿児島県 志布志市
飯山歯科医院 鹿児島県 志布志市
なのはな歯科医院 鹿児島県 指宿市
ひばり歯科・矯正歯科 鹿児島県 指宿市
まつもと一広歯科医院 鹿児島県 指宿市
むこよし歯科医院 鹿児島県 指宿市
伊地知歯科医院 鹿児島県 指宿市
医療法人　いぶすき歯科医院 鹿児島県 指宿市
医療法人宮﨑歯科医院 鹿児島県 指宿市
医療法人平田歯科医院 鹿児島県 指宿市
永尾歯科医院 鹿児島県 指宿市
おにがはら歯科医院 鹿児島県 鹿屋市
クリス歯科 鹿児島県 鹿屋市
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とおや治歯科クリニック 鹿児島県 鹿屋市
はしき歯科 鹿児島県 鹿屋市
はまち歯科・小児歯科クリニック 鹿児島県 鹿屋市
ひがし歯科医院 鹿児島県 鹿屋市
よつもと矯正歯科 鹿児島県 鹿屋市
医療法人　池田歯科 鹿児島県 鹿屋市
岩崎歯科医院 鹿児島県 鹿屋市
小浜歯科医院 鹿児島県 鹿屋市
八木歯科 鹿児島県 鹿屋市
武田歯科医院 鹿児島県 鹿屋市
Ｍａｋｉｚｕｍｉｓｉｋａ 鹿児島県 鹿児島市
ＳＥＮＤＯＳＨＩＫＡ 鹿児島県 鹿児島市
ＳＵＧＩＴＡ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 鹿児島県 鹿児島市
あさひデンタルクリニック 鹿児島県 鹿児島市
イーノ矯正歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
いけだ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
いぢち歯科クリック 鹿児島県 鹿児島市
えのき歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
おおぞの歯科 鹿児島県 鹿児島市
おかもと歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
かなめ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
かまつき歯科 鹿児島県 鹿児島市
かみうち歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
かわべしかいいん 鹿児島県 鹿児島市
かわもと歯科 鹿児島県 鹿児島市
きらりデンタルクリニック 鹿児島県 鹿児島市
くすき歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
これえだ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
サカエ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
さな歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
しのはら歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
スマイル歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
たんぽぽこども歯科 鹿児島県 鹿児島市
なかぞの歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
なかぞの歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
なかま歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
なでしこ歯科 鹿児島県 鹿児島市
ななつ星歯科 鹿児島県 鹿児島市
のぞみ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
ハッピー歯科・小児矯正歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
はやしかわ歯科 鹿児島県 鹿児島市
ひでひと歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
ひらかわ歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
ふじた歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
フレンド歯科 鹿児島県 鹿児島市
まこと歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
まり歯科 鹿児島県 鹿児島市
みずえだに歯科 鹿児島県 鹿児島市
みやはら歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
みわデンタルクリニック 鹿児島県 鹿児島市
もりやま歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
よしどめデンタルクリニック 鹿児島県 鹿児島市
鯵坂歯科 鹿児島県 鹿児島市
医療法人　ひらせ歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
医療法人　ラポール歯科 鹿児島県 鹿児島市
医療法人　愛歯会　田中歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人　恵純会　有馬歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
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医療法人　黒木歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人さこだ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人恩和会　さとう歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人吉元睦男歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人仁慈会　太田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人善浩会田中大介歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人福冨歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
医療法人亮友会　林歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
井ノ上歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
永田むつみ歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
永田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
永里歯科 鹿児島県 鹿児島市
河野歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
柿内歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
柿内歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
鴨池歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
丸谷歯科 鹿児島県 鹿児島市
岸歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
岩城歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
宮ノ下歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
玉井歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
玉利きよたか歯科 鹿児島県 鹿児島市
戸澤歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
高見馬場歯科 鹿児島県 鹿児島市
高良歯科 鹿児島県 鹿児島市
桜ケ丘歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
桜島歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
山下歯科 鹿児島県 鹿児島市
山形屋歯科坂上医院 鹿児島県 鹿児島市
山内歯科矯正 鹿児島県 鹿児島市
小松歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
松下歯科 鹿児島県 鹿児島市
松村歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
上村歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
新原明歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
瀬戸歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
西園歯科 鹿児島県 鹿児島市
西歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
西田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
石橋歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
前田歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
村岡歯科 鹿児島県 鹿児島市
村上歯科 鹿児島県 鹿児島市
大浦歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
大久保歯科口腔外科医院 鹿児島県 鹿児島市
大辻歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
大坪歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
大殿歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
谷山さとう歯科 鹿児島県 鹿児島市
谷山ファミリー歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
谷山生協クリニック歯科 鹿児島県 鹿児島市
竹下歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
竹内歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
中央ビル歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
中﨑歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
長田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
湯田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
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藤村歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
藤﨑歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
南谷歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
白石歯科 鹿児島県 鹿児島市
浜崎歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
浜田歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
福元歯科 鹿児島県 鹿児島市
福原歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
別府歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
堀川歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
堀之内歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
本田歯科 鹿児島県 鹿児島市
毛利歯科クリニック　七福別院 鹿児島県 鹿児島市
友愛歯科医院 鹿児島県 鹿児島市
礒橋歯科 鹿児島県 鹿児島市
翔歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市
こじま歯科医院 鹿児島県 出水市
はしぐち歯科クリニック 鹿児島県 出水市
医療法人　村岡歯科医院 鹿児島県 出水市
塩山歯科医院 鹿児島県 出水市
太田歯科クリニック 鹿児島県 出水市
中島歯科医院 鹿児島県 出水市
北園歯科医院 鹿児島県 出水市
いのうえ歯科医院 鹿児島県 垂水市
医療法人　垂裕会　ろくた歯科医院 鹿児島県 垂水市
なかむら歯科医院 鹿児島県 西之表市
医療法人　迫田歯科クリニック 鹿児島県 曽於郡大崎町
せと歯科医院 鹿児島県 曽於市
林　歯科医院 鹿児島県 大島郡
たけがわ歯科 鹿児島県 大島郡龍郷町
黒木歯科医院 鹿児島県 南さつま市
崎元歯科医院 鹿児島県 南さつま市
谷口歯科医院 鹿児島県 南さつま市
中村歯科医院 鹿児島県 南さつま市
いるか歯科医院 鹿児島県 南九州市
谷口歯科 鹿児島県 南九州市
友愛歯科クリニック 鹿児島県 南九州市
医療法人門松歯科医院 鹿児島県 日置市
林田歯科医院 鹿児島県 日置市
今給黎歯科医院 鹿児島県 枕崎市
きみのデンタルクリニック 鹿児島県 霧島市
さくら歯科クリニック 鹿児島県 霧島市
たにぐち歯科クリニック 鹿児島県 霧島市
ハートフル歯科 鹿児島県 霧島市
ひなた歯科 鹿児島県 霧島市
みやかわ小児矯正歯科 鹿児島県 霧島市
やまのうち歯科クリニック 鹿児島県 霧島市
医療法人親和会ヒサドメ歯科 鹿児島県 霧島市
医療法人悠志会もちはら歯科医院 鹿児島県 霧島市
永山歯科医院 鹿児島県 霧島市
奥　歯科医院 鹿児島県 霧島市
岩田歯科医院 鹿児島県 霧島市
中牟田歯科医院 鹿児島県 霧島市
東歯科医院 鹿児島県 霧島市
有村歯科クリニック 鹿児島県 霧島市
石川歯科医院 沖縄県 うるま市
（医）健生会　上原歯科クリニック 沖縄県 浦添市
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さわだ　歯科 沖縄県 浦添市
サンエー経塚シティオレンジ歯科 沖縄県 浦添市
たなだ歯科・口腔外科 沖縄県 浦添市
宮城歯科医院 沖縄県 浦添市
カントリー歯科クリニック 沖縄県 沖縄市
医療法人わかな会のぞみ歯科クリニック 沖縄県 沖縄市
玉城歯科医院 沖縄県 沖縄市
歯のお医者さん 沖縄県 沖縄市
照屋歯科医院 沖縄県 沖縄市
米須歯科医院 沖縄県 沖縄市
知花歯科医院 沖縄県 嘉手納町
おさむファミリー歯科クリニック 沖縄県 宜野湾市
サン歯科こども歯科クリニック 沖縄県 宜野湾市
セルージュデンタルクリニック 沖縄県 宜野湾市
なかざと歯科医院 沖縄県 宜野湾市
のだけ歯科クリニック 沖縄県 宜野湾市
はごろもファミリー歯科 沖縄県 宜野湾市
わかばの森歯科医院 沖縄県 宜野湾市
仲村歯科 沖縄県 宜野湾市
宮古島デンタルオフィス 沖縄県 宮古島市
上原歯科医院 沖縄県 糸満市
あらかわ歯科 沖縄県 西原町
サザン歯科クリニック 沖縄県 石垣市
みやらデンタルクリニック 沖縄県 石垣市
森岡歯科医院 沖縄県 石垣市
大山歯科医院 沖縄県 石垣市
みずがま歯科 沖縄県 中頭郡嘉手納町
グレイスデンタルクリニック 沖縄県 中頭郡中城村
アイランドデンタルリゾートクリニック 沖縄県 中頭郡読谷村
医療法人　新崎歯科 沖縄県 中頭郡読谷村
へんとな歯科医院 沖縄県 中頭郡北谷町
まつしま歯科医院 沖縄県 中頭郡北谷町
ユニバーサル矯正歯科クリニック 沖縄県 中頭郡北谷町
まじきな歯科クリニック 沖縄県 島尻郡
みのる歯科 沖縄県 島尻郡南風原町
池田歯科クリニック 沖縄県 島尻郡与那原町
きんじょう歯科 沖縄県 那覇市
たかみね歯科クリニック 沖縄県 那覇市
タマキ歯科医院 沖縄県 那覇市
ともよせ歯科医院 沖縄県 那覇市
ひらばやし歯科 沖縄県 那覇市
まきし歯科 沖縄県 那覇市
むらやま歯科医院 沖縄県 那覇市
医）笑歯会ペリー歯科クリニック 沖縄県 那覇市
医療法人香優会比嘉歯科医院 沖縄県 那覇市
嘉数歯科医院 沖縄県 那覇市
久茂地歯科クリニック 沖縄県 那覇市
宮里歯科医院 沖縄県 那覇市
松本歯科クリニック 沖縄県 那覇市
泉崎ファミリー歯科 沖縄県 那覇市
大山歯科医院 沖縄県 那覇市
仲本歯科医院 沖縄県 那覇市
八木歯科 沖縄県 那覇市
よなみね歯科クリニック 沖縄県 南風原町
宮里歯科医院 沖縄県 名護市
名嘉真歯科医院 沖縄県 名護市
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