
区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

江頭 毅 813-0025 青葉1丁目4-21 えがしら歯科医院 691-1222

中田 宏 813-0011 香椎2丁目18-33 中田歯科医院 683-5888

山本 大吾 香椎駅前1丁目5-21 山本歯科医院 662-4674

森本 太一朗
香椎駅前1丁目18-45
香椎マーケーットビル

医療法人口福会 森本歯科 661-8866

花田 勝正 香椎駅前2丁目9-21 医療法人 花田歯科医院 681-2636

青木 隆宜 香椎浜3丁目2-7 あおき歯科クリニック 672-8110

小野 博治 香椎浜3丁目12-1
イオンモール香椎浜ショッピングセンター2F

のぞみ歯科 673-6395

案西 浩平 香椎浜4丁目1-8-103 医療法人社団桜香 あんざい歯科クリニック 662-2530

山本 光
香住ヶ丘2丁目8-2
バージニアヴィレッジ ユウクレスト1F

やまもと歯科医院 662-6480

諸井 裕子 香住ヶ丘6丁目3-6 もろい歯科 681-1789

山田 高志 811-0321 西戸崎5丁目8-7 やまだ歯科医院 603-0118

金光 信幸 811-0215 高美台2丁目3-15 医療法人 下村歯科医院 607-1151

松尾 健 813-0034 多の津3丁目1-24 松尾歯科医院 622-8020

徳丸 弘志 千早1丁目4-22 徳丸歯科医院 672-8686

内田 雄基 千早2丁目27-5 内田歯科医院 681-0555

吉川 努 千早5丁目4-25-101 よしかわ歯科医院 683-2101

花田 一彦 813-0032 土井1丁目21-6 花田歯科医院 691-2486

安部 直子 唐原1丁目2-1-203号 あべなおこ歯科クリニック 674-4182

劉 中憲
唐原7丁目1-3
エスペランサ1F

パンダ小児歯科医院 673-1180

松浦 美智子 813-0043 名島4丁目54-38 まつうら歯科 661-2000

元松 泰徳 811-0204 奈多3丁目4-5 もとまつ歯科クリニック 605-3118

髙木 潤吉
箱崎2丁目5-27
はこざき大徳館2F

たかき歯科医院 642-1855

藤田 真
箱崎2丁目10-8
藤野ビル1F

ふじた歯科医院 651-6643

山田 啓二
箱崎5丁目11-10
のむら貝塚ガーデンシティ内12

山田歯科クリニック 632-6686

近藤 崇
箱崎7丁目8-8
パルク箱崎2F

こんどう歯科クリニック 632-3553

林 孝明 812-0051
箱崎ふ頭1丁目4-61
サンセットタワー2F

箱崎ふ頭歯科 651-6088

雜賀 伸一 812-0061 筥松2丁目21-14 雑賀歯科医院 629-2626

坂本 文比古 812-0063 原田1丁目3-10 坂本歯科医院 611-0623

平岡 郁雄
馬出1丁目2-21
第2岡部ビル201

平岡歯科医院 651-3838

西原 正治 馬出1丁目10-2 医療法人仁慈会 西原歯科 632-8888

陣内 みさき
馬出1丁目31-13
エバーライフ吉塚駅前1F

みさきデンタルクリニック 260-9783

花田 圭勝 馬出2丁目4-22 花田歯科医院 641-2610
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区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

香月 俊彦 812-0054
馬出4丁目8-21
樋口産業ビル

千鳥橋病院附属歯科診療所 631-2500

有田 康比古 813-0042
舞松原2丁目1-8
健ビル

有田歯科医院 662-1167

河合 雅文 舞松原2丁目12-25 角田歯科医院 661-1286

猿田 陽平 舞松原2丁目14-10 陽だまり歯科 661-1233

末原 宏明 813-0062 松島3丁目25-16 すえはら歯科医院 622-6433

堀 勝利 813-0041
水谷2丁目10-22
シンワコーポ1F

堀歯科医院 672-8255

古川 弘貴 813-0036 若宮5丁目16-34 リーフデンタルクリニック 401-0207

豊嶋 寛司 811-0213 和白丘3丁目6-3 和白丘デンタルクリニック 410-4104

黒木 剛 811-0214 和白東2丁目13-26 黒木歯科医院 606-2448

廣松 辰巳 812-0888 板付2丁目1-26 ひろまつ歯科医院 411-7171

小河 芳子 812-0026 上川端町12-31 小河歯科医院 291-5429

加藤 一彦 812-0037 御供所町5-29 オレンジ歯科 281-5945

井上 憲一 812-0884 寿町2丁目4-22 井上歯科医院 581-1687

坂口 恭敏 812-0029 古門戸町7-5-1F 坂口歯科こども歯科 281-5489

川上 義貴 812-0003
大字下臼井778-1
福岡空港国内線旅客ターミナルビル2F

川上歯科クリニック 626-1715

三善 康宏 812-0027
下川端町10-12
三善ビル4F

医療法人康歯会 三善歯科医院 262-2670

小野田 慈美 812-0033 大博町1-8 医療法人 原三信病院 291-3434

野田 樹 812-0044
千代1丁目17-1
パピヨン24　2F

野田歯科医院 651-3714

野見山 宏地 812-0858 月隈2丁目11-1 医療法人宏至会 野見山歯科医院 504-2901

八田 雅樹 店屋町3-35 医療法人 やつだ歯科医院 263-4688

新開 健司 店屋町4-24 医療法人善 新開歯科医院 291-3225

小川 恭志 店屋町7-27 小川歯科医院 281-0213

森崎 陽介 812-0893 那珂5丁目3-50 もりさき歯科クリニック 202-4618

鳥谷 浩平
博多駅中央街5-14
福さ屋ビル6F

鳥谷歯科医院 432-1008

植田 和弘
博多駅中央街8-1
JRJP博多ビル6F

植田歯科 431-8810

石倉 行男
博多駅東1丁目13-17
松岡ビル3F

医療法人発達歯科会 おがた小児歯科医院 472-2885

渡邉 哲章
博多駅東1丁目13-31
駅東サンシティビル4F

医療法人 渡辺歯科口腔外科 481-0511

元 永三 博多駅東2丁目2-13 医療法人聖和会 ゲン歯科クリニック 471-0110

西本 美恵子
博多駅東2丁目4-6
博多グローリービル2F

にしもと小児歯科医院 474-0229

井上 優
博多駅東2丁目10-1
第1福岡ビルＳ館1F

優・井上歯科クリニック 432-8041

帆鷲 郷一
博多駅東3丁目3-16
川清ビル201

医療法人 帆鷲歯科医院 472-7728

橋本 磨早彦 博多駅前1丁目9-3-3F 橋本歯科医院 411-5178

富谷 尚
博多駅前3丁目19-14
ビーエスビル博多4F

とみや歯科医院 475-7676

東
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区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

郡 英寛
博多駅前3丁目22-1
ハットビル2F

博多こおり歯科 409-9974

阿部 光正
博多駅前4丁目9-28
エヌケイビル1F

阿部歯科医院 431-0571

中島 龍市
博多駅南1丁目3-6
第3博多偕成ビル2F

中島歯科 441-3887

加茂 公平 博多駅南3丁目5-12 加茂歯科医院 431-7459

角田 智之
博多駅南4丁目2-10
南近代ビル2F

つのだデンタルケアクリニック 400-0080

下条 高朗 博多駅南4丁目9-23 下条歯科医院 414-0082

松野 聡子 812-0045 東公園7-7
公益財団法人ふくおか公衆衛生機構
県庁内クリニック

292-0811

生田 英世 東月隈3丁目6-7 生田歯科医院 504-0966

永田 正宣 東月隈3丁目17-18 永田歯科クリニック 503-5118

末次 千恵 812-0892 東那珂1丁目14-46 ちえデンタルクリニック 400-4455

手嶋 文史 南本町1丁目3-10 手嶋歯科医院 582-2297

柴田 隆文
南本町2丁目1-9
柊ビル1F

サンデンタルクリニック 573-0234

葛西 秀夫 麦野1丁目29-8 医療法人社団 かさい歯科医院 581-0796

高風 賢三
麦野4丁目38-18
新生ビル1F

中央歯科医院 593-2210

菅 敏雄
諸岡3丁目10-20
平野第2ビル1F

スガ歯科医院 591-7570

原 博信 諸岡5丁目1-1 原歯科医院 573-8938

福山 一郎 812-0041 吉塚3丁目5-55 いちろう歯科医院 623-8016

渡邉 裕之 810-0042 赤坂2丁目3-30 わたなべ歯科 733-6480

池田 正人
荒戸2丁目1-5
大濠公園ビル2F

池田歯科大濠クリニック 716-0666

辻本 真規
荒戸2丁目1-18
アスエリア大濠公園2F

辻本デンタルオフィス 791-2223

城戸 達雄 荒戸3丁目7-2 城戸歯科医院 751-4228

梅津 優 810-0067 伊崎16-5 うめづ歯科クリニック 716-4618

助川 顕士
今泉1丁目23-8
チエビル3F

さくらDentalOffice天神 738-8808

平井 友成
今泉2丁目5-24
権藤ビル2F

平井歯科クリニック 714-4618

石田 康夫 810-0054 今川2丁目3-46 石田歯科医院 741-2451

真田 慎二朗 810-0074 大手門1丁目9-29 吉田歯科医院 751-4784

藤本 誠一 小笹4丁目15-9 藤本歯科医院 791-1948

花水 麻美 小笹5丁目5-21 DENTALCLINIC桜坂南 525-4618

吉田 朋洋
清川1丁目11-1
キャメロットハイネス1F

吉田ともひろ歯科医院 522-5222

飯野 マサ子 清川3丁目15-20 医療法人飯野歯科医院 521-2155

小原 篤夫 810-0045
草香江1丁目9-12
大濠公園南ハイツ2F

おはら歯科 738-7778

江﨑 大輔 810-0055 黒門2-31 大濠えさき歯科クリニック 741-1593

長澤 誠二 810-0023
警固1丁目1-1
清賀ビル1F

長沢歯科医院 741-4488

博多

中央
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藤波 美和
警固2丁目18-13
オークビルⅠ101

AKASAKAけやき通り歯科 725-4000

兒玉 良介 警固3丁目1-3 医療法人 児玉歯科医院 751-5155

竹﨑 博嗣
笹丘1丁目25-7
フィランソレイユ笹丘内1F

たけさき歯科 405-6116

中村 健吾 笹丘1丁目31-13 中村歯科 751-7324

樋口 起三 笹丘2丁目1-25-2F 樋口歯科医院 533-5015

笠原 雅好 810-0028 浄水通1-8 医療法人 笠原歯科医院 522-7117

實渕 誠治
大名2丁目4-22
新日本ビル2F

じつふち歯科医院 781-7171

佐藤 紘治
大名2丁目10-1
シャンボール大名A棟211

大名さとう歯科 761-5893

向井 博邦 高砂1丁目1-29 医療法人桃邦会 むかい歯科医院 522-5533

山本 忠昭 高砂1丁目3-13 やまもと歯科 522-0853

野中 亮介 810-0031 谷1丁目12-4 野中歯科医院 733-4551

林 芳裕 810-0064 地行1丁目9-10 はやし小児歯科 738-3883

中西 勇一
天神1丁目1-1
アクロス福岡4F

中西歯科医院 725-1221

樋口 敬洋
天神2丁目3-5
ジャンテイグリ5F

樋口歯科医院 751-2963

栗岡 洋介
天神2丁目6-28
ACN天神ビル6F

くりおか歯科クリニック 733-0600

北 忠訓
天神2丁目12-1
天神ビル6F

北歯科医院 721-3357

中富 元也 天神2丁目13-7
医療法人研新会
 天神ホワイト歯科クリニック

738-8020

中西 勇次
天神2丁目14-8
福岡天神センタービル5F

医療法人社団博和会 中西歯科医院 751-9247

河原 昌二
天神2丁目14-35
野村不動産天神ビル5F

河原昌二歯科医院 731-8222

岩崎 洋
天神3丁目1-16
橋口ビル2F

いわさきイルカ歯科 725-8086

壇 研一
天神3丁目4-9
GGソーラービル5F

だん歯科医院 721-9600

前田 吉之
天神4丁目2-20
天神幸ビル5F

医療法人 村上歯科クリニック 715-4180

末藤 祐一 
天神4丁目3-30
天神ビル新館1F

ひびき歯科クリニック 762-8841

米嶋 隆廣 鳥飼1丁目4-31 よねしま歯科・矯正歯科 707-2118

郡家 浩人
鳥飼3丁目1-32
グリーンコート大濠1F

なごみ歯科クリニック 771-1283

三島 公彦 810-0035 梅光園2丁目23-1-102 三島歯科医院 761-3747

平井 直 810-0003
春吉2丁目6-10
第1小財ビル1F

ひらい歯科医院 716-6418

木村 慎一 平尾2丁目5-8 ドリーム歯科クリニック 522-4182

吉田 美紀 平尾3丁目21-24 よしだみき歯科クリニック 534-1300

中冨 啓一郎 810-0016 平和5丁目5-23 医療法人ふれあい会 なかとみ歯科医院 524-8868

島 一也 舞鶴2丁目2-11-1F 赤坂総合デンタルオフィス 762-8010

荒木 健介 舞鶴2丁目7-11 あらきファミリー歯科 771-6031

井口 由利
舞鶴3丁目8-7
クレインビル202

井口歯科医院 741-9276

810-0041

810-0023

中央
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結城 里美 810-0075 港2丁目1-7
医療法人社団桜香
あんざい歯科ベイフロントクリニック

715-0208

白石 菊恵 薬院1丁目5-11-3F デンタルオフィス薬院 753-9113

江田 英一郎 薬院1丁目6-24 江田歯科医院 741-6525

永原 絹子
薬院2丁目12-33
エステート・モア薬院倶楽部102

絹子歯科クリニック 737-8828

武井 宣暁
薬院2丁目15-10
サンフラワー薬院202

武井歯科医院 741-5928

花岡 一誠 薬院3丁目7-19 花岡歯科医院 521-0173

宮坂 憲幸 薬院4丁目1-12 みやさか歯科医院 531-1945

二木 昌人
薬院4丁目1-26
薬院大通センタービル2F

ふたつき子ども歯科 523-7560

永田 裕之 810-0044 六本松2丁目6-2 ながた歯科クリニック 771-4428

高口 秀夫 渡辺通1丁目11-11 高口歯科医院 741-9064

高口 愛子 渡辺通1丁目11-11 高口歯科医院 741-9064

牧野 正敬 井尻4丁目1-37 牧野歯科医院 591-5126

築山 雄次 井尻5丁目25-6 医療法人雄之会 つきやま歯科医院 582-5454

小宮 計久 大橋1丁目2-3 小宮歯科医院 561-6911

野地 美代子
大橋1丁目8-8
1丁目8番館ビル3F

歯科のじみよ子クリニック 408-7319

吉兼 透
大橋1丁目12-25
ミツヤレジデンスビル1F

よしかね歯科クリニック 554-2000

出水 龍典 大橋1丁目20-17 医療法人仁水会 出水歯科医院 553-3355

山竹 久美子 大橋1丁目23-10-1F コル歯科診療室 553-8239

近藤 嘉人
大橋3丁目2-1
大橋プラザ2F

医療法人元気が湧く こどもの歯科診療所 551-8080

吉川 和則 大橋4丁目13-28 吉川歯科医院 551-4545

後潟 博行 811-1313 曰佐4丁目25-1 うしろがた歯科医院 592-3200

沖 斉賢 警弥郷2丁目15-17 なお歯科・矯正歯科クリニック 986-2273

沖 和泰 警弥郷3丁目5-21 沖歯科医院 591-0720

新田 悟 皿山2丁目1-60 新田歯科 553-2121

松井 弘司 皿山3丁目1-5 こーじ歯科医院 541-5574

加﨑 慎二郎
塩原2丁目7-13
パルス塩原1F

かさき歯科医院 516-1871

清水 浩 塩原3丁目24-29 清水歯科医院 511-0219

福田 憲一郎 塩原4丁目11-21 福田歯科医院 541-0117

茅島 賢次 815-0004 高木1丁目14-8 医療法人康隆会 井上歯科医院 431-1940

吉永 剛
高宮1丁目6-3
フィレンツェ平尾2F

医療法人ＭＩ会 吉永デンタルクリニック 524-8470

中島 文香 高宮2丁目3-5 中島歯科クリニック 522-3118

山本 達雄 高宮3丁目8-6 山本歯科医院 521-7890

山本 正孝 811-1352 鶴田4丁目6-3 山本歯科医院 566-6480

中央

南

810-0022

811-1302

810-0004

815-0033

811-1324

811-1365

815-0032

815-0083



区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

森谷 圭介 811-1364 中尾3丁目43-2 みずどり歯科医院 554-3795

宮本 久嗣 長丘1丁目17-5 宮本歯科クリニック 562-0418

内野 公一
長丘3丁目17-5
アヴァンセ長丘1F

内野歯科医院 561-7788

萬代 千恵 長丘5丁目25-19 まんだい千恵歯科 408-1947

有吉 誠 長住2丁目22-2 有吉歯科医院 561-1188

吉田 雅則 長住4丁目1-4 よしだ歯科クリニック 210-6795

浅田 英文 815-0081
那の川1丁目22-22
皐月マンション2F

浅田歯科医院 522-6129

永利 秀文 811-1361 西長住2丁目38-12 永利歯科医院 511-5515

小河 清裕 野多目1丁目1-21 小河歯科医院 541-4682

外山 博崇 野多目1丁目12-5 外山歯科医院 551-3350

枌 泰生 野間1丁目9-26 枌歯科医院 541-0987

小野 兼治
野間1丁目11-31
クロッサM’S　2F

野間中央歯科クリニック 553-0550

中野 誠之 野間3丁目4-5-2F なかの歯科医院 562-6976

山田 浩史 野間3丁目7-12-101 やまだ歯科クリニック 403-4560

大神 健次郎 野間4丁目5-2 おおがみ歯科医院 562-0006

笹原 隆男 811-1356 花畑2丁目31-13 笹原歯科医院 565-0183

大城 笑美 811-1355 桧原4丁目5-10 きらりえがお歯科小児矯正歯科 566-1711

秋山 聰 三宅1丁目2-12 秋山歯科クリニック 552-6480

美佐保 曜子 三宅1丁目2-12 秋山歯科クリニック 552-6480

松本 良一 三宅2丁目16-1 松本歯科医院 512-1893

樋野 利男 三宅3丁目12-13 ソフィアデンタルクリニック 408-7878

安田 峻介 811-1345 向新町2丁目17-19 みやけ通り歯科クリニック 555-3727

永楽 大二 向野1丁目14-14 えいらく歯科クリニック 511-9666

大澤 賢次 向野2丁目14-1 アイビーデンタルクリニック 561-2204

後藤 晃希 811-1351 屋形原3丁目36-17 ごとう歯科医院 565-6482

久保 寿 弥永1丁目28-11 ことぶき歯科・矯正歯科クリニック 586-5353

櫻江 陽子 弥永5丁目22-25 デンタルオフィス・さくらえ 571-0808

天村 美穂 815-0063 柳河内1丁目9-29-1F みほデンタルクリニック 553-5100

原 文夫
老司1丁目17-34
パークヒルズ老司1F

医療法人アンブル アンブル歯科 565-8148

関 玲子 老司2丁目11-10 医療法人正葉会 関歯科医院 565-0808

太田 哲矢 若久4丁目1-5 太田歯科医院 512-1513

平山 耕司
若久5丁目24-29
コンフォート若久A 101号

ひらやま歯科医院 511-6480

川上 誠 811-1343 和田1丁目2-35 川上歯科医院 553-3334

南

811-1323

811-1346

815-0042

815-0075

811-1347

815-0041

811-1344

815-0035

811-1362



区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

水蘆 恭治 荒江1丁目18-8 みずあしデンタルクリニック 852-8937

松田 尚文 荒江1丁目34-21 松田歯科医院 843-1464

東山 隆勇 814-0134 飯倉1丁目11-50 東山歯科医院 821-7677

古賀 憲吾 片江1丁目4-40 こが歯科クリニック 801-0087

井手 拓良 片江1丁目4-54-3F かば歯科クリニック 873-1111

佐藤 賢一 片江3丁目41-1 津田歯科医院 862-2255

牛島 瑛久 片江4丁目7-1 うしじま歯科医院 862-8555

園山 至
神松寺1丁目18-18
フレア福神六番館Ｃ号

そのやま歯科医院 864-0311

糸瀬 正通 神松寺2丁目5-30 糸瀬歯科医院 861-1605

二階堂 増彦 田島1丁目7-20 二階堂デンタルクリニック 842-1184

梶原 慎一 田島4丁目1-3 梶原歯科 832-2088

安元 信也 814-0151 堤1丁目13-39 安元歯科医院 861-2888

櫻井 徹 814-0151 堤1丁目14-6 桜井歯科医院 871-1023

寺田 壮平 鳥飼5丁目18-2 寺田歯科医院 821-6688

西村 公雄 鳥飼7丁目3-24 西村歯科医院 851-1576

古賀 勝博 長尾3丁目14-11 古賀デンタルフォレスト 557-3400

福光 保之 長尾5丁目31-6 ふくみつ歯科医院 861-8888

井上 正洋 七隈3丁目1-25 井上歯科医院 861-3338

横田 成一 七隈8丁目13-13 よこた歯科医院 862-3399

岸 克好 七隈8丁目14-21 岸歯科医院 801-0880

小林 家吉 樋井川2丁目25-1 長尾公園前歯科 874-0655

石橋 賢一 樋井川6丁目13-25 いしばし歯科小児・矯正歯科クリニック 863-3351

大島 義信 814-0155 東油山2丁目4-10 大島歯科医院 801-6480

田上 佳輝
別府1丁目4-44
ソアラプラザ福岡別府

たのうえ歯科医院 845-8825

村上 晃二 別府3丁目3-12 村上歯科医院 845-5000

鯵坂 正秋 別府4丁目16-1-102 あじさか歯科医院 841-0958

茂岡 優子 別府5丁目13-45 たんぽぽ歯科医院 707-6161

清野 政孝 別府7丁目11-35 清野歯科医院 821-0584

児玉 康典 814-0132 干隈1丁目17-17 こだま歯科クリニック 866-8660

岡本 崇彦 南片江1丁目29-28 おかもと歯科こども歯科クリニック 519-2712

斎藤 克比古 南片江3丁目13-46 斎藤歯科医院 865-5991

髙橋 智子
有田1丁目33-8
第2毛利コーポ1F

高橋とも子歯科 852-8210

碓井 朝久
有田6丁目5-22
クレセントＮ 1F

碓井歯科クリニック 862-0333

早良

城南

814-0033

814-0142

814-0121

814-0101

814-0113

814-0103

814-0123

814-0133

814-0153

814-0104

814-0143



区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

山本 直美 飯倉2丁目9-7 山本歯科医院 831-1757

中村 紀彦 飯倉2丁目28-36 なかむら歯科医院 822-3838

國武 哲治 飯倉3丁目36-3 くにたけ小児歯科医院 845-4887

中冨 洋喜 飯倉6丁目34-26 中冨歯科クリニック 980-1394

甲斐 秀典 飯倉8丁目5-41 かい歯科医院 801-2233

衛藤 太一 811-1123 内野6丁目11-34 えとう歯科医院 803-2333

米嶋 枝里香 814-0032 小田部2丁目12-1 小田部よねしま歯科・矯正歯科 833-0088

加藤 陽子 814-0032
小田部7丁目21-2
リヴィエール室見Ⅱ

かとう小児歯科 822-4680

日高 潤二 811-1122 早良7丁目1-33 日高歯科医院 804-1110

山路 明彦 814-0003
城西3丁目17-20
クラシオン西新101

やまじ歯科医院 846-1848

土肥 善仁 祖原5-10 どひ歯科医院 832-8300

前田 通光
祖原14-1
IKビル2F

ひかり歯科 851-5522

住吉 周平 祖原16-8 スミヨシ歯科口腔外科こども歯科 851-4178

金藤 哲明 814-0011
高取1丁目1-22
田中ビル2F

金藤歯科医院 822-7181

楠 孝司
高取1丁目1-30
油屋ビル1F

くすのき歯科医院 851-0008

中富 研介
高取1丁目1-53
西新ビル1F

中富研介歯科医院 841-2747

後藤 幸弘 高取2丁目17-4 後藤歯科診療所 821-5754

成川 重敏
高取2丁目17-37
弘中ビル3F

歯科なりかわ重敏クリニック 834-4891

鬼木 昭夫 高取2丁目17-44-1 おにき歯科医院 831-1181

堀田 慎一郎 814-0174 田隈3丁目6-25 堀田歯科医院 871-6482

川村 隆造
西新2丁目7-8
ラクレイス西新2F

かわむら歯科・小児・矯正歯科医院 831-6480

吉村 富美 西新5丁目1-10 ふみ矯正歯科クリニック 845-8741

小原 浩司 814-0171 野芥6丁目4-34 小原歯科クリニック 866-5552

鎮守 信弘 原1丁目11-10 鎮守歯科医院 841-8100

戸川 淳二 原3丁目19-19 とがわ歯科医院 832-8143

瀧下 護 原4丁目4-6 たきした歯科医院 821-3628

篠塚 圭 原4丁目23-15 さくらデンタルクリニック 834-5000

藤村 敬一郎
原5丁目2-2
ライフピア原2F

藤村歯科医院 852-8811

高尾 正英 原5丁目15-12 高尾歯科医院 851-8518

重松 久幹 原6丁目29-2 重松歯科医院 847-7755

相浦 隆 原8丁目8-26 相浦歯科クリニック 407-2303

田島 寛 南庄1丁目7-21-103 田島歯科医院 833-1400

田中 一吉 南庄6丁目9-24 田中歯科医院 844-0233

早良

814-0031

814-0002

814-0022

814-0161

814-0011

814-0005



区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

南里 憲寛 814-0031 南庄6丁目21-25 すこやか歯科・小児歯科 841-0777

嶌田 斉人 814-0035 室住団地5-1 室住団地歯科クリニック 847-0022

熊澤 威 室見1丁目9-4 熊沢歯科医院 843-6635

片山 亮一 室見2丁目12-6-201 片山歯科医院 846-7337

中尾 仁美 室見4丁目1-16 今村歯科医院 821-6070

山口 勉
室見4丁目20-22
サンシャイン室見1F

やまぐちデンタルクリニック 831-0023

森口 信二
室見5丁目10-23
サンフラワー室見101

森口歯科クリニック 852-8088

中嶋 一郎
百道1丁目20-3
ドゥエム百道1F

なかしま歯科医院 846-8811

谷口 通一 百道2丁目9-2 谷口歯科医院 851-3251

田中 秀高 814-0001 百道浜3丁目4-10-104 ＤＥＮＴＡＬ ＴＡＮＡＫＡ 841-2171

近藤 浩一 819-0015 愛宕2丁目16-12 近藤歯科医院 881-0215

清本 和義 愛宕浜1丁目13-8 清本歯科医院 885-0077

池田 正博 愛宕浜4丁目1-14 いけだ歯科医院 895-1188

中島 和慶 819-0007 愛宕南2丁目13-3 愛宕南なかじま歯科 836-6212

畔元 良仁 819-0381 泉2丁目16-11 あぜもと歯科・矯正歯科・小児歯科 807-6213

柴田 博之 819-0167 今宿2丁目2-37 柴田歯科医院 806-4600

堀田 辰朗 今宿2丁目11-1-2 堀田歯科医院 807-2355

田中 和義 今宿3丁目19-17 田中歯科医院 807-6543

松尾 東洋彦 819-0162 今宿青木536-1 松尾歯科医院 807-1919

白木原 弘毅 819-0161 今宿東1丁目23-21 伊都歯科 805-7887

久保 秀郎
内浜1丁目7-1
北山興産ビル2F

久保デンタルクリニック 882-8844

德永 悠一郎 内浜1丁目15-6 ファミリー歯科クリニック姪浜 882-6700

泉 健太郎 上山門1丁目4-5 いずみ歯科医院 891-8377

原田 勝也 上山門3丁目6-45 原田歯科医院 881-3473

小笹 成紀 819-0379
北原1丁目9-7
Y’sGARDEN伊都2F

おざさ歯科クリニック 805-1182

田中 慎一 819-0052
下山門4丁目14-17
コープ幸陽Ⅱ

たなか慎一歯科医院 884-2500

本田 康浩 拾六町1丁目4-1 ほんだ歯科クリニック 894-5566

椎木 康嗣 拾六町3丁目11-18 しいきこうじ歯科医院 882-6990

平井 雲鶴 拾六町5丁目16-21 平井歯科医院 882-6886

久芳 陽一 周船寺1丁目6-11-2F くば小児歯科 807-8880

神田 恭宏 周船寺1丁目19-18 神田歯科医院 807-6575

島田 一誠 819-0383 大字田尻578-1 しまだ歯科クリニック 707-7111

松岡 奈保子 819-0384 太郎丸1丁目3-10 松岡歯科医院 807-1388

早良

819-0041

819-0373

西

819-0013

819-0167

819-0005

819-0054

814-0015

814-0006



区 歯科医師 〒 診療所所在地 歯科医院 TEL

近藤 晃 819-0014 豊浜2丁目1-2 近藤あきら歯科医院 885-0810

安田 信樹 819-0046
西の丘2丁目2-12
ヴェラカーサつつじが丘1F

西の丘やすだ歯科クリニック 894-6480

二階堂 太郎 橋本1丁目2-16 二階堂歯科矯正歯科 812-8111

原野 有香 橋本1丁目10-35 高森整形外科・内科 811-3236

石井 友行 橋本2丁目17-14 石井ともゆき歯科医院 811-2144

秀島 祥次郎 819-0022 福重4丁目18-7 秀島歯科医院 881-6622

冨田 浩三 姪浜3丁目11-11 とみた歯科医院 884-1236

井槌 浩雄
姪浜4丁目22-10
アベニュー井上ビル2F

井槌小児歯科医院 882-6480

城戸 新哉
姪浜駅南1丁目2-6
マンション・ル・ジョリエ1F

きど歯科クリニック 891-4181

森田 滋元 姪浜駅南2丁目1-37-3F もりた歯科クリニック 892-1527

西

819-0031

819-0002

819-0006


