
（R4.3.10現在）

市町 歯科医院名 診療所住所 電話番号

キクチ歯科医院 下田市河内149-4 0558-23-0568

細川歯科医院 下田市東中10-9 0558-22-8062

馬場歯科医院 下田市1-2-16 まつやビル1F 0558-23-2418

勝田歯科医院 下田市1-20-24 0558-22-0545

笹本歯科診療所 下田市2-1-20 0558-22-0138

菊池歯科医院 下田市2-12-26 0558-22-0701

田原歯科医院 下田市5-1-41 0558-22-0271

臼井歯科医院 下田市6-454-3 0558-22-2528

土屋歯科医院 下田市東本郷1-5-24 0558-22-1025

矯正歯科 兼松医院 下田市東本郷1-9-21 0558-22-7223

杉山歯科診療所 下田市西本郷1-7-20 0558-22-0205

渡辺歯科医院 下田市西本郷2-13-8 0558-22-3848

川村歯科医院 賀茂郡東伊豆町奈良本250 0557-22-0123

森田歯科医院 賀茂郡東伊豆町片瀬564-14 0557-23-2204

村松歯科医院 賀茂郡東伊豆町稲取278-9 0557-95-5700

かとう歯科医院 賀茂郡東伊豆町稲取399-4 0557-95-2327

雲野歯科クリニック 賀茂郡東伊豆町稲取715 0557-95-5066

中村屋歯科医院 賀茂郡河津町田中207-5 0558-32-0655

庄内歯科クリニック 賀茂郡河津町浜146-4 0558-34-0711

ヒロ歯科クリニック 賀茂郡河津町浜157-2 0558-34-1234
南
伊

豆
町 平野歯科医院 賀茂郡南伊豆町湊337-2 0558-62-0340

中江歯科医院 賀茂郡松崎町松崎367 0558-42-2500

渡部歯科医院 賀茂郡松崎町江奈252-9 0558-42-2851

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

藤井歯科医院 賀茂郡西伊豆町宇久須834-3 0558-55-0321

田子歯科診療所 賀茂郡西伊豆町田子1010-16 0558-53-5588

伊豆高原歯科医院 伊東市富戸1309-4 0557-35-9048

高川歯科医院 伊東市八幡野1189-58 0557-53-3057

はぎわら歯科 伊東市八幡野1194-30 0557-53-0026

ウノ歯科医院 伊東市八幡野1298-61 0557-54-3215

新谷歯科医院 伊東市宇佐美1609-5 0557-48-9602

小川歯科医院 伊東市宇佐美1782-9 0557-48-9054

上條歯科医院 伊東市宇佐美1874-21 0557-48-8141

仁田歯科医院 伊東市宇佐美1966-18 0557-47-0111

岡山歯科 伊東市湯川1-6-4 0557-37-3348

大髙歯科医院 伊東市湯川1-14-16 0557-36-6220

静岡県歯科医師会　事業所歯科健診実施医療機関一覧（東部地区）
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伊東中央歯科医院 伊東市中央町9-1 0557-37-0569

しまだ歯科医院 伊東市猪戸1-6-12 0557-38-2300

あかつき歯科医院 伊東市松川町3-2 0557-35-0721

米山歯科 伊東市桜木町1-2-4 0557-38-8536

井原歯科岡診療所 伊東市桜木町1-5-11 0557-37-6565

望月歯科医院 伊東市岡広町4-18 0557-32-4141

ちゃいるど歯科医院 伊東市松原本町16-16 0557-38-3336

飯田歯科医院 伊東市東松原町13-3 0557-38-6485

いなば矯正歯科 伊東市和田2-3-5 0557-37-3281

ホワイト歯科クリニック 伊東市竹の内1-5-13 0557-38-8148

鈴木歯科医院 伊東市竹の内2-1-4 0557-37-0324

土屋歯科診療所 伊東市竹の内2-4-20 0557-37-2392

石川歯科 伊東市銀座元町6-1 0557-37-4855

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

鶴岡歯科医院 伊東市宮川町1-3-13 0557-37-4101

小出歯科医院 伊東市桜が丘2-5-8 1F 0557-38-3587

エトワール歯科クリニック 伊東市広野1-1-26 0557-36-2825

石井歯科医院 伊東市静海町4-20 0557-36-4141

ひだ歯科医院 伊東市川奈1228-210 0557-45-4545

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

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

0557-38-0168

前島歯科医院 伊東市玖須美元和田727-71 0557-32-3311

富士見歯科医院 伊東市玖須美元和田730 0557-36-3703

モモセ歯科クリニック 伊東市大原3-15-20 0557-36-8867

下村歯科医院 伊東市吉田404 0557-45-4677

南島歯科医院 伊東市吉田758-12 0557-44-2618

小林歯科医院 伊東市荻147-3 0557-37-6661

エンゼル歯科クリニック 伊東市鎌田957-1 0557-35-1355

立山歯科医院 熱海市桃山町18-13 0557-81-6480

谷口歯科診療所 熱海市銀座町13-4 0557-81-3876

本田歯科医院 熱海市銀座町14-25 0557-81-4200

セントラル歯科 熱海市中央町1-9 中央ビル2F 0557-83-3136

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

石田歯科医院 熱海市水口町4-18 0557-83-6105

井上歯科医院 熱海市清水町5-15 0557-81-4224

やまだ歯科医院 熱海市清水町6-27 ニュー山田ビル2F 0557-81-2776
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野本歯科医院 熱海市清水町1-14 0557-83-3111

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

谷口歯科医院 熱海市昭和町20-13 0557-82-6678

二見歯科医院 熱海市上多賀850 0557-67-1201

佐藤歯科医院 熱海市下多賀182 0557-67-1525

土屋歯科医院 熱海市下多賀906-5 0557-68-1958

もり歯科クリニック 伊豆市柏久保523-10 0558-74-0648

石井歯科医院 伊豆市柏久保1302 0558-72-0137

遠藤歯科医院 伊豆市小立野5-19 0558-72-0186

宮内歯科医院 伊豆市大平160-13 0558-72-6010

あぶの歯科 伊豆市修善寺26 0558-72-0628

柿宇土歯科医院 伊豆市修善寺763-1 0558-72-7676

池原歯科医院 伊豆市城57-6 0558-83-1660

フジ歯科医院 伊豆市城61-7 0558-83-2250

モリタデンタルクリニック 伊豆市八幡256-2 0558-75-2222

つちや歯科医院 伊豆市湯ケ島208-1 0558-85-1771

小長谷歯科医院 伊豆市土肥2765-11 0558-98-2030

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

はる歯科クリニック 伊豆の国市南條479 055-949-3813

村田歯科医院 伊豆の国市南條832-2 055-949-2404

寺田歯科 伊豆の国市中條267-5 055-949-7600

渡邊歯科医院 伊豆の国市四日町字轡堰39-1 055-949-0073

あおば歯科医院 伊豆の国市四日町530-1 055-949-8000

堀江歯科医院 伊豆の国市原木1-1 055-949-0080

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

吉本歯科医院 伊豆の国市古奈222 055-948-1244

杉本歯科 伊豆の国市古奈305-6 055-948-0263

椎貝歯科クリニック 伊豆の国市小坂468-1 055-948-1110

大森歯科医院 伊豆の国市長岡81-1 055-948-4334

池田歯科医院 伊豆の国市長岡138-5 055-947-6480

小野歯科医院 伊豆の国市長岡1102 055-947-1122

山田歯科クリニック 伊豆の国市南江間1107-8 055-948-3539

まきの歯科クリニック 伊豆の国市田京38-2 0558-76-1777

カワムラ歯科医院 伊豆の国市田京698-10 0558-76-4836

西島歯科クリニック 伊豆の国市御門字横田52-2 0558-77-1182

ひだまりおとなこども歯科 伊豆の国市吉田151-7 0558-76-4212
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塚本歯科医院 伊豆の国市大仁282 0558-76-1039

神田歯科医院 伊豆の国市大仁437-1 0558-76-1350

鈴木歯科医院 伊豆の国市大仁532 0558-76-1076

梅原歯科医院 伊豆の国市大仁881 0558-72-8383

山田歯科医院 沼津市戸田522 0558-94-4618

森田歯科医院 沼津市戸田1574-17 0558-94-4187

向笠歯科医院 田方郡函南町平井906 メゾン松柏 055-979-6523

ミエ歯科医院 田方郡函南町柏谷字南養93-6 055-956-7423

ウエムラ歯科医院 田方郡函南町柏谷993-3 055-979-3339

杉本秀歯科医院 田方郡函南町仁田34-28 055-978-6480

いで歯科医院 田方郡函南町上沢25-2 055-979-1180

わかば歯科クリニック 田方郡函南町間宮63-3 055-944-6402

みやはら歯科 田方郡函南町間宮607-3 055-957-0058

ルピア歯科医院 田方郡函南町間宮643-1 055-979-0811

中條歯科医院 田方郡函南町間宮685-1 055-978-8803

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

つしま歯科医院 田方郡函南町塚本276-3 055-978-8811

芹澤歯科医院 田方郡函南町塚本970 055-978-3154

きのうち歯科医院 田方郡函南町塚本980-8 055-944-6256

さくらい歯科医院 田方郡函南町肥田60 055-979-8615

みうら歯科医院 三島市初音台25-1 055-973-1211

米山デンタルオフィス 三島市壱町田51-1 055-988-0666

鳥居歯科医院 三島市光ヶ丘1-49-5 055-988-3030

白井歯科医院 三島市末広町1-5 055-986-7191

かまた歯科クリニック 三島市文教町1-1-35 055-980-5505

後藤歯科医院 三島市文教町2-1-17 055-986-8776

こも池歯科クリニック 三島市大宮町3-1-11 055-975-8214

みちこデンタルクリニック 三島市一番町2-18 055-983-2339

歯科シズオカクリニック 三島市泉町1-40 055-973-0118

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

田村歯科医院 三島市徳倉1-12-31 055-980-1800

芙蓉台デンタルクリニック 三島市徳倉838-42 055-986-4818

ないとう歯科医院 三島市徳倉876-26 055-988-9087

鈴木歯科クリニック 三島市徳倉921 055-987-5798

渡辺歯科クリニック 三島市萩188 055-980-6655

平川歯科医院 三島市萩320-47 055-986-3989
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遠藤歯科医院 三島市佐野191 055-992-1139

かたの歯科 三島市谷田136-29 055-973-6111

かげしま歯科 三島市谷田並木296-19 055-971-2881

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

半田歯科医院 三島市大場122-4 055-977-1234

斉藤歯科クリニック 三島市大場164-5 055-977-1110

すぎやま歯科クリニック 三島市大場575-1 055-982-0418

わたなべ歯科 三島市梅名111-1 055-984-1900

ヨシダ歯科医院 三島市梅名284-12 055-977-4511

賢歯科医院 三島市梅名439-1 055-984-3115

ヒロ歯科医院 三島市梅名516-3 055-977-8241

杉山歯科医院 三島市八反畑132-7 055-971-3230

鈴木歯科医院 三島市御園77-3 055-977-6678

しんゆう歯科 三島市御園480-24 055-955-7801

中郷歯科医院 三島市長伏42-7 055-977-5551

髙木歯科医院 三島市長伏128-4 055-977-8880

星山歯科医院 三島市東本町1-10-31 055-975-1079

竹花歯科医院 三島市東本町1-13-23 055-975-1994

土と光ともりの歯医者さん 三島市中101-1 055-973-2358

アテナデンタルメンテナンス 三島市新谷18-4 055-950-8874

日野原歯科クリニック 三島市南田町2-14 055-973-1085

にしはら歯科 三島市南町17-18 055-971-1177

小野歯科医院 三島市加屋町3-15 055-972-8234

三宅歯科医院 三島市加屋町10-20 055-975-2724

山口歯科医院 三島市栄町1-24 055-976-5557

細川歯科医院 三島市東町13-26 055-981-3200

まつうらデンタルクリニック 三島市大社町1-24 055-983-3871

サクラ歯科 三島市大社町8-30 055-975-8868

吉村歯科医院 三島市北田町3-55 055-972-1188

菊地歯科 三島市本町2-8 055-981-4090

浅井歯科診療所 三島市本町2-9 055-975-0527

山本歯科医院 三島市本町5-6 055-975-0119

田中歯科医院 三島市本町8-34 055-981-0118

北岡歯科医院 三島市広小路町5-9 055-972-8119

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

広小路だいとう歯科 三島市広小路町13-10 055-975-0214
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長野歯科医院 三島市芝本町5-29 055-975-2740

鈴木歯科医院 三島市中央町1-12 055-975-0023

栗原歯科医院 三島市中央町1-31 055-975-1078

三島中央町たきの歯科 三島市中央町1-40 1F 055-957-1718

中村歯科医院 三島市中央町3-7 055-971-3411

あおぞら歯科 御殿場市北久原593-2 0550-84-0181

八幡通り歯科医院 御殿場市北久原613-11 0550-82-5595

勝又歯科医院 御殿場市二枚橋64-2 0550-82-1829

二枚橋歯科医院 御殿場市二枚橋230-3 0550-81-4618

渡辺歯科医院 御殿場市二枚橋297-1 0550-83-7611

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

はだ歯科医院 御殿場市東田中1446-19 0550-83-1883

そのだ歯科 御殿場市東田中1909-6 0550-81-4182

江本歯科医院 御殿場市御殿場542-1 0550-82-1243

ヤナカ歯科医院 御殿場市神山1110-16 0550-87-0022

エコーデンタルクリニック 御殿場市大坂482 0550-87-7777

ふじおか歯科医院 御殿場市中山466-1 0550-87-3323

江塚歯科医院 御殿場市中清水234-1 0550-87-3141

第一歯科医院 御殿場市茱萸沢68-1 0550-89-8181

玉穂歯科診療所 御殿場市茱萸沢719-1 0550-89-1010

いしだ歯科 御殿場市ぐみ沢1143-4 0550-88-2850

矢後歯科医院 御殿場市萩原73-1 0550-84-1070

杉山歯科医院 御殿場市萩原504-26 0550-83-2155

豊山歯科医院 御殿場市萩原740 0550-83-0418

おおば歯科 御殿場市萩原992-246 0550-80-1182

小宮山歯科医院 御殿場市新橋1796-3 0550-82-2336

梶本歯科医院 御殿場市新橋1879-1 0550-82-2755

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

梶本弘歯科医院 御殿場市新橋1936-5 0550-82-4182

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

アレフ歯科クリニック 御殿場市新橋673-1 0550-84-2288

いなば歯科クリニック 御殿場市新橋1584-3 0550-84-1080

さとう歯科医院 御殿場市新橋2077-4 0550-82-8100

岩瀬歯科医院 御殿場市川島田426-1 0550-83-8989

あざみはら歯科医院 御殿場市川島田944-1 0550-89-8027

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

御
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御
殿

場
市 ひまわり歯科クリニック 御殿場市保土沢454-1 0550-89-7530

ベルの木歯科 裾野市深良777-7 055-992-7777

スマイル歯科医院 裾野市深良3066-5 055-997-1610

うさぎ歯科医院 裾野市葛山767-2 055-997-5918

ホワイト歯科医院 裾野市御宿36-1 055-997-4071

さなだ歯科医院 裾野市御宿1291-1 055-997-2100

室伏歯科医院 裾野市公文名220-3 055-992-2439

松本歯科医院 裾野市千福が丘1-10-35 055-993-8711

梶歯科医院 裾野市石脇111-9 055-994-1344

中原歯科医院 裾野市佐野850 055-993-3300

ひだまり歯科クリニック 裾野市佐野919-1 055-955-7827

服部歯科医院 裾野市佐野1069-2 055-992-0011

歯科クリニックみよし 裾野市佐野1089 055-994-1900

飯塚歯科医院 裾野市茶畑字境川952-6 055-993-1077

カシワ木歯科医院 裾野市茶畑字金山256-4 055-993-6108

なかじま歯科医院
裾野市伊豆島田819-4
ルインズワタナベ1F

055-995-1000

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

しおみ歯科医院 裾野市平松521-2 055-992-0202

大藤歯科新宿医院 駿東郡清水町新宿211-2 055-972-5101

大城歯科医院 駿東郡清水町新宿819-2 055-973-2900

ゆきひこ歯科医院 駿東郡清水町玉川81-12 055-973-6841

木の花歯科医院 駿東郡清水町堂庭72-6 055-972-0097

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

杉沢歯科医院 駿東郡清水町柿田209-9 055-975-4618

メイヨ歯科医院 駿東郡清水町長沢311-9 055-972-3846

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

太田歯科医院 駿東郡清水町長沢959-2 055-972-1318

しんあい歯科医院 駿東郡清水町伏見250-19 055-973-6686

中里歯科医院 駿東郡清水町伏見264-17 055-976-1818

さきかわ歯科医院 駿東郡清水町伏見649-7 055-976-8241

会田歯科医院 駿東郡清水町卸団地203 055-972-0418

せき歯科クリニック 駿東郡清水町的場1-9 055-981-2633

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

さいとう歯科医院 駿東郡清水町徳倉1586-3 055-933-3918

渡辺歯科医院 駿東郡清水町徳倉1605-43 055-931-1236
長
泉

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

裾
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米山歯科医院 駿東郡長泉町南一色311-1 055-988-8211

西島歯科医院 駿東郡長泉町納米里72 055-988-3162

吉田歯科医院 駿東郡長泉町納米里211-5 055-987-6118

牧野歯科医院 駿東郡長泉町下長窪431-1 055-988-1184

勝又歯科医院 駿東郡長泉町上土狩668-6 055-989-4726

くじら小児･矯正歯科
駿東郡長泉町中土狩60-1
ホーリーアベニュー1F

055-988-0711

めぐろ歯科 駿東郡長泉町中土狩523-3 055-980-6480

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

池田歯科診療所 駿東郡長泉町下土狩106-12 055-975-2719

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

栗田歯科医院 駿東郡長泉町下土狩509-26 055-986-1667

秋山歯科医院 駿東郡長泉町下土狩1049-14 055-986-1390

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

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

タケダ歯科医院 駿東郡長泉町本宿425-8 055-989-3638

瀬川歯科医院 駿東郡長泉町桜堤2-4-5 055-988-8904

小野歯科医院 駿東郡小山町生土6-1 0550-76-0073

大木歯科医院 駿東郡小山町藤曲584-12 0550-76-4188

村井歯科医院 駿東郡小山町吉久保447-3 0550-76-5500

わかば歯科医院 駿東郡小山町一色331-1 0550-78-1245

すずき歯科医院 駿東郡小山町用沢317-9 0550-78-1357

須走歯科医院 駿東郡小山町須走278-4 0550-75-2028

たなか歯科 沼津市東沢田233-8 055-923-6884

デンタルオフィスみなと 沼津市本田町5-17 055-926-8241

ベル歯科医院 沼津市中沢田290-4 055-924-8088

宮内歯科医院 沼津市中沢田466-1 055-925-8217

きのした歯科クリニック 沼津市岡宮1124-2 055-925-3381

石田歯科医院 沼津市岡一色128-21 055-922-3990

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

さとう歯科医院 沼津市大岡810-26 055-920-3515

土屋歯科医院 沼津市大岡1142-1 055-962-3136

佐野歯科クリニック 沼津市大岡1420-3 055-951-0522

おざわ歯科医院 沼津市大岡1541-4 055-951-2534

パートナー歯科 沼津市大岡1719-1-101 055-951-1150

三津間歯科医院 沼津市大岡1756-33 055-951-3777

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

小
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町

長
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町

沼
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芹澤歯科医院 沼津市大岡1962 055-922-5161

津野歯科医院 沼津市大岡2275-6 055-921-5164

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

わたり歯科医院 沼津市大岡3809-5 055-923-1902

はせがわ歯科 沼津市三枚橋日ノ出町383-8 055-923-8100

大川矯正歯科クリニック 沼津市杉崎町7-5 055-922-3338

ウエダ歯科 沼津市平町15-10 上田ビル2F 055-963-7070

野口歯科医院 沼津市三枚橋町6-5 055-963-0050

城内歯科医院 沼津市三枚橋町13-9 055-962-2612

大島歯科医院 沼津市筒井町2-6 055-925-0776

飯島歯科医院 沼津市五月町5-11 055-921-8150

松本デンタルクリニック 沼津市米山町2-3 055-943-7350

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

石原矯正歯科 沼津市米山町2-7 石原ビル2F 055-925-0045

梅田歯科医院 沼津市米山町2-29 梅田ビル1F 055-921-3338

アップル歯科医院 沼津市新宿町8-3 055-923-8050

けやきデンタルクリニック 沼津市寿町798-1 055-924-2550

鈴木歯科医院 沼津市北高島町4-11 055-922-2888

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

池田歯科医院 沼津市北高島町13-30 055-929-2000

小野歯科医院 沼津市高島町8-1 055-921-9053

ソデ歯科医院 沼津市高島町27-11 055-921-2720

むらまつ歯科医院 沼津市高沢町4-25 055-926-4180

れいこ歯科 沼津市高沢町9-19 055-923-8388

桜井歯科医院 沼津市沼北町1-5-17 055-921-1008

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

植松歯科医院 沼津市若葉町17-27 055-924-3535

中ノ森歯科医院 沼津市緑ケ丘2-10 055-923-6784

渡辺歯科医院 沼津市花園町5-3 055-921-0541

鈴木歯科クリニック 沼津市志下178-2 055-934-1111

わたなべ歯科医院 沼津市志下430-1 055-931-5445

石渡歯科クリニック 沼津市東椎路88-11 055-923-4858

後藤歯科医院 沼津市東椎路831 055-925-3511

岡山デンタルクリニック 沼津市西椎路118-1 055-967-2322

杏林歯科 沼津市西椎路193 055-967-1487

あしたか歯科医院 沼津市西椎路487-1 055-939-8070

沼
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伊東歯科医院 沼津市大塚141-1 055-967-2525

原田歯科医院 沼津市大塚327-3 055-967-5566

庵原町中歯科医院 沼津市原町中1-3-10 055-969-1000

西家歯科医院 沼津市原198 055-966-0007

いくこ歯科医院 沼津市原655-15 055-968-4618

町田歯科クリニック 沼津市原720 055-967-6062

ごとう歯科医院 沼津市原1418-45 055-966-5511

ながさわ原町歯科医院 沼津市原1764-1 055-969-2212

サトウ歯科 沼津市石川163 055-966-2035

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

亀井歯科医院 沼津市大手町1-1-9 055-962-0995

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

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

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

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

いしわた歯科医院 沼津市大手町4-3-40 055-962-2124

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

神田歯科医院 沼津市大手町5-6-2 055-951-6480

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

山本歯科 沼津市上土町43-2 055-962-5487

山本矯正歯科 沼津市上土町43-2 055-952-8741

カナリヤ歯科医院 沼津市添地町41 055-954-5454

増山歯科医院 沼津市添地町125 055-962-2176

庵原歯科医院 沼津市添地町149 055-963-2468

あさい歯科クリニック 沼津市錦町648-18 055-963-5226

長尾歯科医院 沼津市上香貫宮原町1505 055-931-3780

三宅歯科医院 沼津市玉江町7-35 055-931-3967

黒木歯科診療所 沼津市本郷町22-18 055-931-3367

すんとう歯科クリニック 沼津市大平138-1 055-933-3418

塚本歯科クリニック 沼津市下香貫前原1499-1 055-934-8020

古屋歯科医院 沼津市下香貫藤井原1618-6 055-933-4435

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

牛臥歯科診療所 沼津市下香貫塩場3079-11 055-932-0065

敬愛歯科医院 沼津市下香貫下障子3151-5 055-931-0100

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

あん歯科クリニック 沼津市下香貫樋ノ口1718-8 055-957-7878
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せりざわ歯科医院 沼津市我入道江川16-26 055-932-7070

小児歯科よしいけ 沼津市市場町7-8 055-932-6106

矢田歯科医院 沼津市御幸町10-27 055-931-0157

鎌田歯科医院 沼津市御幸町24-46 055-933-9700

堀江歯科医院 沼津市三園町2-11 055-931-8181

中島歯科医院 沼津市三園町9-14 055-932-7177

鈴木歯科医院 沼津市吉田町28-26 055-931-1192

きくた歯科医院 沼津市下河原町3-11-15 055-951-4628

望月歯科医院 沼津市宮町11 055-962-2717

栗田歯科医院 沼津市幸町4 055-962-2687

シラカベ歯科医院 沼津市本字下一丁田889-7 055-952-3333

せきざわ歯科医院 沼津市西間門227-4 055-951-6123

わたなべ歯科クリニック 沼津市松長780-1 055-968-1700

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

酒井歯科医院 沼津市今沢340 055-968-1551

加藤歯科医院 沼津市北今沢16-1 055-966-4841

松永歯科 沼津市八幡町2-2 055-963-8814

庄司歯科医院 沼津市本町9 055-962-1122

中野歯科医院 沼津市下本町50 055-962-1075

浅井歯科医院 沼津市浅間町251 055-962-2157

パル博愛歯科 沼津市末広町4 055-962-0432

中央歯科医院 沼津市末広町28 055-962-3788

旭歯科医院 沼津市末広町67 055-962-2521

増田歯科医院 沼津市新町404 055-962-0195

西村歯科医院 富士市岩本102-1 0545-64-2211

はせがわ歯科医院 富士市岩本132-15 0545-65-6600

遠藤歯科医院 富士市松本137-1 0545-63-3910

武田デンタルクリニック 富士市松本372-8 0545-67-3663

長谷川歯科医院 富士市本市場158-1 0545-61-0529

かわむら歯科クリニック 富士市中島314-1 0545-32-6000

ホシナ歯科クリニック 富士市中島458-7 0545-62-1177

ごとう歯科 富士市中島496-5 0545-60-5775

大塔歯科クリニック 富士市松岡346-5 0545-63-6363

鈴木歯科クリニック 富士市松岡362-5 0545-64-5455

久保田歯科医院 富士市松岡991 0545-61-0935

志田歯科医院 富士市松岡1359-2 0545-63-7755
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清水歯科 富士市加島町2-12 0545-64-2902

太田歯科医院 富士市加島町4-1 0545-63-1312

和田歯科クリニック 富士市平垣本町6-41 0545-64-6664

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

宮本歯科 富士市富士町14-3 0545-61-6464

吉田歯科クリニック 富士市富士町16-18 0545-64-6066

近藤歯科医院 富士市平垣140-2 0545-64-4440

元町歯科医院 富士市元町12-27 0545-61-8885

あおぞら歯科 富士市元町18-6 0545-65-6777

小山矯正歯科クリニック 富士市元町19-1 0545-63-7771

マコト歯科医院 富士市水戸島2-23-5 0545-65-2515

望月歯科クリニック 富士市水戸島110-5 0545-62-0901

塔の木歯科医院 富士市蓼原22 0545-61-1184

植松秀紀歯科医院 富士市蓼原64-2 0545-61-8148

秋庭歯科医院たごのうら 富士市中丸196-8 0545-60-6058

貝通丸歯科 富士市中丸397-1 0545-61-2174

大内歯科医院 富士市横割1-5-7 0545-60-3718

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

北條歯科医院 富士市横割6-9-39 0545-61-3768

中澤歯科医院 富士市宮島112-2 0545-60-6480

吉田歯科医院 富士市宮島818-6 0545-64-2605

はじめ歯科 富士市宮島983-2 0545-65-8811

渡井デンタルクリニック 富士市五貫島78-2 0545-64-3400

水上歯科医院 富士市宮下97-8 0545-60-2122

影山歯科 富士市森島434-3 0545-64-6464

飯田歯科医院 富士市本市場町718 0545-64-5766

やまざき歯科クリニック 富士市川成新町273 0545-63-4618

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

庵原歯科医院 富士市今泉1-11-36 0545-52-5506

片岡歯科医院 富士市今泉2059-20 0545-53-8781

神谷歯科クリニック 富士市今泉3983-14 0545-23-1616

鈴川鈴木歯科医院 富士市鈴川本町8-14 0545-33-0059

尾崎歯科医院 富士市鈴川町6-6 0545-33-0416

石塚歯科医院 富士市鈴川町9-28 0545-32-1778

杉山歯科クリニック 富士市依田原町3-2 0545-51-5120

加藤歯科医院 富士市御幸町13-6 0545-53-7562
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片岡歯科医院 富士市高嶺町10-3 0545-52-5603

よしの歯科医院 富士市錦町1-15-25 0545-57-1188

東海歯科医院 富士市青島町174-1 0545-53-1147

大松歯科医院 富士市高島町29 0545-53-8170

植田歯科医院 富士市吉原1-2-3 0545-52-1204

かたおか矯正歯科医院 富士市吉原2-6-3 0545-52-0321

斉藤歯科医院 富士市吉原4-7-22 0545-53-1116

後藤歯科医院 富士市吉原4-9-13 0545-52-0834

鈴木歯科医院 富士市吉原4-18-9 0545-52-0876

秋元歯科医院 富士市中央町2-1-12 0545-52-4809

田辺歯科医院 富士市永田町1-90 0545-52-0300

やしき歯科医院 富士市永田町2-28-2 0545-54-1108

むらかみ歯科クリニック 富士市日乃出町139 0545-51-1051

小沢歯科医院 富士市永田北町6-21 0545-57-6677

坂田歯科医院 富士市伝法2646-1 0545-52-7401

渡辺矯正歯科医院 富士市伝法2820-3 0545-57-5123

秋庭歯科･矯正歯科医院 富士市浅間上町13-41 0545-52-3712

小川歯科医院 富士市浅間本町6-10 0545-57-4793

コスモ歯科医院 富士市大渕174-16 0545-21-0102

小野歯科医院 富士市大渕2863-3 0545-36-1588

ヒロ歯科医院 富士市大渕3119-11 0545-35-6480

石井歯科医院 富士市神戸字島原15-2 0545-21-8888

望月歯科医院 富士市神戸736-1 0545-21-7112

斉藤歯科医院 富士市一色210-1 0545-21-0185

木村歯科医院 富士市中野616-2 0545-36-1555

加藤歯科医院 富士市増川新町125 0545-34-7777

土屋歯科医院 富士市中里247-20 0545-38-2832

鈴原歯科医院 富士市中里2556-4 0545-32-0606

荻野歯科医院 富士市富士岡1462 0545-38-0107

菊池歯科医院 富士市比奈1088-1 0545-34-2991

加藤歯科医院 富士市比奈1171-3 0545-34-1117

鈴木歯科医院 富士市比奈1496-2 0545-34-0149

窪田歯科医院 富士市富士見台6-3-2 0545-21-8773

鈴福歯科医院 富士市原田401-8 0545-53-0130

小池歯科医院 富士市石坂84-3 0545-51-5600

千葉歯科クリニック 富士市厚原119 0545-30-9479
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マキノ歯科医院 富士市厚原594-2 0545-71-6432

桐戸歯科医院 富士市厚原937-43 0545-71-2777

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

こぐれ歯科クリニック 富士市厚原1427-21 0545-71-6683

渡辺歯科 富士市久沢229-1 0545-71-6600

鈴木歯科医院 富士市久沢543 0545-71-0648

植松歯科医院 富士市鷹岡本町2-1 0545-71-8395

大村歯科医院 富士市鷹岡本町3-46 0545-71-2714

井出歯科医院 富士市入山瀬2-3-76 0545-71-5725

てんま歯科 富士市天間535-15 0545-73-1418

富士根歯科医院 富士市天間1321-1 0545-71-5765

尾崎歯科医院 富士市北松野1817-5 0545-85-2028

上野泰治歯科診療所 富士市南松野2533 0545-85-0300

立花歯科医院 富士市岩渕763-1 0545-81-0057

望月歯科医院 富士市岩渕970-2 0545-81-2248

秋庭歯科医院 富士市中之郷1229-2 0545-81-0121

窪田歯科医院 富士宮市万野原新田2906-13 0544-28-4118

ゆざわ歯科 富士宮市万野原新田3893-4 0544-22-5200

清歯科医院 富士宮市ひばりが丘985 0544-26-8603

桑原歯科医院 富士宮市宮原385-1 0544-23-7377

外神歯科医院 富士宮市外神2218-11 0544-58-8886

ちはる歯科 富士宮市大岩118-23 0544-28-3030

愛歯科クリニック 富士宮市富士見ヶ丘419-1 0544-22-2477

万野原歯科医院 富士宮市舞々木町341 0544-23-4311

ホワイト歯科医院 富士宮市粟倉南町112 0544-26-0648

小林歯科医院 富士宮市粟倉南町138 0544-24-8280

安田歯科医院 富士宮市小泉409-3 0544-24-8010

鈴木ファミリー歯科 富士宮市小泉1118-1 0544-26-5675

秋山歯科医院 富士宮市小泉1933-8 0544-24-2045

みつ歯科クリニック 富士宮市小泉1966-3 0544-25-7777

小泉歯科医院 富士宮市小泉2169-14 0544-23-6468

小松歯科クリニック 富士宮市前田町79-2 0544-29-7277

寺西歯科医院 富士宮市西小泉町34-1 0544-26-2803

赤池歯科医院 富士宮市神田川町13-1 0544-23-5220

清水歯科医院 富士宮市浅間町8-3 0544-23-5818

米山歯科クリニック 富士宮市黒田199-9 0544-28-2000
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野中歯科クリニック 富士宮市野中910-1 0544-24-2043

サトウ歯科 富士宮市野中990-9 0544-23-0288

パル佐野歯科医院 富士宮市淀川町8-8 0544-22-2227

風岡歯科医院 富士宮市淀川町26-13 0544-23-0614

泉町歯科クリニック 富士宮市泉町652 0544-28-4618

中澤歯科クリニック 富士宮市中島町361-1 0544-22-0648

芝切歯科医院 富士宮市淀師85-3 0544-27-2511

かぶらぎ歯科 富士宮市淀師1532-2 0544-25-8222

和田歯科クリニック 富士宮市宝町9-17 0544-23-3770

森本歯科医院 富士宮市西町5-7 0544-26-3080

遠藤歯科医院 富士宮市西町6-24 0544-26-8888

ふかせ歯科医院 富士宮市西町28-7 0544-24-8181

中央歯科クリニック 富士宮市若の宮町227 0544-26-1810

小長井歯科医院 富士宮市若の宮町860 0544-24-2655

佐野歯科医院 富士宮市元城町19-8 0544-27-2931

髙木歯科医院 富士宮市中央町13-4 0544-26-2910

鈴木歯科医院 富士宮市大宮町32-10 0544-26-3917

内山歯科医院 富士宮市宮町8-12 0544-23-3306

伊波歯科医院 富士宮市宮町13-5 0544-27-3236

富士宮歯科医院 富士宮市東阿幸地583 0544-23-5050

上杉歯科医院 富士宮市矢立町661 0544-26-5634

平田歯科医院 富士宮市弓沢町213 0544-26-3867

若林歯科クリニック 富士宮市田中町185-6 0544-25-2588

井出歯科医院 富士宮市下条127-2 0544-58-1841

村野歯科医院 富士宮市長貫1131-5 0544-65-0067

長谷川歯科クリニック 富士宮市内房3195-1 0544-65-1800
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