骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

千種区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青柳歯科

名古屋市千種区若水三丁目１０－２３

052-711-1494

大久手歯科クリニック

名古屋市千種区今池三丁目４１番１５号

052-741-4618

安藤歯科医院

名古屋市千種区猫洞通５丁目２５番地の２

052-781-1274

石井歯科

名古屋市千種区天満通１－１１

052-712-0200

いしはら歯科

名古屋市千種区鏡池通１－１－２

052-762-6486

いしはら歯科クリニック

名古屋市千種区上野三丁目２０－１１

052-722-6822

伊與木歯科医院

名古屋市千種区本山町４－２７

052-751-3536

かきぬま歯科クリニック

名古屋市千種区末盛通１－１７中久木ビル２Ｆ

052-762-5231

今池加藤歯科

名古屋市千種区今池一丁目１２ー１３サンアミビレッジ２Ｆ

052-731-3323

御影歯科

名古屋市千種区御影町２－４３

052-723-1180

川村歯科医院

名古屋市千種区春岡通７－８１

052-751-3753

国松歯科医院

名古屋市千種区見附町１－１

052-781-3210

ごとう歯科クリニック

名古屋市千種区仲田一丁目８－１３ホーメスト仲田１Ｆ

052-753-0550

阪本歯科

名古屋市千種区今池４－１３－６

052-741-6480

杉の子歯科

名古屋市千種区末盛通１－１８覚王ハイツ２０１

052-762-6501

鈴木歯科医院

名古屋市千種区橋本町１－５７－４

052-781-9723

高木歯科医院

名古屋市千種区高見一丁目８－１２

052-751-4154

高島歯科医院

名古屋市千種区青柳町７－４６

052-741-1152

コスモ歯科

名古屋市千種区千代が丘５－５０ショッピングセンタコスモ３０４

052-775-0167

竹内歯科医院

名古屋市千種区末盛通２－１２－４

052-751-3802

武田歯科医院

名古屋市千種区春岡通５－２

052-731-4009

わんぱく歯科

名古屋市千種区今池三丁目４－１８宝今池ハイツ１Ｆ

052-733-8757

田中矯正歯科医院

名古屋市千種区見附町一丁目１０

052-781-6480

塚本歯科クリニック

名古屋市千種区若水三丁目２０－２４

052-722-8778

つげ歯科医院

名古屋市千種区橋本町１－３９

052-781-2223

富岡歯科医院

名古屋市千種区赤坂町４－７２

052-711-5883

医療法人ＰＢＣ 東山デンタルクリニック

名古屋市千種区東山通五丁目８９－１

052-781-5520

にいのみデンタルクリニック

名古屋市千種区千種二丁目２４－２千種タワーヒルズ

052-745-0880

蜂谷歯科医院

名古屋市千種区鹿子殿３－１６

052-761-4458

馬場歯科医院

名古屋市千種区春岡一丁目２－１０

052-762-1212

はやし歯科

名古屋市千種区松軒一丁目７－２１

052-722-5777

平岡歯科医院

名古屋市千種区猫洞通３－２－５ＯＫハイツ１Ｆ

052-762-8211

福澤歯科

名古屋市千種区春岡一丁目１１－１８石田ビル二階

052-763-0365

藤井・こすが歯科

名古屋市千種区鍋屋上野町東脇１０３３－２

052-711-7531

藤正歯科医院

名古屋市千種区天満通１－５

052-711-8273

池下矯正歯科

名古屋市千種区池下町２－１５ハクビ池下ビル３０２号

052-757-5887

大島町歯科

名古屋市千種区大島町２－７７

052-759-0557

松永歯科

名古屋市千種区今池四丁目９－３

052-733-1048

松前歯科医院

名古屋市千種区今池一丁目４－１４

052-731-9208

松山歯科医院

名古屋市千種区田代本通４－１４

052-763-6480

三輪歯科 矯正歯科

名古屋市千種区松竹町２－６６

052-762-3030

ムカイダ歯科医院

名古屋市千種区光が丘１－３－６シティコーポ光が丘１－１０３

052-722-1007

森歯科クリニック

名古屋市千種区内山３－２－１７森ビル２Ｆ

052-741-1688

デンタルオフィス自由ヶ丘

名古屋市千種区自由ケ丘２－１０－２３グランドール千種台１Ｆ

052-753-2050

山田歯科医院

名古屋市千種区豊年町４－１３中京レンガビルＢ棟Ｅ１

052-722-8285

山本歯科医院

名古屋市千種区内山二丁目１４－４

052-731-7860

余語歯科

名古屋市千種区春岡通七丁目３４－３

052-761-2600

吉田歯科医院

名古屋市千種区星が丘元町１５－２１

052-781-0636
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

名東区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

医） 輪法会 青木歯科医院

名古屋市名東区赤松台３１７

052-775-3171

青山歯科医院

名古屋市名東区香流１－１５０９ロイヤル香流Ａ

052-775-0465

阿部歯科

名古屋市名東区勢子坊二丁目１０３番地

052-702-0202

社口歯科クリニック

名古屋市名東区社口一丁目９０１－１

052-779-8665

飯田歯科

名古屋市名東区梅森坂２－１０９梅森坂マンション一階

052-704-4560

伊澤歯科医院

名古屋市名東区照が丘２５コ－ポニュ－照１０２

052-775-2037

伊藤歯科医院

名古屋市名東区藤が丘１４２－４

052-775-0321

医） 西山歯科

名古屋市名東区代万町１－９５

052-703-5225

加藤歯科

名古屋市名東区高針台二丁目４０３

052-704-1182

こうさか歯科

名古屋市名東区陸前町３３０８－２グレイス伸和１階

052-704-0462

さかえ歯科医院

名古屋市名東区貴船２－６０５ソノワール本郷１階

052-703-1180

鈴木歯科医院

名古屋市名東区延珠町１３１０

052-772-8131

薗田歯科医院

名古屋市名東区社台２丁目１２８ファーストアーバニア内

052-777-4180

たかぎ歯科医院

名古屋市名東区上社１－９０２善高ビル二階

052-775-0075

タカギ歯科

名古屋市名東区引山二丁目７１９

052-776-0008

高柳歯科医院

名古屋市名東区藤森２－６２

052-771-1191

たかやなぎ歯科クリニック

名古屋市名東区本郷１－１４７

052-737-4030

医） タナカ歯科

名古屋市名東区牧の里一丁目１４０８ファミ－ル牧の里１階

052-704-3221

タナセ歯科医院

名古屋市名東区西里町１－２６

052-701-0648

坪井歯科医院

名古屋市名東区新宿２－２２３東山ハイツ一階

052-846-9293

寺倉歯科クリニック

名古屋市名東区文教台１－１４１７

052-771-9991

本郷歯科診療所

名古屋市名東区本郷２－１１５本郷第二藤ビル２０１

052-774-2627

加藤歯科医院

名古屋市名東区一社四丁目１９９

052-702-2964

名東本通歯科

名古屋市名東区名東本通５－３

052-703-0388

はちまえ歯科

名古屋市名東区八前二丁目９０７番地八前ハイツ一階

052-777-0118

松岡歯科クリニック

名古屋市名東区西山本通２－１２

052-782-0158

水野歯科

名古屋市名東区勢子坊１丁目５１０番地

052-702-4001

藤森やすだ歯科

名古屋市名東区藤森２－１９０

052-777-8811

梅森歯科

名古屋市名東区大針３－１４２

052-705-0181

渡辺歯科医院

名古屋市名東区亀の井１－１３２

052-702-1800
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

東区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科医院

名古屋市東区矢田二丁目１番５５号

052-711-5624

安藤歯科クリニック

名古屋市東区前浪町７－１３

052-721-1500

磯部歯科医院

名古屋市東区古出来二丁目１－１７

052-711-0812

泉３丁目歯科

名古屋市東区泉三丁目１３－１５ラフィーネ泉２Ｆ

052-935-8148

五味歯科医院

名古屋市東区葵３丁目２５－４

052-937-6135

千種橋歯科医院

名古屋市東区葵三丁目１５－３１千種ビル２Ｆ

052-937-5855

さなだ歯科医院

名古屋市東区東片端町５０－１サンパティーク東片端１Ｆ

052-933-0081

社本歯科

名古屋市東区東桜二丁目４－４

052-931-8148

関戸歯科

名古屋市東区黒門町３１番地

052-935-1182

竹内歯科室

名古屋市東区東桜１丁目１０－３５セントラル野田ビル３Ｆ

052-961-7575

たけうち歯科クリニック

名古屋市東区徳川町２２１４

052-935-0829

竹内歯科医院

名古屋市東区東大曽根町２３－５

052-981-2921

城歯科医院

名古屋市東区筒井三丁目２８番１５号

052-935-1232

塚本歯科クリニック

名古屋市東区芳野一丁目１５‐２２

052-932-3347

冨田歯科

名古屋市東区泉１丁目２０－２１ニュー冨士塚ビル２Ｆ

052-971-8012

なかの歯科

名古屋市東区代官町２６－１２

052-936-3408

永原歯科医院

名古屋市東区白壁町三丁目１２－１３中産連ビル本館一階

052-932-2220

中原歯科医院

名古屋市東区徳川１－６０１

052-935-1180

なかむら歯科

名古屋市東区砂田橋３－２－１０１－１１０

052-722-4450

歯科ナチュレ中村

名古屋市東区砂田橋５丁目９番７号

052-719-5685

東新歯科医院

名古屋市東区東桜二丁目１１－１８ブル－シャンピア芝川二階

052-931-5850

林歯科医院

名古屋市東区白壁１－４５白壁ビル一階

052-951-0768

大曽根歯科アッシュ

名古屋市東区矢田南五丁目２－６

052-981-8877

ばんの歯科

名古屋市東区芳野三丁目２－８寿ゞやマンション芳野１０１

052-932-2001

日比歯科医院

名古屋市東区泉１丁目７－６

052-971-1456

増田歯科医院

名古屋市東区東桜二丁目２３－１０

052-931-4159

松田歯科

名古屋市東区徳川町４０３ＩＣＣ クオリアビル１Ｆ

052-935-1788

水谷歯科

名古屋市東区上竪杉町２０

052-951-0666

とうかい歯科クリニッック

名古屋市東区徳川２－１－８第２東海ビル一階

052-935-0018

三好歯科クリニック

名古屋市東区出来町１－９－９グランドメゾン徳川東１階

052-979-0775

森歯科

名古屋市東区赤塚町３－２３モ－リビル二階

052-931-0703

山本歯科クリニック

名古屋市東区矢田二丁目２番１５号

052-722-1184

山本歯科医院

名古屋市東区泉二丁目１５－１２

052-931-1716

泉矯正歯科医院

名古屋市東区泉１ー１４ー３ＨＡＳＥＧＡＷＡビル３階

052-953-0630
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

北区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

浅野歯科医院

名古屋市北区大杉町１－１６

052-981-1390

足立歯科医院

名古屋市北区平安一丁目１番６号

052-981-2246

飯田歯科医院

名古屋市北区山田町３－６２朋栄ビル２Ｆ

052-913-1712

いそべ歯科クリニック

名古屋市北区楠味鋺５－２２０５

052-901-6767

いとう歯科クリニック

名古屋市北区山田四丁目１番２２号

052-911-5066

イマイ歯科医院

名古屋市北区御成通２丁目１５－６

052-917-0609

かとう歯科クリニック

名古屋市北区清水三丁目２１－１９

052-914-2353

かぶと歯科医院

名古屋市北区西味鋺２－８２５

052-901-0118

ヴィータ歯科

名古屋市北区黒川本通４－３８カーサビアンカ黒川２０２

052-508-7879

鬼頭歯科

名古屋市北区若葉通１丁目２５番地若葉ビル

052-915-0736

後藤歯科医院

名古屋市北区田幡二丁目１３－９

052-915-4567

坂田歯科

名古屋市北区喜惣治一丁目４３５－１

052-902-3791

大野歯科医院

名古屋市北区大野町三丁目２７－３

052-912-8888

すずき歯科・矯正歯科

名古屋市北区金城四丁目３－１１

052-915-1411

すずき歯科・矯正歯科

名古屋市北区金城四丁目３－１１

052-915-1411

瀬崎歯科医院

名古屋市北区川中町１５－２１

052-981-9211

エンゼル歯科医院

名古屋市北区辻本通１－４６第２エンゼルビル１階

052-917-1188

医） 良匠会 徳倉歯科

名古屋市北区三軒町３９５の２

052-902-4646

医）トマト会 トマト歯科医院

名古屋市北区大曽根２丁目９番地３４号大曽根中央ビルタウンスペ

052-914-1085

丹羽歯科医院

名古屋市北区辻町５－１９

052-981-3866

野田歯科

名古屋市北区西味鋺１－４１２

052-903-7828

花木歯科医院

名古屋市北区水切町６－８９

052-981-4848

水野歯科医院

名古屋市北区上飯田南町１－２５

052-915-9435

宮田歯科医院

名古屋市北区安井２丁目３－１６

052-912-8148

光輪歯科

名古屋市北区大曽根四丁目２０番３１号

052-914-8148

吉武歯科医院

名古屋市北区上飯田通２－４０

052-915-0818
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

守山区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あかほり歯科医院

名古屋市守山区喜多山二丁目２－４

052-792-1338

安藤歯科医院

名古屋市守山区高島町２６９

052-791-0040

あんどう歯科医院

名古屋市守山区天子田３－１０６

052-777-1418

大島歯科医院

名古屋市守山区白山二丁目２０４番

052-772-5258

三愛歯科医院

名古屋市守山区小幡一丁目１番７号

052-794-1180

小島歯科

名古屋市守山区幸心１－７１７

052-794-1184

せこ歯科クリニック

名古屋市守山区瀬古東２－１１０

052-796-1400

笹森歯科

名古屋市守山区城南町４番１号

052-791-2572

社本歯科医院

名古屋市守山区大永寺町２８３番地の２

052-793-1182

鈴木歯科医院

名古屋市守山区下志段味字長根１５１５－３

052-736-4088

鈴木歯科医院

名古屋市守山区守山三丁目３番１５号

052-791-2875

守山デンタルクリニック

名古屋市守山区下志段味字島の口１７９９

052-736-0077

長塚歯科

名古屋市守山区下志段味字上野山１０６６

052-736-3881

中村歯科

名古屋市守山区瀬古１－１３２０

052-793-4688

あさひ歯科

名古屋市守山区向台一丁目３０８－１

052-776-5959

長谷川歯科医院

名古屋市守山区新城１０－７三光ビル２階

052-792-8333

林歯科

名古屋市守山区大森五丁目１１９ウスイビル二階

052-798-3353

グリーンヒルズ歯科クリニック

名古屋市守山区森孝東２－７０１

052-777-5788

前川歯科

名古屋市守山区笹ヶ根１－１６０９

052-736-6363

安江歯科医院

名古屋市守山区小幡南一丁目２４－１０アクロス小幡２Ｆ

052-792-0123

山田歯科医院

名古屋市守山区深沢一丁目１８０１－１

052-739-1182

吉本歯科

名古屋市守山区小幡南三丁目１-５０

052-792-8241

米山デンタルオフィス

名古屋市守山区新城２５－１８ガーデンビル城下２階

052-792-1030
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郡市区

西区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あおき歯科こども歯科

名古屋市西区又穂町３－４１

052-531-1118

芦刈デンタルクリニック

名古屋市西区名駅２丁目２３－１４VIA 141-1階

052-565-1702

安藤歯科

名古屋市西区花の木一丁目４－１１

052-524-3835

馬渕歯科医院

名古屋市西区城北町二丁目８４－２

052-531-2281

医療法人歯恩会 ファミリーデンタルイシダ

名古屋市西区上名古屋１丁目３番１３号

052-531-2992

ひとみ歯科医院

名古屋市西区市場木町１６番地

052-504-1103

伊藤歯科医院

名古屋市西区天塚町４－６８

052-531-6045

ナニワ歯科クリニック

名古屋市西区庄内通４－２９の４

052-522-1816

伊藤歯科医院

名古屋市西区市場木町２８０

052-502-3285

伊藤歯科医院

名古屋市西区花の木三丁目１５－７

052-531-2186

伊藤歯科医院

名古屋市西区花の木三丁目１５－７

052-531-2186

ゆう歯科クリニック

名古屋市西区笹塚町１－３６

052-521-4308

牛田デンタルクリニック

名古屋市西区則武新町１－１－３９

052-586-4181

富士歯科

名古屋市西区中小田井５－４７５

052-502-8500

奥村歯科クリニック

名古屋市西区歌里町４６

052-505-0048

川地歯科医院

名古屋市西区庄内通一丁目４７－５

052-531-1951

梅兼歯科

名古屋市西区枇杷島４－２４－１９

052-531-8241

木村歯科

名古屋市西区名駅２丁目１８－１１

052-586-1001

駒田歯科医院

名古屋市西区児玉三丁目１９－１９

052-524-0515

コンドウ歯科クリニック

名古屋市西区枇杷島１－１２－２８

052-521-8648

下條歯科医院

名古屋市西区児玉一丁目１８－１９

052-531-1768

しんどう歯科医院

名古屋市西区栄生２－１１－１６

052-581-1182

フタカタ歯科

名古屋市西区五才美町１５ハイツサンワ１Ｆ

052-505-3334

髙田歯科

名古屋市西区浅間１－１－２０クラウチビル２F

052-524-0620

ナカノ歯科医院

名古屋市西区那古野二丁目１０－２０

052-551-2061

なかはら歯科

名古屋市西区大金町４－４７Ｔ＆Ｓセンチュリーハイツ１Ｆ

052-521-4180

丹羽歯科

名古屋市西区菊井一丁目３５－１１

052-571-2921

ハシモト歯科

名古屋市西区城西町２８

052-504-1223

原歯科医院

名古屋市西区浮野町４３

052-501-8148

ひびの歯科

名古屋市西区西原町１０

052-503-6666

しんデンタルクリニック

名古屋市西区幅下一丁目１３－１８αビル１Ｆ

052-551-2221

馬渕歯科医院

名古屋市西区城北町二丁目８４－２

052-531-2281

山田歯科医院

名古屋市西区市場木町１７３サンデンハイツ一階

052-502-8148

山本歯科医院

名古屋市西区名駅二丁目４－１５

052-541-1824

山本歯科医院

名古屋市西区名駅二丁目４－１５

052-541-1824

康生歯科クリニック

名古屋市西区児玉三丁目４０－３２

052-531-4736
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郡市区

医療機関名

診療所_TEL

みやうら歯科

名古屋市中村区向島町４－９

052-411-1554

ニュ－ナゴヤクリニック歯科

名古屋市中村区名駅一丁目２－２近鉄ビル十階

052-563-1101

さこうデンタルクリニック

名古屋市中村区栄生町８－１３日善ビル２Ｆ

052-471-0350

伊藤歯科医院

名古屋市中村区名駅南一丁目２３－２９

052-551-2513

いとう歯科

名古屋市中村区乾出町２－２９

052-471-1511

加藤歯科

名古屋市中村区鳥居西通１－４３

052-411-9141

岩田歯科医院

名古屋市中村区本陣通３－４１

052-471-7885

岩塚歯科医院

名古屋市中村区岩塚本通り４－３７

052-412-0162

内堀歯科医院

名古屋市中村区那古野一丁目４７－１国際センタービル十階

052-581-5580

小川歯科医院

名古屋市中村区横井一丁目１４０

052-413-1180

医療法人 鉄隻会 うるおい歯科

名古屋市中村区太閤通６－３０

052-485-4182

奥村歯科医院

名古屋市中村区上ノ宮町１－３２

052-481-1029

名鯛歯科

名古屋市中村区名駅四丁目１５－２２

052-581-7063

加藤歯科

名古屋市中村区鳥居西通１－４３

052-411-9141

こめの歯科医院

名古屋市中村区郷前町２の２１

052-451-1182

小出歯科医院

名古屋市中村区塩池町二丁目１２－２６

052-482-1391

こうの歯科

名古屋市中村区名駅南１－２３－２７新笹島ビル１階

052-586-8455

きくや歯科

名古屋市中村区太閤通６－１６

052-461-0321

名古屋市中村区佐古前町２０－８

052-482-2280

近藤歯科

名古屋市中村区日比津町一丁目５－９

052-461-4180

佐々木歯科医院

名古屋市中村区則武一丁目２６－１３

052-452-3254

高岡歯科

名古屋市中村区名駅五丁目４－１４花車ビル北館３Ｆ

052-581-1764

神明歯科医院

名古屋市中村区名駅５－１４－９

052-586-3209

冨田歯科医院

名古屋市中村区鳥居通３－１３

052-471-8595

中島歯科

名古屋市中村区鳥居西通２-３６

052-411-7777

日比野歯科医院

名古屋市中村区名駅２－３６－６

052-541-0464

平澤歯科医院

名古屋市中村区横井１－１１２ドミール二村２F

052-413-0418

古橋歯科医院

名古屋市中村区十王町８－２２

052-482-2535

松岡歯科

名古屋市中村区椿町２１－９第一太閤ビル１Ｆ

052-451-2345

水谷歯科

名古屋市中村区名駅３丁目２２－８大東海ビル３Ｆ

052-562-1005

水野歯科医院

名古屋市中村区押木田町二丁目４－２

052-482-0723

医療法人一栄会 宮本歯科

名古屋市中村区上石川町３－２１

052-411-8054

三輪歯科医院

名古屋市中村区宿跡町２－１１２

052-413-0123

村上歯科

名古屋市中村区剣町１６・１７

052-413-8080

山岸歯科医院

名古屋市中村区権現通２－１８

052-459-1822

広小路歯科室

名古屋市中村区名駅四丁目２４－１２グローバビル２Ｆ

052-561-1333

山田歯科医院

名古屋市中村区稲葉地本通一丁目２８番地

052-412-5544

広小路歯科室

名古屋市中村区名駅四丁目２４－１２グローバビル２Ｆ

052-561-1333

よこやま歯科

名古屋市中村区則武二丁目３３－１１

052-451-0180

吉田歯科医院

名古屋市中村区椿町１－３４

052-451-8082

渡辺歯科医院

名古屋市中村区烏森町３－５８

052-471-3077

医）高峯会 渡辺小児歯科

名古屋市中村区椿町１６－４しらさぎビル１F

052-453-0005

医） 美和会

中村区

診療所住所

近藤歯科
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郡市区

中区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

医）瑞翔会浅見矯正歯科クリニック

名古屋市中区錦三丁目１５－１５ＣＴＶ錦ビル４Ｆ

052-951-3300

あだち歯科医院

名古屋市中区新栄３－１６－１１

052-241-1463

石垣歯科

名古屋市中区錦３－４－１９石垣ビル３Ｆ

052-972-6580

磯村歯科医院

名古屋市中区大須三丁目１０－１０

052-261-4849

市野歯科診療所

名古屋市中区栄四丁目６－５丸越ビル四階

052-261-2073

ＮＯＢ ＤＥＮＴＡＬ ＳＰＡＣＥ

名古屋市中区丸の内三丁目５－４０ロイヤルセッションズ１階

052-972-8181

犬飼歯科医院

名古屋市中区新栄一丁目９－１７

052-242-2368

平岩歯科医院

名古屋市中区上前津二丁目３－２６加藤ビル２Ｆ

052-321-1798

名古屋歯科口腔外科

名古屋市中区大須三丁目１４－４３第２アメ横ビル３Ｆ

052-269-0588

江端歯科

名古屋市中区金山五丁目１１－１８

052-882-3258

大久保歯科医院

名古屋市中区古渡町１９－４

052-321-0077

大原歯科医院

名古屋市中区大須四丁目１０－７８オクダビル二階

052-241-1782

大山矯正歯科

名古屋市中区栄五丁目１６－１４新東陽ビル二階

052-251-3332

袋町歯科

名古屋市中区錦一丁目８番３号

052-211-6678

誠歯科

名古屋市中区上前津一丁目４－１２上前津ファーストビル３F

052-324-6886

小川歯科

名古屋市中区丸の内三丁目１６－２３

052-951-1413

小原歯科医院

名古屋市中区錦二丁目１３－２１白善ビル二階

052-202-0535

甲斐川歯科医院

名古屋市中区栄五丁目１－１パークサイドビル三階

052-261-5626

亀井歯科

名古屋市中区丸の内三丁目６－５

052-961-6001

カワイ歯科

名古屋市中区栄四丁目６－１５フォーティーンヒルズ３Ｆ

052-262-2919

河合歯科医院

名古屋市中区大須三丁目４６－２

052-262-4466

カワバタ歯科

名古屋市中区栄一丁目１３－９

052-232-2000

木村歯科

名古屋市中区松原一丁目１５－１７

052-322-6474

木村歯科医院

名古屋市中区丸の内一丁目８番４１号

052-231-5826

伊勢町ビル歯科

名古屋市中区栄三丁目７－１伊勢町ビル５Ｆ

052-241-6511

久野歯科医院

名古屋市中区松原３丁目１０－１７

052-321-0144

佐々木歯科クリニック

名古屋市中区大須４丁目１０番４０号カジウラテックスビル４階

052-242-4182

澤歯科

名古屋市中区丸の内二丁目１８－１５第５１ＫＴビル２Ｆ

052-231-8038

岡本歯科診療所

名古屋市中区新栄２－１－９雲竜フレックス東館３階

052-262-2878

御園歯科

名古屋市中区栄二丁目１－１日土地名古屋ビル２Ｆ

052-221-8911

まなぶ歯科

名古屋市中区新栄３－２０－２８アクシオス千種４Ｆ

052-263-1182

関谷歯科医院

名古屋市中区栄三丁目１２－３２

052-241-2840

高木歯科医院

名古屋市中区錦三丁目２４－２４錦３２４ビル１１Ｆ

052-954-2566

名古屋国税局診療所

名古屋市中区三の丸３－２－４

052-951-3511

谷口歯科医院

名古屋市中区錦一丁目１１－２０大永ビル四階

052-202-0080

たにだ矯正歯科

名古屋市中区大須三丁目３１番２２号Ｃ－ＦｏｒｅｓｔⅡ６Ｆ

052-262-8024

仲尾歯科

名古屋市中区新栄町１－３日丸名古屋ビル６Ｆ

052-963-4182

仲尾歯科

名古屋市中区新栄町１－３日丸名古屋ビル６Ｆ

052-963-4182

野原歯科室

名古屋市中区栄３－６－２０辰晃ビル４階

052-241-2367

長谷川亨歯科クリニック

名古屋市中区栄四丁目１７の２３

052-262-8148

大井歯科

名古屋市中区大井町４番１７号アベニュー大井１Ｆ

052-323-1580

平岩歯科医院

名古屋市中区上前津二丁目３－２６加藤ビル２階

052-321-1798

ひらて歯科クリニック

名古屋市中区新栄２－１６－７

052-261-6655

名古屋アリスデンタルクリニック

名古屋市中区錦３－１５－９エフジー久屋ビル５F

052-953-9589

藤井歯科医院

名古屋市中区栄一丁目３－３名古屋ヒルトンプラザ地下１Ｆ

052-231-8841

医） 穂積新生会 日生歯科診療所

名古屋市中区錦三丁目２４－１７日本生命栄町ビル三階

052-961-1494

益川歯科医院

名古屋市中区平和一丁目２１－１９

052-321-7046

松尾歯科医院

名古屋市中区錦１－１９－２５名古屋第一ビルアネックス６階

052-211-1811

宮下歯科

名古屋市中区錦二丁目１５－２２りそな名古屋ビル７階

052-231-2377

宮田歯科医院

名古屋市中区大須一丁目６－２９

052-231-8218

丸の内歯科

名古屋市中区丸の内二丁目１７番２２号大森石油ビル３Ｆ

052-222-0846

山崎歯科医院

名古屋市中区松原三丁目７－１３

052-321-1475

トプラ歯科診療室

名古屋市中区松原一丁目１４－７ＫＧビル４Ｆ

052-331-1118

山中歯科医院

名古屋市中区千代田三丁目８－１０万長ビル２Ｆ

052-321-0114

山中歯科医院

名古屋市中区千代田三丁目８ー１０万長ビル２Ｆ

052-321-0114

ヨシダ歯科

名古屋市中区栄三丁目７－４ＴＯＳＨＩＮ．ＳＡＫＵＲＡビル３Ｆ

052-262-4618

若山順デンタルクリニック

名古屋市中区栄四丁目１４－３１栄オークリッジＢー１
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052-263-3199

骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

港区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

いりば歯科医院

名古屋市港区入場二丁目１１０２

052-382-8211

大谷歯科医院

名古屋市港区港栄二丁目６－３

052-661-6673

岡田デンタルクリニック

名古屋市港区築盛町１０２－２

052-661-1266

小島歯科医院

名古屋市港区稲永五丁目８－１２

052-383-6666

小柳歯科医院

名古屋市港区名港一丁目１４－２４佐藤ビル二階

052-653-0636

医） 美和会 明正歯科

名古屋市港区明正一丁目２－２

052-383-2600

神野歯科医院

名古屋市港区正徳町６－４

052-383-3118

医）港栄会 名港鈴木歯科医院

名古屋市港区土古町４－７２

052-384-4108

おはよう歯科

名古屋市港区南十一番町三丁目５－２グランドハイツ南十一番町（

052-355-9988

あきば歯科医院

名古屋市港区秋葉一丁目１３０－２１６

052-303-6482

橋本歯科

名古屋市港区十一屋三丁目６８－１

052-382-1188

フルハシ歯科

名古屋市港区津金二丁目１４－１３

052-654-8150

やまだ歯科

名古屋市港区東茶屋３－３３

052-304-1112

ヨシダ歯科

名古屋市港区南陽町西福田字雁島１１４

052-303-0303
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

昭和区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

歯科アイノ

名古屋市昭和区広路町字石坂１－１

052-833-2855

浅井歯科

名古屋市昭和区川名本町６丁目３９番地の２

052-762-3718

石田歯科

名古屋市昭和区村雲町４－１

052-882-4448

伊藤歯科医院

名古屋市昭和区鶴舞二丁目２０－１４

052-881-0678

小川歯科医院

名古屋市昭和区元宮町６－２０－１

052-763-7659

医） 友善会 加藤歯科医院

名古屋市昭和区阿由知通１－１６

052-733-9141

木村歯科医院

名古屋市昭和区菊園町４－２０

052-853-0648

坂井歯科医院

名古屋市昭和区隼人町６－７大光ビル２Ｆ

052-832-5637

スギムラファミリ－歯科

名古屋市昭和区広路通１－１２名古屋牛乳本社ビル二階

052-841-1122

鈴木歯科医院

名古屋市昭和区東畑町１－３０

052-731-6509

歯科横田医院

名古屋市昭和区菊園町６－１

052-841-8148

Ｕクリニック 竹内歯科

名古屋市昭和区山里町５４－２

052-836-1188

田部歯科クリニック

名古屋市昭和区阿由知通三丁目８－１

052-731-7214

ふじみ歯科

名古屋市昭和区八事富士見１３９

052-835-3200

なかにし歯科医院

名古屋市昭和区円上町５－１９

052-872-6481

ジュン歯科クリニック

名古屋市昭和区折戸町4丁目６－１４

052-752-8148

楽園歯科クリニック

名古屋市昭和区楽園町５－１

052-861-0027

丸山歯科

名古屋市昭和区上山町１－４

052-861-0500

グリ－ンハイツ歯科

名古屋市昭和区鶴舞四丁目６－１３グリ－ンハイツビル２Ｆ

052-731-5578

ヤナセ歯科医院

名古屋市昭和区鶴舞三丁目２－１

052-731-9518

山口歯科

名古屋市昭和区村雲町１７－２６成和ビル５Ｆ

052-881-8148

ワキタ歯科医院

名古屋市昭和区川名町５－３５

052-763-4448

渡辺歯科医院

名古屋市昭和区丸屋町５丁目６４番地

052-841-3658
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

天白区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青山歯科医院

名古屋市天白区原四丁目１５０１番地ＳＭＹ８８原１Ｂ

052-805-0880

浅井歯科クリニック

名古屋市天白区元八事４－２５７

052-837-2788

磯貝歯科医院

名古屋市天白区高島二丁目１７０１－２

052-803-3500

いとう歯科

名古屋市天白区塩釜口一丁目７１２美幸ビル一階

052-833-6482

かとう歯科医院

名古屋市天白区植田西１－９０６

052-808-5858

中平歯科クリニック

名古屋市天白区中平五丁目１２０１番地の１

052-808-0033

きとう歯科医院

名古屋市天白区土原４－８３７

052-804-0011

木下歯科

名古屋市天白区西入町１５８

052-804-8211

久野歯科

名古屋市天白区御幸山２１１８

052-834-6464

熊谷歯科

名古屋市天白区平針三丁目１１１名東ビル二階

052-803-3230

クロダ歯科

名古屋市天白区境根町１５０

052-892-8760

小出歯科医院

名古屋市天白区島田4丁目２２０６

052-801-1881

てんぱく歯科

名古屋市天白区原一丁目１４１１

052-803-8118

歯科ナチュラル

名古屋市天白区元植田三丁目１５０５

052-807-8282

コンドウ歯科

名古屋市天白区御前場町２

052-801-8148

植田歯科医院

名古屋市天白区植田三丁目１４０５

052-803-6488

坂口歯科医院

名古屋市天白区御前場町１１１

052-803-3510

ささ歯科クリニック

名古屋市天白区原一丁目１５０１－２

052-801-2727

サハシ歯科医院

名古屋市天白区高坂町７５-2

052-801-0002

志賀デンタルクリニック

名古屋市天白区原五丁目３００６番地

052-805-1811

島田が丘歯科

名古屋市天白区島田が丘４１３

052-802-4355

ぜんなみ歯科クリニック

名古屋市天白区野並３－４３５

052-891-4418

八事高島歯科医院

名古屋市天白区八事天道１０２番地オーエスビル１０１号

052-835-6480

セントラル歯科室野並

名古屋市天白区野並三丁目２３５サンモ－ル井田野並二階

052-895-8143

寺島歯科医院

名古屋市天白区福池町一丁目２４５

052-896-3321

おおね歯科

名古屋市天白区大根町３９２

052-848-8148

にのみや歯科医院

名古屋市天白区平針四丁目１６０７初美ビル二階

052-802-4181

長谷川歯科

名古屋市天白区福池１－３０９パテオ野並一階

052-896-7744

はたの歯科

名古屋市天白区焼山２－４１９番地

052-805-2277

藤谷歯科

名古屋市天白区植田三丁目７１１番地

052-804-0118

ホリベ歯科

名古屋市天白区一本松二丁目５０４番地

052-802-1880

マキノ歯科

名古屋市天白区弥生が岡１２３番地

052-837-4361

松山ファミリー歯科

名古屋市天白区植田南２－４１５

052-804-8203

まぶち歯科

名古屋市天白区平針二丁目１４０６エスポワール平針２階

052-806-6480

島田橋歯科

名古屋市天白区元八事２－１１０

052-832-3456

とも歯科クリニック

名古屋市天白区野並２－４４０野並ビル１Ｆ

052-899-0418

水野歯科クリニック

名古屋市天白区荒池１－１１０２

052-800-6030

むらせ歯科医院

名古屋市天白区平針３－２６１０

052-802-1108

やざわ歯科

名古屋市天白区塩釜口２丁目１５０１フェイムズ１Ｆ

052-835-5200

わたなべ歯科

名古屋市天白区池場３－１２０８

052-803-6480
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

瑞穂区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

石塚歯科医院

名古屋市瑞穂区西ノ割町３－１５

052-851-1922

磯貝歯科医院

名古屋市瑞穂区亀城町二丁目５－５

052-881-9315

磯貝歯科医院

名古屋市瑞穂区亀城町二丁目５－５

052-881-9315

上松歯科

名古屋市瑞穂区前田町３－１４－１ラ・メゾン・ド・フローラ１階

052-851-7171

医） 太田歯科

名古屋市瑞穂区田光町１－１６－１

052-881-0478

オオヤ歯科医院

名古屋市瑞穂区彌富通４－２８丸美ロイヤル瑞穂１Ｆ

052-861-0677

桑原歯科医院

名古屋市瑞穂区内浜町２６－１３

052-811-3663

加藤歯科クリニック

名古屋市瑞穂区密柑山町1丁目6番地の４

052-831-5235

金子歯科医院

名古屋市瑞穂区桜見町一丁目５－２

052-853-6728

さつきデンタルクリニック

名古屋市瑞穂区田辺通３－３９－２

052-834-8148

栗本歯科

名古屋市瑞穂区堀田通６－４

052-871-4618

しばた歯科

名古屋市瑞穂区下坂町３丁目４１－３

052-872-0101

すぎやま歯科

名古屋市瑞穂区塩入町３－６

052-819-6700

医） 鈴木歯科クリニック

名古屋市瑞穂区惣作町１－２９

052-882-8108

たかせ歯科クリニック

名古屋市瑞穂区惣作町３－４３－１クリエイト妙音１Ｆ

052-851-6480

武田歯科医院

名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２０ライオンズマンション瑞穂通二階

052-852-0768

橋本歯科医院

名古屋市瑞穂区雁道町１丁目１１番地

052-881-6896

玉水デンタルクリニック

名古屋市瑞穂区玉水町一丁目４８－１

052-831-4618

廣中歯科医院

名古屋市瑞穂区中根町１－３５

052-833-2288

本多歯科医院

名古屋市瑞穂区大喜新町３－１１

052-872-3350

ふなはし歯科

名古屋市瑞穂区田辺通４－２５鶴陽明ハイツ１階

052-833-8660

まつお歯科

名古屋市瑞穂区竹田町二丁目５－１

052-881-5346

山下通デンタルクリニック

名古屋市瑞穂区田辺通６－４９－１

052-837-4182

水谷歯科

名古屋市瑞穂区妙音通三丁目２２－１

052-853-5080

村瀬歯科医院

名古屋市瑞穂区玉水町２－６０－１

052-832-4772

やなせ歯科

名古屋市瑞穂区川澄町３－２６

052-841-6235

吉田歯科医院

名古屋市瑞穂区陽明町一丁目１６－２

052-832-2990
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

熱田区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

ジュン歯科医院

名古屋市熱田区二番二丁目８－１

052-653-8844

おおや歯科医院

名古屋市熱田区明野町１１－１８

052-671-6656

くまざわ歯科

名古屋市熱田区白鳥二丁目１２－１２

052-684-0484

さかい歯科

名古屋市熱田区高蔵町８－１７

052-265-6033

伝馬歯科

名古屋市熱田区伝馬１－５－２０

052-671-1032

菅沼歯科

名古屋市熱田区伝馬二丁目６番５号

052-682-2786

玉木歯科医院

名古屋市熱田区白鳥三丁目８ー２７

052-671-2379

歯科辻岡医院

名古屋市熱田区花表町１５－１

052-881-7380

医） 晃明会 藤井歯科医院

名古屋市熱田区千代田町１７－８食品ビル二階

052-682-3988

ほきもと歯科室

名古屋市熱田区横田二丁目１－２９石川ビル２Ｆ

052-671-6767

タカミ歯科

名古屋市熱田区花町２－７

052-679-3118

本多歯科医院

名古屋市熱田区新尾頭１－６－１８

052-671-0650

みやじま歯科医院

名古屋市熱田区玉の井町１１－１１ファミ－ル神宮１０１号

052-681-4618

医）松生会 むらまつ矯正歯科クリニック

名古屋市熱田区大宝１－１－１ヴェルクレート日比野A棟２１３

052-671-1770

大宝歯科クリニック

名古屋市熱田区大宝一丁目４番１６号

052-671-1395

神宮歯科

名古屋市熱田区三本松町２３神宮東パ－クハイツ９－２０２

052-871-6366

医） 養明会 山中歯科医院

名古屋市熱田区六番二丁目１－２７

052-652-2804
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

中川区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

浅井歯科医院

名古屋市中川区篠原橋通３－４０

052-362-1235

ながら歯科医院

名古屋市中川区長良町２－１０６

052-352-1182

井口ファミリー歯科

名古屋市中川区吉津２－９１２

052-432-8241

磯貝歯科医院

名古屋市中川区戸田四丁目２３０１番地

052-301-7122

板津歯科医院

名古屋市中川区打中二丁目１１２番地

052-351-6480

いとう歯科

名古屋市中川区戸田明正２－２８０６アネックスベルフォーレ１Ｆ

052-432-2030

今枝歯科医院

名古屋市中川区万場５－５０２

052-432-2925

にじいろ歯科

名古屋市中川区中郷二丁目６

052-363-1504

大矢歯科医院

名古屋市中川区荒江町１７－１３

052-362-1182

おかだ歯科

名古屋市中川区宗円町２－１５

052-352-7771

エブリ歯科

名古屋市中川区長良町３－３８

052-362-6606

荒中歯科医院

名古屋市中川区草平町１－４５

052-351-0616

おしむら歯科

名古屋市中川区細米町１－７

052-363-3366

カトウ歯科医院

名古屋市中川区四女子町１－５６

052-362-3751

かとうデンタルクリニック

名古屋市中川区江松三丁目１３９番地

052-302-2775

小山歯科医院

名古屋市中川区五女子一丁目１１－１７稲本ビル二階

052-363-1655

近藤歯科医院

名古屋市中川区花塚町２－４３

052-351-9119

ａｂｃデンタルクリニック

名古屋市中川区法華西町２丁目２６－１

052-355-1182

すぎむら歯科クリニック

名古屋市中川区野田１－１８４

052-364-5711

高橋歯科

名古屋市中川区八幡本通２－３５

052-352-6480

瀧川歯科医院

名古屋市中川区豊成町１－２棟１１３

052-351-9921

土屋歯科

名古屋市中川区小本本町２－４５

052-352-4182

高畑中央歯科

名古屋市中川区高畑一丁目２４１番地ケ－ツ－ホソノビル二階

052-352-1122

磯貝歯科医院

名古屋市中川区戸田４－２３０１

052-301-7122

成田歯科

名古屋市中川区かの里一丁目６０３番地

052-303-2121

にしだ歯科

名古屋市中川区西中島一丁目１０３番地

052-381-5431

のざき歯科クリニック

名古屋市中川区大当郎一丁目１９１１

052-302-5678

まつばら歯科

名古屋市中川区上高畑２－１７４－２

052-352-9100

中川歯科

名古屋市中川区荒子１－１９９１Ｆ

052-352-4618

宮野歯科

名古屋市中川区尾頭橋二丁目１２－２２

052-321-1020

もり歯科医院

名古屋市中川区上脇町１丁目３８番地

052-354-0118

やまぐち歯科

名古屋市中川区服部４－４０２

052-431-4182

山下歯科

名古屋市中川区中島新町三丁目２７０３番地

052-352-1188

なかの歯科

名古屋市中川区神郷町３－２

052-353-0077

医）ヨシダ歯科

名古屋市中川区富田町千音寺稲屋４１２３－１

052-431-1182

中島新町歯科医院

名古屋市中川区中島新町１－９０２

052-362-8444

渡辺歯科クリニック

名古屋市中川区吉津４－３００６

052-432-0626

うちで歯科

名古屋市中川区打出１丁目２２番地エンポリアム関１階

052-354-6233
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郡市区

南区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科医院

名古屋市南区堤町４－７

052-691-1918

池歯科医院

名古屋市南区上浜町２１２

052-612-0724

池歯科医院

名古屋市南区上浜町２１２

052-612-0724

はざま歯科

名古屋市南区道全町１－３８

052-821-6480

稲垣歯科医院

名古屋市南区鳥栖一丁目１５－３４

052-811-1245

いなぐま歯科

名古屋市南区本城町３－３

052-821-8211

今井歯科

名古屋市南区砂口町５２－２

052-824-6480

岩﨑歯科医院

名古屋市南区平子二丁目９－２２

052-824-1181

さくら歯科クリニック

名古屋市南区鶴田１丁目７－２６

052-821-0418

医）社団 光仁会 もとほしざき歯科

名古屋市南区星宮町１７２－５

052-811-8001

大塚歯科

名古屋市南区元塩町二丁目２－５

052-611-1088

鳴浜歯科

名古屋市南区鳴浜町七丁目１－９

052-614-0900

大野歯科医院

名古屋市南区内田橋一丁目２７－１５

052-691-4822

門井歯科医院

名古屋市南区豊田一丁目１０－１７

052-691-6473

加藤歯科医院

名古屋市南区鶴見通２－２

052-611-0095

かなざわ歯科

名古屋市南区豊三丁目２９－９

052-692-8249

しんまち歯科クリニック

名古屋市南区道徳新町９－２２

052-693-0832

ようこ歯科クリニック

名古屋市南区道徳新町８－２５

052-691-7357

ブライド歯科

名古屋市南区元柴田東町三丁目３９－２

052-613-3345

小出歯科

名古屋市南区浜田町３－９５

052-614-1182

医） こぎそ会 小木曽歯科医院

名古屋市南区大磯通五丁目４－１

052-822-0008

小島歯科医院

名古屋市南区柴田本通２－２

052-611-1767

コジマ歯科医院

名古屋市南区呼続一丁目１７番５号

052-824-4171

小松歯科医院

名古屋市南区弥次ヱ町１－１９

052-613-0980

榊原デンタルクリニック

名古屋市南区豊１丁目４７－１１プラネットアサノ１階

052-694-3939

佐藤歯科医院

名古屋市南区寺崎町１４－１９

052-811-3870

ゆたか歯科

名古屋市南区豊二丁目１３－８

052-694-6480

杉浦歯科医院

名古屋市南区戸部町１－５９－１

052-811-0832

塚本歯科医院

名古屋市南区加福本通３丁目６３番地

052-611-3880

中嶋歯科医院

名古屋市南区三条一丁目５－１０

052-691-8346

中嶋歯科医院

名古屋市南区三条一丁目５－１０

052-691-8346

なかやま歯科

名古屋市南区明治二丁目５－１

052-693-1255

橋本歯科医院

名古屋市南区戸部町三丁目１６－１

052-811-3033

医） 大倉会 長谷川歯科

名古屋市南区桜台二丁目１７－３2

052-821-6262

ばんのう歯科医院

名古屋市南区泉楽通２－６－１

052-694-0018

藤田歯科

名古屋市南区平子二丁目２４－１２藤田ビル２Ｆ

052-821-9811

山田歯科診療所

名古屋市南区桜台一丁目１４－２５第三菊屋ビル二階

052-822-7515

ヤマナ歯科

名古屋市南区大堀町１－１４

052-821-0118

よこやま歯科クリニック

名古屋市南区七条町１－１

052-698-7366

若山歯科

名古屋市南区道徳通１－１－２９

052-693-1182
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郡市区

緑区

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

ユウ矯正歯科・小児歯科

名古屋市緑区ほら貝二丁目４１１－１

052-876-4811

あくね歯科クリニック

名古屋市緑区境松２－３５３

052-623-0333

荒木歯科

名古屋市緑区青山２－１９６

052-623-0033

安藤歯科クリニック

名古屋市緑区神沢１丁目３０８の１

052-879-1595

いしだ歯科医院

名古屋市緑区亀が洞３－１４０３

052-879-1600

うえのだ歯科

名古屋市緑区池上台１丁目１７２番

052-892-8200

大竹デンタルクリニック

名古屋市緑区鳴海町字相原町１１－３

052-625-0118

おおもり矯正歯科クリニック

名古屋市緑区桶狭間森前２０２グリーンパレス清水山１Ｆ

052-629-3399

みずほ歯科クリニック

名古屋市緑区東神の倉３－２２１２

052-879-2660

神谷歯科医院

名古屋市緑区倉坂１５１９第１ＫＳビル１Ｆ

052-625-9911

カワグチ歯科クリニック

名古屋市緑区徳重１－２１０

052-879-5445

鬼頭歯科医院

名古屋市緑区桃山一丁目１４９番地

052-876-9276

こじま歯科医院

名古屋市緑区古鳴海２－５６

052-896-4618

おけはざま歯科クリニック

名古屋市緑区桶狭間上の山７１３

052-623-6611

児玉歯科

名古屋市緑区相原郷二丁目１６０５

052-621-9800

太子歯科医院

名古屋市緑区太子２－１９０

052-623-1184

とくしげ歯科

名古屋市緑区鶴が沢１－１０６横井ビル一階

052-877-6608

うばこやま歯科

名古屋市緑区姥子山二丁目１６０８番地

052-629-5100

医） さとう歯科

名古屋市緑区桃山三丁目１１０４

052-876-8148

瀧ノ水歯科

名古屋市緑区滝ノ水１－２６１７

052-896-8100

じんの歯科クリニック

名古屋市緑区亀が洞1丁目４１０番地

052-879-1818

スエナガ歯科医院

名古屋市緑区滝ノ水５－２１０４

052-895-4118

医）杉乃子会 清水山歯科医院

名古屋市緑区清水山１－１４０１

052-623-6480

杉山歯科

名古屋市緑区姥子山３丁目９１２番地

052-624-4182

ひまわり歯科医院

名古屋市緑区ほら貝２－１０９サンライズ大国屋館ほら貝１０２

052-878-5432

竹内歯科医院

名古屋市緑区黒沢台四丁目９０６番地

052-877-1389

たけうち歯科クリニック

名古屋市緑区大清水３－７２５

052-848-9929

相生デンタルクリニック

名古屋市緑区相川三丁目３３番地ハイネス相川１０１

052-877-6800

棚橋歯科

名古屋市緑区徳重５－９０５

052-876-1150

ツゲ歯科医院

名古屋市緑区乗鞍１丁目９０９

052-877-9133

あおい歯科・こども歯科

名古屋市緑区水広１－１０２９シャンドフルール１Ｆ

052-879-6487

戸谷歯科医院

名古屋市緑区上旭二丁目６０１

052-896-2334

なかよし歯科

名古屋市緑区徳重５丁目６１３番地

052-877-1183

池上台歯科

名古屋市緑区鹿山１－６１

052-892-0418

伝治山歯科医院

名古屋市緑区鳴海町字赤塚１０２－２

052-891-1182

成田歯科医院

名古屋市緑区六田１－３２７ユニ－ブル第二六田一階

052-622-5285

神の倉歯科

名古屋市緑区藤塚１丁目６０８番地の１

052-878-9219

はやし歯科

名古屋市緑区細口二丁目６０７番地

052-877-8241

ばんの歯科医院

名古屋市緑区池上台１－２０５

052-891-6490

ラーナ平岩デンタルクリニック

名古屋市緑区鳴海町字向田９５リベスタ鳴海２１３

052-622-8044

医） 和晃会 ふくしま歯科医院

名古屋市緑区鳴海町字城２３番地

052-623-8888

藤井歯科医院

名古屋市緑区篭山二丁目１２２８番地

052-878-0707

本多ファミリー歯科

名古屋市緑区相原郷２丁目８１３番地

052-625-3007

まつやま歯科医院

名古屋市緑区若田２－１０１６

052-625-6480

みずたに歯科

名古屋市緑区大高町字東山１６－２６

052-623-4180

水野歯科

名古屋市緑区鳴海町字矢切７７－１

052-624-5670

宮下歯科

名古屋市緑区神沢二丁目１７１７－２

052-877-0118

スマイル歯科クリニック

名古屋市緑区鳥澄三丁目１００６－１

052-629-0077

山岸歯科医院

名古屋市緑区藤塚２－１２１７

052-848-6874

ユタカ歯科

名古屋市緑区大高町字高見２

052-621-5588

鎌倉台歯科クリニック

名古屋市緑区鎌倉台二丁目１１０

052-624-4181

みなみ大高歯科・矯正歯科クリニック

名古屋市緑区大高町字道円坊９大高ＹＳビル２Ｆ

052-883-8918

山田歯科医院

名古屋市緑区梅里二丁目３５－１

052-876-6480

山村歯科医院

名古屋市緑区ほら貝３－９７

052-876-3984

横井歯科医院

名古屋市緑区武路町１１５

052-622-4400

シン歯科クリニック

16
名古屋市緑区黒沢台５－１３２７

052-876-8191

骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

一宮市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あきお歯科

一宮市三条字郷東藤６－１

0586-62-9109

西成歯科医院

一宮市春明字西出３１－１

0586-77-8148

おろし歯科医院

一宮市柚木颪４９０

0586-77-1411

あい歯科医院

一宮市花池四丁目１０－５

0586-44-0843

石浩歯科

一宮市丹陽町九日市場中田１９８－２

0586-76-6106

医）育徳会 磯村歯科医院

一宮市千秋町佐野字郷西１－１

0586-76-4258

ファミリー歯科クリニック

一宮市萩原町萩原字東大畔３５

0586-69-4618

ファミリー歯科クリニック

一宮市萩原町萩原字東大畔３５

0586-69-4618

みどり歯科

一宮市緑一丁目１番１８号

0586-24-6480

悠和歯科クリニック

一宮市浅井町河端字宮前３８－１

0586-51-1112

岩崎歯科医院

一宮市島村字岩畑１５

0586-51-2022

岩田歯科クリニック

一宮市開明字杁先４１

0586-62-1282

鵜飼歯科医院

一宮市萩原町朝宮字長池２

0586-68-3316

おうぎ歯科

一宮市木曽川町黒田字酉新田東の切４２

0586-87-4983

大島歯科クリニック

一宮市公園通５－２６

0586-24-2616

大滝歯科医院

一宮市富士二丁目１４－８

0586-72-1155

大橋歯科医院

一宮市今伊勢町馬寄字観音堂４５－１

0586-73-1135

鹿島歯科クリニック

一宮市宮地一丁目１４－５

0586-46-1551

ひまわり歯科医院

一宮市北今字西田面二ノ切５４－３

0586-64-0707

加納歯科医院

一宮市小信中島字西五反田３０

0586-62-3896

かみむら歯科クリニック

一宮市千秋町塩尻字北出２０

0586-81-0418

川崎歯科医院

一宮市萩原町萩原１４７８－２

0586-68-0303

木曽原歯科医院

一宮市開明字郷東３８の１

0586-45-8458

葛谷ファミリー歯科

一宮市篭屋１－１２－２４

0586-46-0050

医） くずや歯科

一宮市木曽川町玉ノ井字寺東１４９－１

0586-86-6311

こいわ歯科医院

一宮市春明字東砂吹埋４７

0586-77-1182

木曽川歯科医院

一宮市木曽川町玉ノ井字吉原東２１－１

0586-87-1222

キフネ歯科

一宮市奥町字貴船東５－１

0586-64-1188

ごとう歯科医院

一宮市更屋敷字門５４－２

0586-78-7870

五藤歯科クリニック

一宮市奥町字野方９８

0586-61-3339

桜井歯科

一宮市緑三丁目１１－１６

0586-72-4618

桜木歯科医院

一宮市大和町氏永字河北１０

0586-45-0418

さとう歯科

一宮市木曽川町黒田七ノ通り２３５

0586-86-6993

さわだ歯科

一宮市小信中島字郷東５４－５

0586-63-1188

しばた歯科

一宮市浅井町尾関字上川田６２－２

0586-78-8041

柴山歯科医院

一宮市篭屋二丁目６－４７

0586-44-6474

清水歯科

一宮市三条酉新田６３

0586-61-1280

墨歯科医院

一宮市木曽川町黒田字北宿五ノ切１６２

0586-86-3337

墨歯科医院

一宮市新生三丁目４－１９

0586-45-8224

ソブエ歯科

一宮市野口一丁目１１－５

0586-45-2433

高橋歯科医院

一宮市末広二丁目２－２

0586-44-7265

滝歯科医院

一宮市本町一丁目４－１９

0586-72-2351

竹中歯科医院

一宮市文京１丁目４番３０号

0586-24-4852

竹中歯科医院

一宮市起用水添８０－５

0586-62-1048

森本歯科医院

一宮市森本五丁目１６－１２

0586-24-6088

徳田歯科医院

一宮市大和町苅安賀山王１１－２

0586-46-1182

とみたデンタルクリニック

一宮市緑五丁目２－３４

0586-77-1118

とみたデンタルクリニック

一宮市緑五丁目２－３４

0586-77-1118

中島歯科医院

一宮市萩原町萩原字河原崎９９

0586-68-0854

医） ノダ歯科クリニック

一宮市今伊勢町本神戸北無量寺１０

0586-72-4182

陽だまり歯科

一宮市丹陽町伝法寺北海道１６９２－１

0586-81-4618

ののがき歯科医院

一宮市佐千原新田２

0586-73-4182

長谷川歯科

一宮市栄一丁目１１－２０

0586-71-5230
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郡市区

一宮市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

はたさ歯科医院

一宮市浅井町西浅井桜北１０

0586-78-8510

安藤歯科医院

一宮市大赤見字若年西６７６－１

0586-77-2053

ハヤシ歯科クリニック

一宮市今伊勢町新神戸字郷前２９－２

0586-46-2218

伴歯科医院

一宮市西島町３丁目５２番地

0586-23-4182

菱川歯科医院

一宮市高田字宮廻１８

0586-51-6628

日野歯科医院

一宮市白旗通１－２

0586-24-1206

日野歯科医院

一宮市白旗通１－２

0586-24-1206

藤橋歯科医院

一宮市大志一丁目８－１４

0586-72-6002

医） ＦＦ 古澤歯科

一宮市奥町貴船東１０４－５

0586-62-9188

ふるの歯科医院

一宮市光明寺古屋敷１７５

0586-51-7676

堀田歯科

一宮市萩原町西御堂字鍋野１５

0586-69-3511

牧歯科

一宮市大江３丁目１２番２２号一観ビル３階

0586-26-1482

ヒロ歯科室

一宮市本町四丁目１５－２１サンパーク本町１０３号室

0586-23-2800

松前歯科医院

一宮市大江二丁目９－１１

0586-72-2123

丸井歯科医院

一宮市北方町中島西郷６９－２

0586-87-3232

やまと歯科医院

一宮市大和町南高井字蓮原１－１

0586-43-3958

みずの歯科

一宮市相生一丁目８－１３

0586-26-0620

とむ歯科クリニック

一宮市今伊勢町馬寄字西切戸１２－１

0586-44-4618

モリ歯科

一宮市開明字杁西郭７０－１

0586-46-2555

テンサン歯科医院

一宮市新生１丁目４番１号

0586-48-4088

山内歯科医院

一宮市上祖父江字新田４８

0586-69-7722

吉本歯科

一宮市昭和二丁目２－３０

0586-43-0124

脇田歯科医院

一宮市浅井町尾関字平山１１－１

0586-78-8148
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郡市区

瀬戸

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科医院

瀬戸市菱野町４０番地

0561-21-7575

浅井歯科医院

瀬戸市美濃池町３８－１

0561-84-2522

あらい歯科・矯正歯科

瀬戸市中水野町１－５０３

0561-48-4173

いまい歯科

瀬戸市北脇町２７６サンワフードビル２Ｆ

0561-87-4600

浅井小児歯科医院

長久手市岩作中島７３

0561-62-0036

医療法人 梅寿会 梅林歯科医院

瀬戸市東横山町９２番地バロー新瀬戸Ｓ．センター２F

0561-89-7780

大竹デンタルクリニック

瀬戸市川北町一丁目２７番地

0561-85-0555

大谷歯科クリニック

瀬戸市東横山町１３８番地

0561-21-3012

小野歯科医院

瀬戸市陶原町２－３８

0561-84-6633

西陵歯科医院

瀬戸市ききょう台２－７４

0561-48-2645

瀬戸ファミリア歯科医院

瀬戸市東長根町５－５

0561-85-8739

なえば歯科

瀬戸市苗場町１７２－１

0561-21-0388

東京堂歯科

瀬戸市西原町１－８３

0561-82-3334

赤津歯科

瀬戸市八王子町１－２

0561-84-6267

むぎ歯科

瀬戸市窯神町８番地

0561-84-6400

ゆうデンタルクリニック

瀬戸市川西町２－１９８

0561-85-8740

きむら歯科

瀬戸市菱野台２－２８

0561-84-0118

たかね歯科クリニック

瀬戸市高根町１－８８

0561-89-5308

こばやし歯科

瀬戸市中水野町２－２０３

0561-48-2886

近藤歯科医院

長久手市岩作城之内１０２－３

0561-63-0155

あいの里歯科クリニック

瀬戸市東横山町３９

0561-83-8119

佐々木歯科医院

長久手市打越１８１２－２

0561-62-7286

医）壮正会 杉木歯科医院

瀬戸市はぎの台三丁目１－４

0561-48-4880

ベル歯科

瀬戸市共栄通５－１３－１

0561-88-2277

鈴木歯科

瀬戸市南山町一丁目１５７－１

0561-82-6474

田村歯科医院

長久手市城屋敷１２１

0561-63-8108

ちかだ歯科

瀬戸市白山町一丁目３８番地

0561-85-4558

冨永歯科医院

瀬戸市田端町二丁目１２－１

0561-21-1148

ナガイ歯科

瀬戸市陶原町六丁目１０－２リバ－サイドマンション二階

0561-84-4300

ブライト歯科こども歯科

瀬戸市白山町二丁目１７６－３－１

0561-87-1101

古戦場なかた歯科

長久手市砂子２０６

0561-62-7575

にしむら歯科

長久手市東浦５０９

0561-62-2000

はなのき歯科

長久手市片平２３－３０９

0561-61-6480

波多野歯科医院

瀬戸市東松山町１３６番地

0561-21-1818

林歯科医院

瀬戸市西茨町３３－３

0561-82-5054

瀬戸セントラル歯科

瀬戸市大坂町１９３－２

0561-21-6480

原歯科医院

瀬戸市末広町１－７

0561-82-3816

医） 志萠会 原歯科

長久手市よし池１８

0561-62-4181

医）宏和会あさいクリニック歯科

瀬戸市東権現町３

0561-84-3115

医）正美会 ふくい歯科医院

長久手市東狭間１０８

0561-61-1708

藤本歯科医院

瀬戸市陶原町４－１１

0561-82-2410

ライオン堂歯科

瀬戸市品野町６－６３３

0561-41-0848

医） 松村歯科医院

瀬戸市新郷町２５－４５

0561-84-8822

丸山歯科医院

瀬戸市東長根町４５

0561-82-2645

榊原歯科医院

瀬戸市陶原町４－５４－４

0561-21-9400

新歯科やまぐち

瀬戸市柳ケ坪町１６４－３

0561-84-5445

山中歯科医院

瀬戸市五位塚町１１－６０

0561-21-7201

若杉歯科医院

瀬戸市京町２－２

0561-83-8090

若山歯科医院

瀬戸市緑町二丁目７

0561-82-7744
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郡市区

半田

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

医） 歯科ハミール

半田市宮路町一丁目１１８シヤトー宮路一階

0569-24-6480

あくた川歯科

半田市乙川太田町２－１１８－２

0569-24-4182

あべクリニック

半田市南大矢知町２－４１－１

0569-28-0360

あまのデンタルクリニック

半田市浜田町１－６４

0569-26-2800

モトム歯科

知多郡東浦町藤江大坪１５－２

0562-84-2558

石黒歯科医院

半田市浜田町三丁目３－１

0569-22-0088

石田歯科医院

半田市南末広町２１

0569-21-4176

石橋歯科医院

知多郡阿久比町宮津３－７５

0569-48-8008

稲葉歯科医院

知多郡阿久比町福住字平野２１－１

0569-48-0262

医） 岩川歯科医院

知多郡武豊町冨貴字外面５０－４

0569-73-4420

医） 梅原歯科

知多郡武豊町北中根４－２４

0569-73-6666

おかいデンタルクリニック

半田市中町３丁目１６－１

0569-23-0973

おざわ歯科クリニック

半田市乙川畑田町３－２１－５０

0569-26-2211

みなと歯科クリニック

半田市亀崎町四丁目２６０－３

0569-29-1234

医） くきた矯正歯科

半田市天王町１－３０トーカヒルズ２階

0569-25-0018

ホワイト歯科クリニック

知多郡東浦町緒川字寿久茂８８

0562-34-3711

さかいファミリー歯科

知多郡東浦町緒川字平成４３

0562-84-6407

静間歯科医院

半田市天神町５１番地の１０

0569-21-0066

ジンデ歯科口腔外科

半田市有楽町五丁目２１４－３

0569-25-0555

三和歯科

半田市清城町２－１３－２４

0569-23-1841

杉浦歯科医院

半田市白山町一丁目１１４－１

0569-21-2211

杉山歯科医院

半田市南本町１－４７

0569-22-7311

向陽鈴木歯科

知多郡武豊町向陽４－２０

0569-73-1888

鈴木歯科医院

半田市北二ツ坂町１丁目２番地１０

0569-23-3160

もりおか歯科

知多郡東浦町森岡字中町２３番地１

0562-82-1661

中川歯科

知多郡武豊町小迎７６－３

0569-73-7600

ながしま歯科・矯正歯科

知多郡武豊町豊成３－１

0569-72-8148

中村歯科医院

知多郡阿久比町福住高根台１１－７・１１－１０

0569-48-4139

畑中歯科医院

半田市亀崎町６－１

0569-28-0243

あい歯科医院

半田市宮本町六丁目２０６－１９

0569-24-7585

平林歯科医院

知多郡東浦町石浜字八ッ針９－６

0562-83-1475

ふじえだ歯科

半田市柊町三丁目４－８

0569-23-0246

岡戸歯科医院

半田市乙川内山町１７

0569-23-1491

村井歯科

半田市岩滑中町一丁目８０－４

0569-22-1315

森歯科医院

知多郡武豊町西門１－１４

0569-73-1600

ちた歯科医院

知多郡東浦町石浜字中央８－６

0562-84-7813

若子歯科

知多郡阿久比町卯坂字古見堂６６－１

0569-48-7234
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郡市区

春日井市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

まえなみ歯科

春日井市前並町３丁目２－４

0568-31-8558

いしだ歯科クリニック

春日井市八田町二丁目１－２１

0568-82-0056

井上歯科

春日井市藤山台八丁目１７－６

0568-91-8888

医）春日会 小川歯科医院

春日井市鳥居松町７－１１４

0568-83-3456

おがわ矯正歯科・歯科

春日井市出川町２００６－１３

0568-51-6480

小川歯科クリニック

春日井市大手町１６２３

0568-33-1182

高蔵寺南歯科クリニック

春日井市高蔵寺町５－１３－２７

0568-53-3777

プラザ片田歯科医院

春日井市松新町１‐５ホテルプラザ勝川１Ｆ

0568-31-3231

片田歯科医院

春日井市鳥居松町７－４９

0568-81-7928

加藤歯科医院

春日井市乙輪町３－５０－１

0568-84-2333

加藤歯科医院

春日井市味美町１－１４５

0568-33-4182

川口歯科医院

春日井市割塚町１５５

0568-84-4400

河原歯科クリニック

春日井市小野町５丁目８８の１０ラフィネ小野１Ｆ

0568-82-2323

熊沢歯科医院

春日井市岩成台五丁目１－１

0568-91-7240

くまの歯科

春日井市玉野町１２１２－３

0568-52-0418

小島歯科医院

春日井市東野町九丁目６－１８

0568-85-1182

後藤歯科医院

春日井市鳥居松町六丁目５４番地２

0568-81-2429

医） 佐久間歯科小児歯科

春日井市柏原町三丁目２６４

0568-83-1711

澤歯科クリニック

春日井市大手田酉町３－２０－１４パレスタドリ１階

0568-85-4682

スギヤマ歯科

春日井市小野町六丁目５－１２

0568-81-8104

せがわ歯科室

春日井市旭町１－１３ハイレジデンス勝川１階

0568-33-8811

薗田歯科医院

春日井市出川町８丁目１４番地の４

0568-52-0118

滝川歯科診療所

春日井市柏井町３－１１１第６カーサ円正ビル１Ｆ

0568-34-6666

竹内歯科医院

春日井市町田町２－４５

0568-31-9600

たけなか歯科クリニック

春日井市八田町１－１－３

0568-84-6700

武山歯科医院

春日井市坂下町４－２６６

0568-88-4848

高蔵寺歯科医院

春日井市高蔵寺町北四丁目１－１リベルタ高蔵寺二階

0568-51-4789

寺町歯科医院

春日井市東野町三丁目１５－７

0568-84-8171

德丸歯科

春日井市下市場町３－５－４

0568-82-4182

永井歯科医院

春日井市梅ケ坪町６０－１

0568-81-6461

味美中島歯科

春日井市西本町二丁目１５－３

0568-33-4589

中田歯科

春日井市神屋町２２９８－１４９

0568-88-3700

やごとの歯科こども歯科

春日井市八事町二丁目６１－３

0568-84-1430

中山歯科医院

春日井市林島町３－１－５

0568-56-9022

成橋歯科

春日井市牛山町２２８９－１

0568-33-0328

西尾歯科

春日井市東野町２－１－３

0568-85-0240

にわ歯科

春日井市中央台七丁目８－１７

0568-92-1023

ニワ歯科クリニック

春日井市南下原町六丁目４－１１

0568-57-2828

野田歯科

春日井市如意申町六丁目１番地８

0568-34-1118

篠木歯科医院

春日井市篠木町六丁目１６４３－１７

0568-84-5656

浜中歯科

春日井市中新町一丁目１０－１３

0568-33-6814

前多歯科医院

春日井市六軒屋町６－８アイビル二階

0568-84-2206

松本歯科クリニック

春日井市高蔵寺町三丁目３－４ドエルＭ１ｓｔ２００号

0568-52-1182

水野歯科クリニック

春日井市大手田酉町一丁目１７－１

0568-81-3068

みやうち歯科医院

春日井市八田町７－３－５

0568-82-1607

森歯科医院

春日井市上条町八丁目２８７１－１

0568-81-2124

森山歯科医院

春日井市松本町一丁目２－３

0568-51-3332

山内歯科医院

春日井市神領町三丁目５－１０

0568-51-1581

トミオ歯科医院

春日井市朝宮町３－１８－１

0568-33-3905

山田歯科

春日井市高森台十丁目２－３４棟２０１号

0568-92-3030

ヨコイ歯科

春日井市中新町一丁目６－１６

0568-31-2123

ももの木歯科

春日井市上田楽町２８５２－１

0568-87-7277

渡辺歯科クリニック

春日井市岩成台九丁目１－４

0568-92-2051

渡辺歯科医院

春日井市美濃町３－４６

0568-32-3232
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郡市区

津島市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

佐藤歯科医院

津島市柳原町１－４８

0567-26-4335

宇佐見歯科医院

津島市青塚町四丁目１０２

0567-28-7280

大鹿デンタルクリニック

津島市埋田町５－３１

0567-25-7198

杉野歯科

津島市橘町四丁目９８

0567-26-4423

唐臼歯科医院

津島市唐臼町当理３５

0567-32-2233

すずき歯科

津島市神守町字森本２９

0567-24-7133

昭和歯科クリニック

津島市昭和町４－１４

0567-26-1333

田中歯科

津島市立込町二丁目６１－１

0567-25-4151

ひらの歯科

津島市天王通六丁目６６番２サンパ－ク津島二階

0567-28-4180

わたなべ歯科医院

津島市西愛宕町２－７８

0567-26-0808
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郡市区

犬山扶桑

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科医院

丹羽郡扶桑町高雄字定松３５－２

0587-93-3388

安芸歯科医院

犬山市若宮１２３番地３

0568-67-6621

安芸歯科医院

犬山市若宮１２３－３

0568-67-6621

柏森歯科クリニック

丹羽郡扶桑町柏森字西前３０３

0587-93-8330

阿部歯科医院

犬山市犬山字下時迫間１２－１

0568-62-7818

石川歯科医院

犬山市上坂町２－９９

0568-62-1383

石原歯科医院

犬山市羽黒三反田９９－１

0568-67-0909

植月歯科クリニック

丹羽郡扶桑町高雄字天道３８

0587-93-8180

あまの歯科クリニック

丹羽郡扶桑町南山名字仲畑１３６－１

0587-92-1678

おりの歯科

丹羽郡扶桑町高雄字堂子４０

0587-91-0222

河田歯科医院

犬山市犬山字末友３６

0568-61-0428

河田キャスタ歯科

犬山市天神町１丁目１番地キャスタ３階

0568-62-6828

キトウ歯科医院

犬山市富岡新町一丁目７４

0568-62-2580

木下歯科

丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰２０９

0587-93-8161

ごろうまる歯科

犬山市五郎丸字稲葉組６７番

0568-62-0101

小島歯科医院

犬山市犬山字愛宕１８

0568-62-7288

ごとう歯科

犬山市天神町２－６０

0568-65-0503

羽根西ファミリ－歯科

丹羽郡扶桑町高雄字米の山２６７－５２

0587-93-7669

佐藤歯科医院

犬山市犬山字東古券３３５－１

0568-61-0037

いぬやま歯科医院

犬山市松本町３－１０

0568-61-7515

すぎうら歯科

犬山市五郎丸字鷺寺１１－４０

0568-62-8844

祖父江歯科

犬山市楽田西野１丁目６

0568-67-9939

たきざわ歯科医院

犬山市塔野地字大畔４９－１７

0568-61-5250

塚原歯科医院

犬山市犬山字東古券３３６－６

0568-61-4540

たけのこ歯科

犬山市犬山字東古券４２４－９

0568-39-6522

ないとう歯科

丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰１８４－１

0587-93-5500

野田歯科医院

犬山市犬山字富士見町１２－７

0568-62-7022

野田歯科医院

犬山市犬山字富士見町１２－７

0568-62-7022

はまじま歯科医院

丹羽郡扶桑町斉藤字旭４３０

0587-93-8448

山田歯科医院

犬山市長者町二丁目７３

0568-67-9662

四季の丘デンタルクリニック

犬山市四季の丘１－１００

0568-65-1118

山村歯科クリニック

犬山市丸山天白町１８９

0568-65-1333

吉田歯科医院

犬山市犬山字東古券２２０

0568-61-0122

吉野歯科医院

犬山市羽黒字東向畑３５－１

0568-67-4181

北ノ門歯科医院

犬山市字北之門６－１

0568-67-0055
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郡市区

尾北

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科

岩倉市東町長山７７

0587-66-5955

伊神歯科医院

江南市布袋町南２００

0587-56-3032

池田歯科医院

江南市古知野町広見６６

0587-56-3338

一柳歯科医院

江南市宮後町王塚３６

0587-54-8100

伊藤歯科医院

江南市古知野町塔塚２０３

0587-54-3300

ライフデンタルクリニック

丹羽郡大口町下小口３丁目１２５

0587-95-0046

中奈良歯科

江南市中奈良町西浦１０４

0587-54-6614

岩田歯科

江南市前野町西２９７

0587-54-7010

大池歯科医院

江南市前飛保町寺前１１１

0587-55-7003

大野歯科

江南市高屋町花戸５１

0587-54-7151

大平歯科

江南市北野町天神３３

0587-56-4182

フレンド歯科医院

江南市宮後町西屋敷４３－１

0587-53-7717

なかよし歯科

江南市村久野町門弟山２６１

0587-53-1818

あいち歯科

岩倉市西市町東畑田３８－４

0587-38-1184

カジウラ歯科

岩倉市中本町川添２１－１

0587-66-6480

岩倉かとう歯科

岩倉市神野町又市１４

0587-66-4182

サンハートデンタルクリニック

江南市南山町西１３５－２

0587-55-8088

小岩井歯科

岩倉市大山寺本町１－８

0587-37-8148

こまだ歯科

江南市小郷町楽ノ山２０番地

0587-53-0898

こまつ歯科医院

江南市上奈良町豊里９

0587-56-5527

医）東洋会 岩倉中央歯科医院

岩倉市稲荷町大摩４８－１

0587-37-8241

近藤ファミリー歯科医院

江南市古知野町花霞１３７番地

0587-56-5115

医） 近藤歯科医院

江南市和田町中畑８２

0587-56-2280

岩倉しばた歯科・矯正歯科

岩倉市野寄町東出２４－１

0587-81-7182

渋谷歯科医院

江南市江森町上２５６

0587-54-6702

社本歯科医院

江南市田代町南出１６８

0587-54-1177

岩倉歯科・矯正歯科

岩倉市本町上郷裏１８－２

0587-38-0038

本郷歯科クリニック

江南市木賀本郷町南１２２番地

0587-59-7337

髙田歯科

江南市前飛保町西町２２８

0587-53-1622

つかもと歯科

江南市布袋下山町西４

0587-54-2130

寺沢歯科医院

江南市般若町宮山１０２－２

0587-55-0144

富田歯科医院

江南市松竹町上野３番地

0587-55-0110

医） 江南歯科クリニック

江南市今市場町秋津６９

0587-55-8148

丹羽歯科

丹羽郡大口町大字小口字下山伏６８

0587-95-6655

はっとり歯科医院

岩倉市石仏町長福寺１９３－２

0587-66-3080

よつ葉歯科クリニック

江南市天王町五反林１４２－２

0587-53-8214

はまじま歯科クリニック

岩倉市大市場町郷前２８６－５

0587-37-0030

いわくら五条歯科

岩倉市曽野町東野１５－１

0587-38-3888

夫馬歯科医院

江南市布袋町東３５７

0587-56-3117

古田フォーラム歯科

江南市古知野町宮裏８

0587-55-7333

水野歯科医院

江南市力長町神出１３９

0587-59-8241

本来堂デンタルクリニック

丹羽郡大口町余野５－５５

0587-69-0817

むらせ歯科・矯正歯科インプラントオフィス

岩倉市東町東出口１１７番地

0587-38-0811

もりしょう歯科

江南市河野町五十間１

0587-57-5758
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郡市区

小牧市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

城山歯科医院

小牧市城山３－６－３

0568-79-0418

石野歯科

小牧市岩崎字藤塚３７２－１１３８５－２

0568-76-6500

ベル歯科クリニック

小牧市小牧四丁目３３３－１

0568-77-4682

ベル歯科クリニック

小牧市小牧四丁目３３３－１

0568-77-4682

アキデンタルクリニック

小牧市桜井本町１３９

0568-71-8800

伊藤歯科医院

小牧市小松寺字東前７２－１

0568-75-1827

稲垣歯科

小牧市高根二丁目３２４

0568-78-2525

えぐち歯科クリニック

小牧市藤島町居屋敷１８４

0568-68-8827

かじの歯科

小牧市大山南５０

0568-78-8885

加藤歯科

小牧市小木３－１５２

0568-73-8338

かめがい歯科医院

小牧市大字大草４３５７－２

0568-47-1171

河村歯科医院

小牧市久保一色南二丁目１５５－２

0568-76-0508

きまた歯科

小牧市多気西町１５２

0568-77-7975

酒井歯科

小牧市小牧原新田１９２６－１

0568-73-8211

ササキデンタルクリニック

小牧市池之内字妙堂３４２１番５

0568-78-1288

さとう歯科

小牧市古雅１丁目１番地ピアーレ３階

0568-78-3388

花水木歯科

小牧市中央５丁目２４８

0568-72-8148

すずき歯科医院

小牧市小松寺３３０－３

0568-76-0118

相馬歯科医院

小牧市久保一色２１６－３２

0568-73-3118

東田中 髙木歯科

小牧市小牧原新田１８０１－１９

0568-76-1919

ビュー歯科クリニック

小牧市高根２－１０４－１

0568-78-5678

田中歯科医院

小牧市村中２７－１

0568-75-3211

いわさきデンタルオフィス

小牧市岩崎５－１４１

0568-72-3040

塚原歯科

小牧市中央二丁目２０１

0568-73-5515

小牧歯科

小牧市二重堀字北之山６３８－１９０

0568-77-6436

友松歯科医院

小牧市中央一丁目３００

0568-76-2507

中川歯科医院

小牧市藤島町鏡池８２

0568-72-8241

西田歯科医院

小牧市北外山２０００－６

0568-72-3311

丹羽歯科医院

小牧市小牧４－３５

0568-73-9500

平手歯科

小牧市常普請三丁目４６番地

0568-77-2266

ほしの歯科

小牧市外堀一丁目４１番地

0568-73-8164

外山デンタルクリニック

小牧市北外山１５９５

0568-71-4466

穂積歯科医院

小牧市小牧一丁目５８０番地

0568-76-2308

堀井歯科医院

小牧市曙町４７

0568-73-1234

南外山堀井歯科

小牧市南外山１６２－３

0568-75-7075

松浦歯科

小牧市小牧原新田１４４８－５

0568-77-6480

二重堀歯科

小牧市二重堀２３２－１

0568-71-8000

クリニック水野歯科

小牧市中央１丁目８９

0568-73-8170

みやもと歯科

小牧市応時２－１８４

0568-76-0841

むらかみ歯科

小牧市中央二丁目６２

0568-73-8241

矢沢歯科医院

小牧市小牧２－１５

0568-71-6480

山﨑歯科

小牧市田県町３

0568-73-7157
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郡市区

稲沢市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

浅野歯科医院

稲沢市稲葉二丁目６－３０

0587-23-0023

石黒歯科医院

稲沢市下屋３－１３４

0587-36-0405

伊藤歯科医院

稲沢市祖父江町三丸渕八島１０

0587-97-0821

ｉＤＥＮＴＡＬ ＣＬＩＮＩＣ

稲沢市下津北山一丁目７－３

0587-81-7264

加藤歯科医院

稲沢市祖父江町森上本郷十４－３

0587-97-1633

おりづ歯科

稲沢市下津大門町４４－１

0587-21-7007

さかい歯科

稲沢市治郎丸椿町５９

0587-24-0648

すぎむら歯科

稲沢市桜木宮前町４９－１

0587-21-4180

竹市歯科

稲沢市赤池南町６３

0587-21-8787

ライフ歯科クリニック

稲沢市長野一丁目９番１５号

0587-23-8011

医療法人塚本歯科医院 塚本歯科分院

稲沢市北島５－８８

0587-34-3900

坪井歯科医院

稲沢市駅前一丁目１１-７

0587-32-0515

みどり歯科医院

稲沢市奥田白山町１０７－３

0587-23-1410

矢合歯科

稲沢市矢合町辻初３２３－１

0587-36-4581

野村歯科医院

稲沢市駅前２－４１－２１野村ビル１０１号

0587-21-3028

橋本歯科

稲沢市平和町中三宅中屋敷１－２

0567-46-4114

服部歯科医院

稲沢市小沢２－４－２５－１０１

0587-24-8855

林ファミリ－歯科

稲沢市国府宮四丁目３－９クリーンレジデンス１階

0587-23-8118

早瀬歯科医院

稲沢市祖父江町大牧郷中１８－２

0587-97-6388

堀田デンタルクリニック

稲沢市平和町法立東法立南８１

0567-46-1841

水谷歯科

稲沢市井之口北畑町２４４

0587-23-0100

山田歯科医院

稲沢市祖父江町上牧下川田４３３－５

0587-97-5525

医） 愛聖会 山田歯科

稲沢市下津下町東４－２

0587-32-3567
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郡市区

東海市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

阿知波歯科医院

東海市養父町２－２６

0562-33-0361

井田歯科

東海市加木屋町南平井４６－２

0562-34-2032

南イダ歯科

東海市加木屋町丸根１９－３２

0562-34-0505

大西歯科医院

東海市高横須賀町東屋敷５４

0562-33-5531

寝覚歯科矯正歯科

東海市名和町北向イ山１８

052-604-5988

加古歯科医院

東海市加木屋町柿畑１２８－２

0562-34-1001

河合歯科第２医院

東海市加木屋町東平井２３－４４

0562-34-8505

河合歯科第３医院

東海市大田町汐田９７

0562-32-0332

木村慎吾歯科クリニック

東海市中央町７－２６

0562-33-8704

小島歯科室

東海市富木島町伏見二丁目２４－１０

052-601-8001

さくら歯科矯正歯科

東海市富木島町山中１３７－１

052-689-4618

杉山歯科医院

東海市高横須賀町西岨１７－３

0562-32-2436

髙津歯科医院

東海市加木屋町六反田７３

0562-33-0333

わたうち歯科

東海市荒尾町寿鎌７１

052-604-7901

ファミール歯科

東海市高横須賀町浜田１１－２

0562-33-6480

大堀歯科クリニック

東海市加木屋町東大堀３２－１６５

0562-35-0508

ひかり歯科

東海市名和町１－６９大法ビル２階

052-601-2553

西原歯科医院

東海市富木島町道才１００－１豊徳ハイツ１階

052-604-9017

野澤歯科医院

東海市富木島町東山４

052-604-1503

名和歯科

東海市名和町東田２４－１メゾンなわ１Ｆ

052-603-6164

ナオ歯科クリニック

東海市加木屋町仲新田４９－７

0562-34-8217

本郷歯科医院

東海市加木屋町鈴井田１２５－１

0562-33-1160

早川歯科医院

東海市加木屋町柿畑８８

0562-34-6418

医）ＡＱＵＡ もりもと歯科Ｔｏｋａｉ

東海市名和町南廻間３２－１

052-601-6011

ほんだ歯科

東海市富木島町手代８１－２

052-689-4181

ふきの台歯科

東海市富貴ノ台１－２９０

052-603-7747

村上歯科

東海市富木島町東山３４－１

052-601-8110

あらおデンタルクリニック

東海市荒尾町山王前１５５

052-601-4618

医）明正会 とうめい歯科

東海市富木島町伏見１－１５－６

052-601-1788

吉田歯科医院

東海市富木島町伏見二丁目１５－４

052-601-1180

渡辺歯科医院

東海市中央町６－４７

052-601-2251
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郡市区

知多郡

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

相武歯科医院

常滑市多屋町５－１５

0569-35-2272

医療法人 あまかす歯科

常滑市長間２－１

0569-35-0464

医）真稜会Ｉ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ

常滑市錦町一丁目２２－２

0569-35-2119

岡本歯科医院

大府市東新町１－２４８共和不動産ビル北館２階

0562-44-7677

尾之内歯科医院

知多市新舞子字南西田２５－１

0569-42-0257

加古歯科医院

知多市清水が丘１－１８０１

0562-33-4180

門井歯科医院

知多市新知字脇島６４－１

0562-55-4312

加藤歯科医院

知多市八幡字小根１３２

0562-32-0721

おおぶファミリー歯科

大府市桃山町５-２００ザ・リレーションビル３Ｆ

0562-46-9809

加藤歯科医院

常滑市大和町６－９０

0569-34-8011

明成歯科医院

大府市明成町２丁目８番地

0562-45-1188

かんだ歯科

知多郡美浜町上野間字鴻田７４－１１

0569-87-5688

ときしグリーン歯科

知多郡美浜町時志字南平井８８

0569-82-6455

きんばら歯科

大府市追分町一丁目２０３－１

0562-47-8833

久野歯科医院

常滑市西之口１－７４

0569-43-1124

小木曽歯科医院

大府市東新町１－１８８－２

0562-46-2171

小西歯科医院

知多市にしの台四丁目１３－１０

0562-56-3445

ニシキ歯科

常滑市錦町３－４７

0569-34-3335

小森歯科医院

知多市新知字樋之口７１－１

0562-33-5611

近藤歯科医院

大府市共栄町八丁目４－１５

0562-47-3343

さいだ歯科医院

知多市つつじが丘四丁目２１－６

0562-56-0160

斉藤歯科医院

大府市中央町四丁目２５２

0562-47-3521

榊原歯科医院

常滑市社辺５２－１

0569-34-9580

みはま歯科クリニック

知多郡美浜町野間字中町９８－３

0569-87-3311

佐藤歯科

大府市追分町３－３０

0562-46-0501

しもむら歯科医院

大府市高丘町３丁目３６

0562-48-8241

鈴木歯科クリニック

知多市にしの台１－２９０２－７

0562-55-2444

鈴木歯科クリニック

知多郡美浜町河和北田面６１－１２

0569-82-3456

セイダ歯科医院

大府市横根町前田７９

0562-46-1103

清則歯科

知多市日長字赤坂８６－６

0562-56-1280

竹内歯科医院

知多郡南知多町豊浜字中村１２

0569-65-0541

たなか歯科医院

大府市吉川町２－２３－２

0562-47-1055

つづきファミリア歯科

知多郡美浜町奥田儀路２８－２

0569-87-3277

寺田歯科医院

大府市横根町名高山２４

0562-47-0777

冨歯科医院

知多郡南知多町内海字亥新田１００

0569-62-0933

内藤歯科

大府市江端町三丁目１０

0562-48-6480

仲尾歯科

大府市吉田町3-13

0562-46-5566

中村歯科医院

知多市南粕谷三丁目９－２

0569-43-5270

中村歯科医院

常滑市本郷町３－２７３

0569-43-7077

こすがや歯科

常滑市大谷字道向１１４－４

0569-37-2360

橋本歯科

知多郡美浜町新浦戸２－５－１

0569-82-4100

かじま歯科医院

常滑市かじま台一丁目２２８－２

0569-36-3400

日高歯科医院

大府市月見町五丁目２５６

0562-47-2000

平野歯科

知多郡美浜町布土字和田７２－１

0569-82-3303

金山歯科医院

常滑市西之口４丁目７６－１

0569-43-2796

松下歯科医院

大府市明成町１－１２９

0562-47-8300

日長台歯科医院

知多市日長字高峰脇１－１０５

0562-56-1119

医） 皆川歯科医院

知多市南粕谷東坂１－２２７

0569-43-5280

三宅歯科医院

大府市中央町７－３５０

0562-48-0124

村川歯科医院

常滑市榎戸町２丁目５８番地

0569-42-2940

とこなめ歯科

常滑市新開町３－１３７ヤマキビル２Ｆ

0569-35-9011

森デンタルクリニック

大府市追分町６－９

0562-47-4182

森下歯科医院

常滑市樽水町３－３００

0569-34-6621
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郡市区

知多郡

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あすか台歯科クリニック

常滑市飛香台七丁目３－４

0569-47-7717

矢永歯科医院

知多市八幡字前田５１－１

0562-33-0555

やなぎ歯科医院

知多郡南知多町豊浜字下大田面５３－２

0569-65-0848

医） 山川歯科

常滑市鯉江本町５－８８

0569-35-4875

医） 山川歯科

常滑市鯉江本町５－８８

0569-35-4875

山口歯科医院

知多市八幡字東水代８６

0562-33-1088

やまもと歯科医院

知多市つつじが丘一丁目１６－１４

0562-55-5875

医）柊みみはなのどクリニック

大府市柊山町３－３１５

0562-46-3341
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郡市区

尾張旭市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

てるてる歯科

尾張旭市旭前町五丁目７－２５

0561-55-2218

荒川歯科

尾張旭市東栄町二丁目７－２２

0561-54-8148

ＩＳ Ｄｅｎｔａｌ Ｃａｒｅ

尾張旭市北原山町陀摩屋敷２９

0561-76-9990

犬飼歯科

尾張旭市印場元町一丁目１－３

0561-51-4182

おがわ歯科医院

尾張旭市向町１丁目１－１

0561-53-8148

小川歯科医院

尾張旭市旭前町五丁目７－３

0561-53-2637

ひらこ歯科

尾張旭市平子町長池上６３９０－２

0561-52-1018

かに歯科医院

尾張旭市大塚町１－１３－５

052-776-5670

オリオン歯科

尾張旭市城前町城前４４５１－１

0561-76-0018

コザコ歯科医院

尾張旭市狩宿新町１丁目９４－１

0561-51-1234

小島歯科

尾張旭市北原山土地区画整理事業地内３街区８ バロー城山店２Ｆ

0561-54-4181

ひまわり歯科クリニック

尾張旭市北本地ケ原町２－１３

0561-76-3440

しばた歯科・矯正歯科

尾張旭市渋川町二丁目１５－１

0561-51-4618

しろまえ歯科

尾張旭市向町三丁目１‐１

0561-51-2100

柴田歯科医院

尾張旭市東本地ケ原町三丁目９７番地

0561-54-2234

はるおか歯科

尾張旭市北本地ケ原町４－５

0561-55-3955

本地ケ原歯科

尾張旭市北本地ケ原町１－５４

0561-54-3926

きたやま歯科クリニック

尾張旭市北山町北山３５８

0561-55-4182

谷口歯科クリニック

尾張旭市三郷町中井田７４

0561-53-2705

本地ケ原歯科

尾張旭市北本地ケ原町１－５４

0561-54-3926

尾張旭歯科クリニック

尾張旭市西の野町３－１０４－１

0561-55-5555

ちば歯科診療室

尾張旭市白鳳町２－１０２

0561-52-2418

月村歯科クリニック

尾張旭市三郷町栄３－１プレミール三郷２階

0561-51-1884

いんば歯科医院

尾張旭市印場元町二丁目５－２

0561-53-8241

壷井歯科

尾張旭市新居町上の田２８８１－５

0561-54-6009

西尾歯科

尾張旭市東栄町三丁目２－２

0561-54-6331

はやし歯科

尾張旭市新居町明才切４５

0561-55-0884

日比野歯科クリニック

尾張旭市東栄町一丁目８－１

0561-54-8585

ますい歯科

尾張旭市南原山町赤土２６６番６

0561-54-9779

エムブランデンタル

尾張旭市狩宿町四丁目４１－１横地ビル１Ｆ

0561-52-8822

松原歯科医院

尾張旭市東大道町原田２５２５アスカ３Ｆ

0561-52-0888

ずいほう歯科

尾張旭市東山町２－１４－７

052-777-8021

どんぐり歯科診療所

尾張旭市南本地ケ原町２－１５

0561-52-8887

山田歯科医院

尾張旭市南本地ケ原町三丁目１２６－２

0561-52-1448

芽吹ファミリー歯科

尾張旭市北本地ケ原町２－７７

0561-54-6611
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郡市区

愛豊

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あおやま歯科医院

豊明市二村台２－１１－５

0562-95-1234

あさの歯科クリニック

豊明市阿野町西ノ海戸２４－１

0562-92-5088

新栄歯科

豊明市新栄町六丁目８０

0562-97-1771

伊東歯科医院

日進市蟹甲町中島２７８－２

0561-73-3200

香久山歯科医院

日進市岩崎町芦廻間８７－６

0561-74-3718

大島歯科

日進市香久山２－２０４

052-807-0118

おかまつ歯科

愛知郡東郷町春木字白土２－１１９

052-806-8001

医） 世仁会 加藤歯科

日進市米野木町丸山１４４

0561-73-4114

加藤歯科医院

豊明市沓掛町垣ノ内３８－１

0562-93-1578

鈴木歯科

日進市岩崎台一丁目７４０番地

0561-73-2711

鈴木歯科クリニック

豊明市二村台３－１－１豊明団地５４棟１０８号

0562-92-8148

竹内歯科クリニック

日進市岩崎町北高上４４－４鶴田ビル２Ｆ

0561-75-5888

武田歯科医院

日進市三本木町大根８０－１

0561-74-1182

田中歯科

日進市五色園３－２０４－３

0561-73-1848

医）ト－マツ歯科医院

日進市梅森台３－１４３

052-804-0648

外山歯科医院

豊明市新田町吉池８－１１

0562-92-3030

豊明歯科医院

豊明市新田町吉池２６－５吉池ビル二階

0562-92-8855

中井歯科医院

日進市竹の山３－２０８

0561-72-6484

ナルオカ歯科

日進市赤池４-７１２

052-804-3666

福岡歯科医院

日進市折戸町高松３０５－１

0561-73-7765

ふじはし歯科医院

愛知郡東郷町白鳥二丁目１３番地１０

0561-38-6182

前田デンタルクリニック

豊明市栄町姥子１２８

0562-97-8838

まつい歯科医院

豊明市阿野町奥屋６１番

0562-92-8851

まつもり歯科

豊明市二村台四丁目１８－１５

0562-93-3334

三浦歯科医院

豊明市阿野町東阿野１９７

0562-93-8148

水野歯科

日進市岩藤町所寒２５－２

0561-74-1212

みつばやし歯科・矯正歯科クリニック

豊明市新田町子持松１１－１０

0562-92-2228

みやわき歯科

日進市三本木町下川田６８０－３４

0561-74-3418

医療法人幸創会 むとう歯科医院

愛知郡東郷町御岳二丁目３－８

0561-38-2161

村山ファミリ－歯科

豊明市新栄町三丁目４１８

0562-97-1125

二村台歯科医院

豊明市二村台七丁目２０－２

0562-92-8811

やなせ歯科医院

豊明市三崎町高鴨１２－７

0562-93-0418

山岡歯科医院

日進市米野木町家下１２２－１

0561-73-0418

春木歯科・矯正歯科

愛知郡東郷町春木字清水ケ根４１１４－１

0561-38-1323

渡辺歯科

豊明市前後町善江１７２０－８

0562-97-7314
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郡市区

海部

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あおき歯科

弥富市東中地町一丁目１４２－１

0567-65-8148

浅井歯科

海部郡大治町東條字郷前１１８－６

052-441-0118

あずま歯科

愛西市西保町西川原４３－３

0567-25-8885

伊藤歯科医院

弥富市五之三町東与太郎２１１８

0567-65-3866

大鹿歯科医院

愛西市草平町中切４４

0567-28-8128

奥田歯科医院

愛西市勝幡町元池７６

0567-28-3234

片岡歯科

あま市蜂須賀百歩１１

052-445-1181

加藤歯科医院

弥富市平島町喜右味名６４

0567-66-2220

加藤歯科

愛西市町方町五軒家東７８

0567-24-1188

佐屋歯科医院

愛西市北一色町証文１番地

0567-25-0909

富吉歯科クリニック

海部郡蟹江町富吉１－７１８

0567-96-0323

クメノ歯科医院

あま市七宝町沖之島観音寺１０１

052-443-4141

十四山歯科

弥富市鍋平１－１２

0567-52-1567

高阪歯科医院

海部郡蟹江町錦２－７８

0567-95-9328

ごとう歯科医院

愛西市南河田町高台７５

0567-24-2212

さかがみ歯科

海部郡蟹江町蟹江本町字ヰノ割１６-３ＬＭＮＣ蟹江６番館１０３号

0567-95-1182

島崎歯科

海部郡蟹江町富吉４－１０２富吉第二ビル

0567-95-6316

下里歯科医院

愛西市日置町上川田８８

0567-24-7285

すずき歯科

弥富市三稲１－１８

0567-68-2244

タクミ歯科医院

愛西市南河田町八龍５９－３

0567-23-0630

竹内歯科医院

海部郡蟹江町本町４－１２

0567-96-0085

医） 月星歯科クリニック

海部郡蟹江町学戸六丁目８番地

0567-95-6666

医療法人社団爽恵会 西川原歯科医院

海部郡蟹江町城４－３９３

0567-95-3973

はせがわ歯科医院

あま市森七丁目１６ー２

052-441-1423

医）デンタルクリニック服部

海部郡蟹江町本町５－１０９スカイハイツ岩室１Ｆ

0567-95-1200

服部歯科医院

あま市七宝町桂郷内１６３７

052-445-1220

ステップ歯科クリニック

海部郡飛島村服岡４－１２４

0567-52-1828

宮村歯科医院

愛西市大野町山６９番地

0567-32-4137

むらせ歯科

弥富市平島町大脇２９－２

0567-67-5408

医） 森歯科医院

あま市富塚七反地１６－２

052-441-8282

よこい歯科クリニック

海部郡蟹江町須成字下真菰ヶ坪２３９９－４

0567-55-9100

吉田歯科

海部郡大治町花常字中切４５

052-443-4188

渡辺歯科医院

あま市七宝町安松１－８５

052-444-2859

渡辺歯科

海部郡飛島村竹之郷１丁目６０番地

0567-52-0600

しのだ歯科医院

あま市篠田北長無２５－４

052-444-9912
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郡市区

西春日井

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

アマノ歯科

北名古屋市九之坪白山７－１

0568-25-2348

井上歯科医院

北名古屋市鹿田花の木１

0568-23-2633

おおまえ歯科医院

清須市清洲一丁目２１－１３

052-408-0800

岡崎歯科

清須市清洲１１８５ルウ・ノーブル清洲２Ｆ

052-400-7236

おぎた歯科医院

北名古屋市六ツ師道毛１－１

0568-21-4777

おぜき歯科クリニック

清須市上条二丁目１７－８

052-401-8020

かいがわ歯科

北名古屋市西之保犬井１９０

0568-25-4108

加藤歯科医院

清須市西枇杷島町花咲２０

052-504-0118

新清洲歯科医院

清須市新清洲一丁目９－１

052-409-6777

川﨑歯科医院

北名古屋市西之保清水田４４

0568-22-1130

川﨑歯科医院

北名古屋市西之保清水田４４

0568-22-1130

鬼頭西市場歯科医院

清須市西市場六丁目１－６

052-400-0770

とくしげ歯科

北名古屋市徳重土部５６アートスペースヒラノ２階

0568-22-4182

くまざわ歯科

北名古屋市法成寺ツナギ畑１１５－１

0568-24-0505

小塚歯科医院

西春日井郡豊山町豊場字八反１０７名古屋市中央卸売市場北部市

052-903-5377

ごとう歯科

清須市土器野１－２９

052-400-8603

後藤歯科

北名古屋市中之郷北１６

0568-23-7337

後藤歯科

北名古屋市中之郷北１６

0568-23-7337

近藤歯科

清須市桃栄２－２２２

052-409-8389

さかい歯科口腔外科医院

清須市西田中長堀９７

052-401-1182

佐藤歯科医院

北名古屋市熊之庄小烏１５９

0568-23-8818

鈴木歯科医院

西春日井郡豊山町豊場字高前６８

0568-28-4202

関戸歯科医院

北名古屋市鹿田坂巻１３４

0568-24-1833

たけうち歯科医院

北名古屋市片場新町３５

0568-23-2098

建部歯科クリニック

清須市西枇杷島町芳野２－２７

052-502-4250

田中歯科

清須市朝日天王１１

052-409-8241

タナベ歯科クリニック

清須市西枇杷島町東六軒２３

052-503-3559

タナベ歯科クリニック

清須市西枇杷島町東六軒２３

052-503-3559

坪井歯科医院

清須市西枇杷島町住吉４７

052-501-0228

医）東洋会 西春中央歯科

北名古屋市九之坪中町３９

0568-23-0066

西村歯科医院

清須市西枇杷島町城並三丁目１３－１８

052-501-8254

早川歯科クリニック

北名古屋市熊之庄八幡１２７－１

0568-26-4618

はやし歯科

清須市東須ヶ口１６９

052-409-8888

原歯科医院

北名古屋市鹿田５５９－１

0568-25-4188

菱川歯科

北名古屋市鹿田廻間７２

0568-23-9795

西春歯科

北名古屋市鹿田３４９４

0568-23-9511

フカオ歯科医院

清須市土器野２９９－６

052-400-8762

深見歯科

清須市土器野７８７

052-409-2877

普山田歯科医院

清須市西枇杷島町地領一丁目１１－６

052-503-7108

水野歯科医院

北名古屋市片場八瀬の木２１－２

0568-23-2345

水野五条歯科

北名古屋市鍛治ケ一色村内東９４

0568-21-4488

豊山歯科クリニック

西春日井郡豊山町青山字東栄７０

0568-28-6480

山村デンタルクリニック

北名古屋市西之保高野８９

0568-27-2010

えきまえ歯科

北名古屋市九之坪東町７－２

0568-25-2000
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郡市区

豊橋市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

浅井歯科医院

豊橋市老津町字今下４３－１３

0532-23-0023

わたつ橋歯科医院

豊橋市高洲町字高洲１５９

0532-32-6377

伊藤歯科医院

豊橋市町畑町字森田６９

0532-45-5387

浦川歯科医院

豊橋市植田町字車塚４１－２

0532-25-1181

江坂歯科クリニック

豊橋市野依町神明山７０－１

0532-25-7755

大河歯科医院

豊橋市向草間町字北新切５９－１

0532-48-2820

大須賀歯科医院

豊橋市西岩田二丁目６－３１

0532-62-6158

大須賀歯科クリニック

豊橋市小畷町３１１番地

0532-52-8887

草間デンタルクリニック

豊橋市草間町平南１－１

0532-37-7007

太田歯科医院

豊橋市旭本町２７番地

0532-52-4751

岡田歯科

豊橋市横須賀町組替１２－２

0532-52-2400

尾崎歯科

豊橋市東脇２丁目８－６

0532-33-3001

かとうファミリー歯科

豊橋市東岩田３丁目９－８

0532-61-9866

大崎歯科医院

豊橋市大崎町字西里中１６

0532-25-7550

亀井歯科医院

豊橋市築地町２３番地

0532-33-0008

城所歯科医院

豊橋市大橋通一丁目１７－２

0532-52-4507

城所歯科医院

豊橋市大橋通一丁目１７－２

0532-52-4507

木村歯科医院

豊橋市小島町字荒巻１５２

0532-21-3767

きよた歯科

豊橋市草間町字東山１３８

0532-38-8681

小間歯科医院

豊橋市札木町９４番地

0532-53-7208

斉藤歯科医院

豊橋市向山東町１７－２

0532-61-8228

酒井歯科クリニック

豊橋市三の輪町２－９６－１

0532-65-0150

酒井歯科医院

豊橋市八町通１－３０

0532-52-6044

しばもと歯科

豊橋市西幸町字幸８６－１

0532-46-3633

しばやま歯科クリニック

豊橋市池見町６７

0532-69-3770

清水歯科クリニック

豊橋市豊岡町１４６

0532-64-8211

清水歯科医院

豊橋市東脇四丁目２１－１７

0532-31-2924

白井歯科医院

豊橋市羽根井西町３－７

0532-33-4180

神藤歯科

豊橋市つつじが丘３－３８－４

0532-63-8155

鈴木歯科医院

豊橋市東松山町２１番地

0532-52-7091

大清水歯科医院

豊橋市大清水町字大清水３－１１００

0532-25-3210

たかぎ歯科

豊橋市神野新田町字ハノ割１－５１

0532-34-0510

高柳歯科医院

豊橋市東田町４－５

0532-61-8988

立松歯科医院

豊橋市東脇１丁目１９－１０

0532-32-2233

スマイルデンタルクリニック

豊橋市橋良町字向山２０－１

0532-46-9688

恒川歯科医院

豊橋市岩田町宮下１－５

0532-61-2014

寺田歯科医院

豊橋市植田町神戸坂４４－１

0532-39-5541

大村歯科医院

豊橋市下地町境田６５－１

0532-55-5535

中島歯科医院

豊橋市南牛川一丁目８番１０

0532-63-0122

中野歯科医院

豊橋市伝馬町１１７

0532-61-5330

中村歯科医院

豊橋市大清水町字大清水１２８－１

0532-25-2067

つばさ歯科

豊橋市花田町字越水１２４－１ウイングコート花田タウン２

0532-39-7182

林歯科医院

豊橋市柱九番町３１－１

0532-48-1048

原歯科医院

豊橋市南大清水町字元町３４７－３

0532-25-5850

ばんの歯科

豊橋市西岩田六丁目１８－１２

0532-63-6483

医療法人みやび会 ひきた歯科

豊橋市大手町３５

0532-55-1188

彦坂歯科医院

豊橋市駅前大通３－３７

0532-52-4393

さくら歯科クリニック

豊橋市前田南町一丁目２－３

0532-52-8050

藤城歯科医院

豊橋市西小田原町７５

0532-54-5943

松井歯科医院

豊橋市野依台１－３４－１

0532-25-8818

歯科溝口医院

豊橋市東田町字西前山１４４番地の４２

0532-52-6918

みやもと歯科

豊橋市前田南町二丁目14番地の１５

0532-52-8148

むらまつ歯科医院

豊橋市湊町４５

0532-56-0015
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郡市区

豊橋市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

森歯科

豊橋市杉山町いずみが丘４３－５

0532-23-6489

医） 青林会 森歯科医院

豊橋市南大清水町字富士見３７９－１

0532-25-3911

おおすか歯科

豊橋市船町８０

0532-55-4180

やまざき歯科クリニック

豊橋市談合町１２３

0532-54-8635

山本歯科医院

豊橋市下地町二丁目３０

0532-52-8481

山本歯科医院

豊橋市向山台町８－４

0532-53-5316

あけぼの歯科

豊橋市曙町字南松原１４６－１

0532-48-5040

山本歯科医院

豊橋市広小路３－１１

0532-53-2811

35

骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

岡崎

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

安達歯科医院

岡崎市唐沢町一丁目１８番地

0564-26-1131

天野歯科・矯正歯科医院

岡崎市能見通一丁目１０－１

0564-21-0595

フタバ歯科医院

岡崎市岡町字南久保２５－２．２６－２

0564-54-7337

岩瀬歯科医院

岡崎市南明大寺町２－７

0564-53-1418

植田歯科医院

額田郡幸田町芦谷字幸田２８

0564-62-0056

うちだ歯科

岡崎市舞木町字市場６５－１

0564-48-7770

大島歯科クリニック

岡崎市久後崎町字郷東１６-１

0564-71-7025

太田歯科医院

岡崎市井田町３丁目７番地

0564-25-5506

太田歯科医院

岡崎市東蔵前２丁目２番１

0564-45-7744

奥平歯科診療所

岡崎市両町２－４１

0564-22-8204

織田歯科医院

岡崎市稲熊町八丁目４０番地

0564-25-1818

織田歯科医院

岡崎市藤川台３丁目１１７番地

0564-48-7775

柏木歯科

岡崎市宇頭町山の神４０－１

0564-31-5766

加藤歯科室

岡崎市材木町１－２３コメルスビル三階

0564-24-0711

加藤歯科クリニック

岡崎市大平町沢添２５－１

0564-23-1212

神谷浩歯科医院

岡崎市稲熊町字四丁目５３－５

0564-24-8282

神谷歯科医院

岡崎市細川町字長原５２－８

0564-45-5617

医） 川部歯科医院

岡崎市庄司田１丁目１３－１１

0564-53-2160

医） カワムラ歯科医院

岡崎市上和田町字北天白２８

0564-54-3688

医） 金原歯科医院

岡崎市明大寺町川端２０－２大竹ビル四階

0564-24-8230

倉橋歯科医院

岡崎市若宮町３－１

0564-24-1131

小島歯科医院

岡崎市美合町生田１２２番地

0564-51-2125

医） 近藤歯科医院

岡崎市井ノ口新町１２－１９

0564-21-3456

ほっしょうじ歯科

岡崎市法性寺町字柳之内１１－１

0564-54-5956

さかきばら歯科

額田郡幸田町深溝字東五反田１０

0564-62-6161

柴田歯科医院

岡崎市美合町生田２３４

0564-51-5142

島田歯科医院

岡崎市矢作町尊所５５－４

0564-31-5420

島田歯科医院

岡崎市日名中町１７－３０

0564-28-2229

島田歯科医院

岡崎市小呂町字１丁目７６番地

0564-25-7300

清水歯科クリニック

岡崎市材木町１－１

0564-22-2257

須賀歯科医院

岡崎市葵町１－２サンライズ深津２０１号

0564-21-8090

杉本歯科

岡崎市連尺通２－３７

0564-21-0887

杉山歯科医院

岡崎市東蔵前町木平５８

0564-45-2023

すずき歯科医院

岡崎市矢作町字切戸６

0564-31-1211

鈴木歯科

岡崎市森越町字郷前１１－１

0564-34-0505

たかせ歯科

岡崎市上地１－３８－８

0564-54-8217

竹内歯科桜形医院

岡崎市桜形町字福塚４０‐３

0564-84-2771

むつな歯科医院

岡崎市六名二丁目１０番地１５

0564-52-9070

つちや歯科

岡崎市十王町一丁目１３

0564-25-2881

鳥居歯科医院

岡崎市羽根町若宮４－２

0564-51-1773

中村歯科医院

岡崎市上六名三丁目１３－１３浅井ビル一階

0564-53-6733

なべた歯科

岡崎市柱３丁目１１－１３

0564-55-1515

のじまデンタルクリニック

岡崎市薮田二丁目９－８

0564-66-1188

光ケ丘歯科

岡崎市戸崎町藤狭２０－２５

0564-54-9904

林歯科医院

岡崎市洞町東前田３－１２

0564-22-6480

平野歯科クリニック

額田郡幸田町菱池字荒子４－１

0564-63-1122

不破歯科医院

額田郡幸田町芦谷字北屋敷２１－１

0564-62-0173

堀歯科

岡崎市戸崎町字牛転１０－５３

0564-54-5151

前川歯科

岡崎市庄司田１－５－１

0564-54-3600

医療法人 松井歯科クリニック

岡崎市本宿茜１－１－２

0564-48-8181

松本歯科医院

岡崎市土井町字駒之舞２４－３

0564-54-0158

水谷歯科医院

岡崎市真伝町字魂場５６－３

0564-25-1411

みずの歯科医院

岡崎市竜美旭町１１－６

0564-58-3555
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郡市区

岡崎

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

医療法人 宮野歯科

岡崎市伝馬通１－９

0564-24-0321

さんがね歯科

額田郡幸田町深溝字西池田２５

0564-62-7117

村田歯科

岡崎市下青野町字番城６－１

0564-43-3233

六ツ美歯科クリニック

岡崎市中島町字井ノ上６３番地ジャンティ１Ｆ－Ｂ

0564-57-5665

山本歯科医院

岡崎市大樹寺三丁目２－２

0564-21-3367

ヒロデンタルオフィス

岡崎市伊賀町７－３３

0564-65-8214

やまもと歯科醫院

額田郡幸田町久保田字本郷４６－６

0564-63-1171

医） 清和会 和田歯科医院

岡崎市中島町字小園３８－４

0564-43-4868
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郡市区

豊川市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青柳歯科

豊川市上野三丁目５７

0533-85-7735

あだちﾌｧﾐﾘｰ歯科

豊川市蔵子6丁目１０－１５

0533-80-3711

足立歯科クリニック

豊川市御津町西方狐塚７０－１

0533-76-3781

あとだ歯科

豊川市国府町下河原５５－５

0533-87-3404

天野歯科医院

豊川市桜木通１－３５

0533-85-3220

天野歯科医院

豊川市赤坂町山蔭２１５

0533-88-5582

あんとうデンタルクリニック

豊川市下野川町一丁目２７番地

0533-83-1182

伊藤歯科医院

豊川市八幡町大池１７－１６

0533-88-5630

今泉歯科医院

豊川市御津町御馬西４６－２

0533-76-3011

榎本歯科医院

豊川市東豊町5丁目３６番地

0533-89-5605

大谷歯科医院

豊川市一宮町下新切７－１

0533-93-7164

大谷歯科医院

豊川市御津町御馬加美１３１－１

0533-76-2419

岡田歯科医院

豊川市千歳通４－８ハクヨメディックス三階

0533-86-8241

加藤歯科医院

豊川市一宮町栄１５

0533-93-5131

カニエ歯科医院

豊川市新桜町通１－４４

0533-89-9001

かわい歯科

豊川市大堀町２８６

0533-89-6688

川上歯科医院

豊川市中央通２－４４

0533-84-8817

医） 温仁会 川島歯科医院

豊川市中央通４－５７

0533-86-2793

国府歯科医院

豊川市新栄町１－１

0533-88-2700

ひらお歯科

豊川市平尾町前田７４－１

0533-82-2777

小林歯科

豊川市三蔵子町一里塚２７－４

0533-82-0555

ささき歯科クリニック

豊川市麻生田町寺前５－１

0533-65-7033

医） 桃源堂 後藤病院 歯科

豊川市桜木通四丁目１０番２

0533-86-8166

白岩歯科医院

豊川市中央通２－３２

0533-89-3217

杉石歯科クリニック

豊川市国府町桜田７５－１

0533-88-3380

たい歯科クリニック

豊川市寿通二丁目４－１

0533-84-5113

杉石歯科クリニック

豊川市国府町桜田７５－１

0533-88-3380

鈴木歯科

豊川市諏訪二丁目２７７

0533-84-6258

鈴木歯科クリニック

豊川市中条町広口１－１

0533-84-8211

そだ歯科医院

豊川市野口町道下２６－１

0533-89-7733

手島歯科医院

豊川市伊奈町縫殿２６

0533-72-2413

冨安歯科

豊川市南大通四丁目１６番地

0533-85-5508

内藤歯科

豊川市麻生田町大荒子２－１

0533-84-8000

医） 中尾歯科医院

豊川市千歳通１－３８

0533-86-8978

中谷歯科医院

豊川市御油町字八面前１５－２

0533-87-5468

夏目歯科医院

豊川市市田町谷源次１－１

0533-83-2500

平野歯科医院

豊川市山道町２－４２

0533-86-2291

藤井歯科医院

豊川市四ツ谷町二丁目８－１

0533-85-1125

星野歯科

豊川市本野町西浦７

0533-89-5757

医療法人細井歯科 細井歯科医院

豊川市御油町若宮１１

0533-88-4234

みなみ歯科医院

豊川市諏訪３－８５

0533-85-1182

宮内歯科医院

豊川市諏訪西町２－１０７

0533-83-2670

宮地歯科医院

豊川市豊川栄町２９

0533-86-2762

今井歯科医院

豊川市新栄町３－７５－７

0533-88-2649

おとわ歯科医院

豊川市赤坂町大日９８－３

0533-88-6203

山口歯科医院

豊川市下長山町中屋敷５

0533-89-0235

医）桜木歯科

豊川市桜木通五丁目２０－３

0533-86-1100

和久田歯科医院

豊川市蔵子１丁目２６－４４

0533-86-3465

和久田歯科医院

豊川市一宮町上新切３７５－１

0533-93-5848

38

骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

碧南

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

あだち歯科クリニック

碧南市松江町六丁目８３－２

0566-43-3988

わしづか歯科

碧南市旭町二丁目９２番地

0566-42-4433

稲垣歯科医院

高浜市稗田町一丁目６番地９

0566-52-5611

岡田歯科

碧南市浅間町２－１１１

0566-41-1074

おかべ歯科眼科クリニック

高浜市向山町五丁目９－７０

0566-52-7775

中央歯科

碧南市向陽町二丁目４

0566-48-3600

オサダ歯科医院

碧南市源氏町５－２

0566-42-5262

かじかわ歯科

高浜市湯山町６丁目１の１８

0566-52-6456

キララ歯科

高浜市神明町８－１３－９

0566-54-5454

かとう歯科クリニック

高浜市屋敷町４丁目２－１５

0566-54-4488

グリーン歯科

高浜市屋敷町二丁目２－５

0566-53-1515

神谷歯科医院

碧南市田尻町２－１７－２

0566-41-1215

こうじま歯科

碧南市鴻島町5丁目４３

0566-43-3877

小林歯科

碧南市鷲林町４－８９

0566-46-8877

かねます歯科

碧南市源氏町５丁目１７

0566-41-0346

ＹＵＩデンタルクリニック

碧南市作塚町１－３１－２

0566-41-2429

エンゼル歯科

碧南市沢渡町９４－１

0566-46-1012

しずま歯科クリニック

高浜市沢渡町三丁目３－１８

0566-91-8838

松江歯科クリニック

碧南市松江町３－４３

0566-48-3400

杉浦歯科医院

高浜市呉竹町一丁目７－２

0566-52-5000

龍一歯科

碧南市道場山町２－３０

0566-42-6410

衣浦歯科医院

碧南市築山町３－７８

0566-48-0648

医） 昭正会 鈴木歯科医院

高浜市青木町七丁目５番地２１

0566-53-0761

エメラルドデンタルクリニック

碧南市鶴見町一丁目６２－１

0566-91-8461

鶴田歯科医院

碧南市上町２－４

0566-48-3911

新須磨歯科医院

碧南市末広町３－４７

0566-42-5324

医） 真成会 碧歯科医院

碧南市緑町２－８７

0566-48-4343

中根歯科医院

碧南市東浦町４－６１－１

0566-41-1278

医)ｴﾇｱｰﾙ港デンタルクリニック

高浜市二池町一丁目２－３５

0566-52-6666

林歯科医院

碧南市照光町四丁目２５－１

0566-48-7075

ユヤマデンタルオフィス

高浜市湯山町４－１－１３

0566-54-0007

ミシマ歯科・矯正歯科

碧南市入船町３丁目５７－２

0566-48-4181

すずらん歯科

碧南市松本町７７

0566-41-9540

みやち歯科クリニック

碧南市沢渡町１９８－２

0566-46-5222

森歯科医院

高浜市青木町九丁目６番地６

0566-52-0888

森田歯科医院

高浜市沢渡町五丁目５－２

0566-52-2336

盛田歯科医院

碧南市石橋町３－１０７

0566-42-8848

盛田歯科医院

碧南市石橋町３－１０７

0566-42-8848
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郡市区

刈谷市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青島歯科

刈谷市井ケ谷町桜島１１－５

0566-36-6660

泉田歯科医院

刈谷市泉田町神戸９－１

0566-24-2206

石井歯科クリニック

刈谷市東刈谷町３丁目１７－１

0566-63-5811

石川歯科医院

刈谷市半城土町乙本郷１１３

0566-24-1010

磯村歯科医院

刈谷市小山町７－４１０

0566-21-0072

高倉小児歯科医院

刈谷市高倉町二丁目４０６

0566-21-0881

伊藤歯科医院

刈谷市野田町石仏１５

0566-29-0030

いまきた歯科医院

刈谷市高津波町７－７０３

0566-29-2125

いわた歯科

刈谷市板倉町１－６－６エンゼルハイム１Ｆ

0566-24-6480

江坂歯科医院

刈谷市末広町三丁目８－１

0566-23-8258

刈谷ステーション歯科

刈谷市若松町２－１０１みなくる刈谷ＳＣ ２Ｆ

0566-95-8217

加藤歯科医院

刈谷市板倉町二丁目７－５

0566-23-0511

ひまわり歯科

刈谷市高倉町２－８１７

0566-28-6255

小垣江歯科医院

刈谷市小垣江町中伊勢山５－１

0566-23-5515

みゆき矯正歯科

刈谷市御幸町五丁目４０８番地

0566-21-8889

高津波歯科

刈谷市高倉町四丁目５１０

0566-21-8991

神谷歯科医院

刈谷市東陽町１－２３

0566-21-6785

ファミリー歯科医院

刈谷市東境町神田８－１

0566-36-7355

きしもと刈谷矯正歯科

刈谷市相生町１－８－２

0566-24-1188

沓名歯科医院

刈谷市今川町１－８０２

0566-36-0776

小島歯科医院

刈谷市高松町３－７３

0566-24-0162

小谷歯科

刈谷市一里山町金山７３－１

0566-36-4488

医） 逢見会 近藤歯科医院

刈谷市一里山町中本山１５６－１

0566-36-1188

洲原歯科医院

刈谷市井ケ谷町神田５６－１

0566-36-8482

さかい歯科

刈谷市今川町山ノ神１３８－１

0566-35-0802

佐々木歯科医院

刈谷市稲場町３－８０１

0566-21-5510

杉浦歯科医院

刈谷市神明町六丁目１０６‐１

0566-21-7521

刈谷セントラル歯科

刈谷市東境町昭山１２６－２

0566-36-6232

東刈谷歯科医院

刈谷市松栄町三丁目１－３

0566-24-2300

杉崎歯科医院

刈谷市宝町二丁目３－１０

0566-24-0063

医） 重原歯科医院

刈谷市一色町一丁目１－１

0566-23-9066

スズキ歯科医院

刈谷市板倉町一丁目４－２

0566-23-1100

みやび歯科医院

刈谷市中山町２－２５

0566-61-0588

医）ソブエ歯科医院

刈谷市恩田町四丁目１５４－１４

0566-21-8383

たちばな歯科

刈谷市原崎町四丁目３０１

0566-24-0820

医） 田中歯科医院

刈谷市半城土中町3丁目1番地１

0566-22-6482

泉田歯科医院

刈谷市泉田町神戸９－１

0566-24-2206

冨安歯科医院

刈谷市若松町４－２１－１

0566-21-8877

長沢歯科

刈谷市小垣江町池上２２

0566-24-3838

医療法人Ｈ＆Ｔ にしじま歯科

刈谷市一ツ木町四丁目７－８

0566-62-8888

丹羽歯科医院

刈谷市東陽町４丁目３１番地１

0566-21-3101

医） 至誠会 二村医院

刈谷市桜町四丁目２４番地

0566-23-2222

葵歯科医院

刈谷市若松町一丁目４３－１

0566-22-1688

丹羽歯科医院

刈谷市東陽町四丁目３１－１

0566-21-3101

ヨサミデンタルクリニック

刈谷市高須町一丁目１３－２

0566-62-9900

京極歯科

刈谷市広小路三丁目３３番地

0566-21-0211

深津歯科医院

刈谷市野田町新上納１２０－１

0566-27-6471

藤村歯科

刈谷市広小路６－６２

0566-23-8211

ほし歯科クリニック

刈谷市今川町井田４１－３

0566-91-5545

医療法人三浦歯科医院 三浦歯科医院

刈谷市銀座２－６３

0566-21-0055

かきつばた歯科

刈谷市恩田町三丁目１６２－２

0566-21-2211

宮田歯科医院

刈谷市新栄町４－６６

0566-21-0834

みやのデンタルクリニック

刈谷市東刈谷町一丁目９－４

0566-24-6701
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郡市区

刈谷市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

三輪田歯科医院

刈谷市御幸町３－９－１

0566-27-6633

青葉歯科クリニック

刈谷市一ツ木町四丁目５－１７

0566-63-2333

森田歯科医院

刈谷市小垣江町下松１０－４

0566-22-6336

森田歯科医院

刈谷市小垣江町下松１０－４

0566-22-6336

一ツ木歯科医院

刈谷市一ツ木町五丁目１５－１

0566-24-1212

一ッ木歯科医院

刈谷市一ツ木町五丁目１５－１

0566-24-1212

医） 横井歯科医院

刈谷市築地町一丁目１２－１

0566-23-6227

吉江歯科

刈谷市高松町２－３３

0566-22-7700

きぼう歯科クリニック

刈谷市新田町六丁目６－１４

0566-25-8282
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郡市区

豊田加茂

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

芦苅歯科

豊田市御幸本町１－２３４

0565-27-2888

三好ヶ丘歯科

みよし市三好丘二丁目４－２

0561-36-5234

竜神歯科

豊田市竜神町錦１７－２

0565-29-7551

岩田歯科医院

豊田市平戸橋町太戸８３

0565-45-9981

上杉歯科医院

豊田市永覚新町３－４８

0565-71-1717

大島歯科医院

豊田市大島町栄９３番地

0565-53-4141

大澤歯科医院

豊田市高橋町１－４８

0565-88-0031

小倉歯科医院

豊田市明和町四丁目５－１０

0565-27-1252

おざわ歯科クリニック

豊田市浄水町原山３０５－１

0565-44-8388

深見の森歯科

豊田市深見町岩花１０６７－３９

0565-76-6556

加藤歯科医院

豊田市竹元町二ッ池６－７７

0565-52-5077

加藤歯科医院

豊田市堤町御茶屋８

0565-52-3280

元町歯科

豊田市柿本町６丁目４８

0565-26-1010

加藤歯科クリニック

豊田市若宮町一丁目２４－２

0565-33-6661

天王台歯科

みよし市天王台７－８

0561-32-9898

上栗歯科

みよし市三好町夕田１２－１

0561-32-3810

おおたに歯科・こども歯科

豊田市大林町十四丁目１３－１１

0565-28-4618

のぞみ歯科

豊田市竜神町神田７５－７

0565-25-7272

小島歯科

豊田市秋葉町六丁目６－１

0565-34-1991

だいせい歯科医院

豊田市平芝町２－６－７、２－６－８

0565-35-1800

さかきばら歯科

豊田市山之手３－１４

0565-28-7011

すぎやま歯科

豊田市畝部西町伍位２０４

0565-21-5161

鈴木歯科医院

豊田市桜町１－４９

0565-32-0502

神田歯科医院

豊田市神田町２－４－６

0565-33-2111

鴻の巣歯科

豊田市鴻の巣町一丁目１４－１

0565-28-3131

スワ歯科

豊田市若林西町宮下１

0565-52-3054

竹内佐年デンタルオフィス

豊田市錦町１－４３

0565-35-7088

田中歯科医院

みよし市打越町三本松３０番５００

0561-34-6151

田中歯科医院

豊田市花園町新田６２－１４

0565-53-3055

みどり歯科クリニック

豊田市田中町１－１１９－７

0565-29-2720

山之手歯科

豊田市山之手３－５３

0565-27-6580

塚本歯科医院

豊田市日之出町二丁目９－２１

0565-31-7871

上ころもときわ歯科

豊田市上挙母３丁目２５番地

0565-31-8241

寺田歯科

豊田市若林東町沖田８８－３

0565-52-9000

土井歯科医院

豊田市志賀町栃本７３７－１

0565-80-6552

ながた歯科医院

豊田市大林町１２－５－１１

0565-24-8841

中根歯科

豊田市栄生町五丁目４７－１

0565-35-3833

なかね歯科

みよし市三好丘２丁目１－１１

0561-33-0330

三好セントラル歯科

みよし市三好町小坂７５アーバンシティ三好２Ｆ

0561-34-8046

服部矯正小児歯科

豊田市西町六丁目３－７ＫＫビル４Ｆ

0565-34-3456

医） 俊穎会 花木歯科

豊田市明和町二丁目４７－１

0565-28-9090

寿恵野歯科

豊田市鴛鴨町畔畑１１７－３

0565-25-8241

深谷歯科医院

みよし市明知町小池下３１

0561-34-1818

藤井歯科医院

豊田市美里四丁目９－２

0565-89-1810

ふじさわ歯科

豊田市美里六丁目８－１０及１１

0565-89-2151

船井歯科医院

豊田市市木町三丁目２番地４

0565-80-0016

船越歯科

みよし市三好町蜂ケ池９－１０

0561-34-6480

松森歯科

豊田市泉町２－６－２

0565-80-2233

医） 十種会丸子歯科

豊田市東梅坪町八丁目７－６

0565-32-3718

みこしば歯科医院

豊田市上郷町五丁目１４－１０

0565-21-2260

三宅矯正歯科クリニック

豊田市梅坪町1丁目１８－１１

0565-35-6161

宮島歯科

豊田市大林町十二丁目１６－１１

0565-28-8411

宮地歯科医院

豊田市昭和町四丁目８０須賀ビル一階

0565-34-4182

若林歯科

豊田市若林東町棚田１６１－７

0565-53-6844
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郡市区

安城市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

有馬歯科クリニック

安城市篠目町一丁目２－５

0566-71-1181

たかたな歯科

安城市高棚町郷４３９－１

0566-92-4788

いとう歯科

安城市住吉町３丁目１０－２５

0566-97-0355

いぬづか矯正歯科

安城市住吉町六丁目２－６

0566-96-1088

医）大場歯科

安城市明治本町１９－３１

0566-76-3729

よこやま大場歯科医院

安城市横山町大山田中１５番地６

0566-72-0572

秋葉歯科医院

安城市安城町馬池８７－２

0566-76-5222

奥村歯科医院

安城市朝日町１６－１５

0566-76-4114

東栄歯科医院

安城市東栄町五丁目３０－６

0566-96-4343

小野田歯科医院

安城市今池町一丁目１０－１６

0566-97-8362

小野田歯科医院

安城市今池町一丁目１０－１６

0566-97-8362

かいファミリー歯科

安城市住吉町五丁目１４－１１

0566-96-4141

イシバシ歯科医院

安城市里町石橋２１－８４

0566-97-8689

神谷歯科医院

安城市東栄町三丁目８０６－２

0566-98-2223

さくらデンタルクリニック

安城市東町荒井４４－１

0566-99-0145

さくらデンタルクリニック

安城市東町荒井４４－１

0566-99-0145

きとう歯科クリニック

安城市高棚町東山３９－６

0566-92-8241

久保田歯科医院

安城市上条町西荒井１０－１

0566-76-8184

黒田歯科医院

安城市二本木新町三丁目９－１１

0566-76-0437

こんどう歯科

安城市末広町４－１

0566-76-3741

あめちょう歯科医院

安城市緑町一丁目１７－１２

0566-74-1571

榊原歯科クリニック

安城市和泉町中北７８－１

0566-92-3388

坂口歯科医院

安城市二本木新町１－２２－１９

0566-77-7177

さとう歯科医院

安城市篠目町四丁目１１－５メゾンソレイユ１Ｆ

0566-76-1350

北青山歯科

安城市横山町毛賀知９－１

0566-72-5500

杉浦歯科医院

安城市朝日町２１-１３

0566-75-7525

医） 仁鈴会 祥南歯科医院

安城市城南町一丁目１５－５

0566-74-4118

さとまちファミリー歯科

安城市里町中山畑２－１

0566-97-6464

医）杏林会 安城歯科

安城市里町大道寺２－８

0566-97-0788

竹内歯科医院

安城市御幸本町１６－７

0566-77-1122

なのはな歯科医院

安城市篠目町二丁目１０－１４

0566-72-7087

みやこ歯科医院

安城市赤松町本郷２番地

0566-71-0888

都築歯科医院

安城市榎前町北山１３８

0566-92-7778

中川歯科医院

安城市安城町八幡前１６－１５

0566-77-8241

丹羽歯科医院

安城市御幸本町１５－８

0566-76-2561

野村歯科医院

安城市堀内町形谷７１

0566-99-2311

ミノワ歯科医院

安城市三河安城南町二丁目１０－１

0566-75-2289

医） ひょうどう歯科

安城市錦町２００番

0566-79-3918

藤井歯科医院

安城市法連町１８－１０

0566-76-6860

古居歯科医院

安城市百石町二丁目２１－４

0566-77-5115

ほそ川歯科診療所

安城市石井町徳原６０－１

0566-92-6116

しば歯科クリニック

安城市百石町二丁目２５－８

0566-71-4648

前原歯科医院

安城市今池町二丁目１－２６

0566-98-5575

まきの歯科医院

安城市安城町天草７７－５

0566-72-0500

松永歯科クリニック

安城市別郷町荒子９６

0566-71-4182

松本歯科

安城市住吉町一丁目１－２１

0566-98-3000

元家歯科医院

安城市大山町２－３－８

0566-74-5300

平野歯科医院

安城市相生町８－７

0566-76-4720

医） 濱碇会山口歯科医院

安城市桜井町阿原２９－７

0566-99-5501

こもれび歯科

安城市南町２１９

0566-91-4466

大東歯科クリニック

安城市大東町１１－１８

0566-76-3635

医）安城智徳会 横山歯科医院

安城市桜井町新田６６

0566-99-4111

医）安城智徳会 横山歯科医院

安城市桜井町新田６６

0566-99-4111
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郡市区

西尾市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

秋山歯科医院

西尾市吉良町木田宮脇６－５

0563-35-3151

浅岡歯科

西尾市緑町２－３９

0563-54-3560

浅岡歯科

西尾市緑町２－３９

0563-54-3560

今川歯科

西尾市今川町元川原４７－３

0563-57-8001

伊藤歯科クリニック

西尾市国森町郷北９７－３

0563-54-1221

医療法人稲垣レディスクリニック 歯科

西尾市横手町北屋敷４５－３

0563-54-1188

今村歯科医院

西尾市大給町１０９

0563-57-3076

医） 大須賀 大須賀歯科

西尾市鳥羽町未新田２

0563-62-5112

おぎわら歯科

西尾市吉良町荻原大堀合２２－１

0563-32-3833

大竹歯科医院

西尾市吉良町富好新田青鳥７

0563-32-2121

尾沢歯科医院

西尾市伊文町６６

0563-57-2973

医） 育陽会 小沢歯科クリニック

西尾市下町神明下８４－１

0563-56-9922

つるしろ歯科

西尾市伊藤町伊藤前４３

0563-56-8461

神谷光男歯科

西尾市一色町松木島中切３

0563-72-3911

羽角歯科

西尾市下羽角町六反１６

0563-52-4184

すずき歯科

西尾市熊味町南十五夜８４番地

0563-56-6300

新生歯科医院

西尾市寄住町金田５－２

0563-57-1181

田中歯科

西尾市一色町前野新田４６－３

0563-72-1166

米津歯科医院

西尾市米津町久手７２－１

0563-54-5188

判治歯科医院

西尾市吉良町吉田西川畔３６

0563-32-1933

藤田歯科医院

西尾市一色町対米七古新田１０

0563-73-6400

本田歯科医院

西尾市丁田町杢左８

0563-54-5111

山下歯科医院

西尾市一色町味浜東下浜１１－３

0563-72-3230

みずとり歯科医院

西尾市吉良町吉田亥改５３－１

0563-32-4180

湯口歯科医院

西尾市城崎町２－３

0563-57-8811

吉崎歯科医院

西尾市一色町赤羽西乾地１１５

0563-72-8306
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骨粗鬆症連携推進事業協力歯科医
（平成28年7月7日現在）
郡市区

蒲郡市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

とよおか歯科医院

蒲郡市豊岡町平田門２２－２

0533-67-5550

井沢歯科

蒲郡市中央本町２６－１０

0533-69-0476

市川歯科分院

蒲郡市形原町南新田７－１

0533-57-8788

いちのＤＥＮＴＡＬＣＬＩＮＩＣ

蒲郡市形原町北双太山１１４－１

0533-56-0700

伊藤歯科医院

蒲郡市宝町９－１５

0533-68-5286

稲垣歯科医院

蒲郡市三谷町七舗９２

0533-68-3041

いな歯科クリニック

蒲郡市府相町新井前８４３－１

0533-68-1211

医） 稲吉歯科医院

蒲郡市形原町前田１０－２

0533-57-2707

ひかり歯科

蒲郡市三谷町二舗５４－２番地

0533-68-1722

河井歯科医院

蒲郡市神明町２３－４

0533-67-9370

かよ歯科クリニック

蒲郡市大塚町西島１４－１ ２Ｆ

0533-58-2525

寿歯科医院

蒲郡市形原町下市１２－１

0533-57-1080

医） 基裕会 酒井歯科医院

蒲郡市形原町西御屋敷５９－６

0533-57-1511

さとう子供歯科医院

蒲郡市竹谷町泉３４

0533-69-8288

友愛歯科

蒲郡市八百富町１１の６

0533-67-1150

わかば歯科

蒲郡市新井町８－１０

0533-67-6888

鈴木歯科医院

蒲郡市本町８－２０

0533-68-4363

高橋歯科

蒲郡市栄町３－４

0533-67-8714

鳥居歯科医院

蒲郡市西浦町南馬相２８－２９

0533-57-1022

中沢歯科医院

蒲郡市三谷北通三丁目１７７

0533-67-1177

林歯科医院

蒲郡市三谷北通６－１４２

0533-67-4181

平岩歯科医院

蒲郡市金平町堀ノ内２－３

0533-57-8282

堀野歯科医院

蒲郡市旭町２番２号

0533-68-7780

医療法人 松山歯科医院

蒲郡市旭町２１番１４号

0533-68-8731

山田歯科医院

蒲郡市丸山町８－４

0533-68-4375

ヤマト歯科

蒲郡市三谷町東前７８番地の７

0533-67-8448

おおつかファミリー歯科

蒲郡市大塚町産子山４２－３

0533-59-6806
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（平成28年7月7日現在）
郡市区

新城

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

石河歯科クリニック

新城市平井字ノナカ５－１

0536-23-5757

伊藤歯科医院

新城市平井字後田１１－８

0536-23-8020

稲垣歯科

新城市杉山字荒井４９－６

0536-23-3467

今泉歯科

新城市平井字新栄６４－１

0536-24-9900

ホワイト歯科

新城市八幡１５－１

0536-23-3139

太田歯科医院

新城市屋敷１４６

0536-22-0007

つくで歯科

新城市作手高里字木戸口１２－２

0536-37-6006

川合歯科医院

新城市西入船６

0536-22-0619

クリーン歯科

新城市豊島字龍谷５番１９

0536-23-5858

しょうだ歯科

新城市大野字小林１８

0536-32-7555

鳥居歯科医院

新城市西新町５８－１

0536-22-0333

ながた歯科

新城市杉山字野口４４－１３

0536-23-5500

ふるいち歯科

新城市野田字上市場２５－８４７

0536-23-6607

山本歯科診療所

新城市屋敷１７９

0536-22-0724
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郡市区

知立市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

医）磯貝歯科医院知立診療所

知立市堀切二丁目４－１

0566-81-3017

いまむら歯科矯正歯科

知立市昭和９－２

0566-81-0418

知立歯科診療所

知立市本町本４８

0566-81-0306

医）オカダ歯科クリニック

知立市上重原２－６５

0566-84-3113

加藤歯科医院

知立市中町中２３－１

0566-81-0245

加藤歯科医院

知立市中町中２３－１

0566-81-0245

くめの歯科

知立市谷田町西一丁目３－６

0566-83-1184

こんどうファミリー歯科

知立市新林町本林６０－１３

0566-84-4618

杉浦歯科医院

知立市中山町中山１２

0566-81-1111

弘法杉浦歯科医院

知立市弘法町小針下４－７

0566-82-5225

医） 竹内歯科医院

知立市八橋町的場１２９

0566-81-0773

多田歯科医院

知立市牛田町裏新切３１－２０

0566-83-2341

たなか歯科

知立市広見２－４５

0566-84-4888

西中町クリニック

知立市西中町中長１－１

0566-84-3304

とりい歯科医院

知立市池端２－２６

0566-82-5306

医療法人篤美会 野村歯科

知立市内幸町平田１８-４

0566-83-0138

はるた歯科

知立市来迎寺町広海道２８

0566-84-0808

ひらまつ歯科医院

知立市東上重原５－３８

0566-82-0418

藤江歯科医院

知立市昭和４－１９－１

0566-83-0016

グレイスデンタルクリニック

知立市西丘町西丘８２－１

0566-81-8580

三河ふれあい歯科

知立市谷田町川岸２６－４

0566-81-4815
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郡市区

田原市

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

青木歯科クリニック

田原市福江町横井１８－２

0531-33-1139

伊藤歯科医院

田原市浦町西畑１６０－４

0531-22-1104

赤石歯科クリニック

田原市東赤石２丁目９２番地

0531-23-7300

おおかわ歯科

田原市東赤石４－２１

0531-22-4182

かわい歯科

田原市神戸町前畑２－２

0531-24-0080

木村歯科医院

田原市田原町晩田２４－１

0531-22-0404

すずき歯科

田原市神戸町新大坪１３５

0531-23-0033

惣卜歯科医院

田原市赤羽根町東瀬古５３

0531-45-2066

惣卜歯科医院

田原市赤羽根町東瀬古５３

0531-45-2066

仲谷歯科

田原市赤石４－２７

0531-23-2327

医） 花井歯科医院

田原市田原町椿３０－１１

0531-23-1661

清栄歯科クリニック

田原市保美町丸池９５－１

0531-33-0657

ヒラノ・デンタル・オフィス

田原市加治町南恩中４番５番合併地

0531-22-6477

田原歯科クリニック

田原市田原町新清谷８６－１

0531-23-1626

平野歯科医院

田原市田原町萱町７６

0531-22-0214

ふくしま歯科医院

田原市福江町堂前５２－６ファミリーセンター一番街

0531-37-1182

藤井歯科医院

田原市赤羽根町西瀬古６４

0531-45-2123

医） 山内歯科医院

田原市田原町築出１８－１

0531-23-1525

鈴木歯科医院

田原市福江町沢４６

0531-32-0239
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郡市区

北設楽郡

医療機関名

診療所住所

診療所_TEL

伊藤歯科医院

北設楽郡設楽町田口字小木山３－１

0536-62-1461

よつば歯科クリニック

北設楽郡東栄町本郷字久保田８０－１

0536-76-1303

マツモト歯科

北設楽郡設楽町田口字下杉平１０－２

0536-62-2105

山富歯科医院

北設楽郡設楽町津具字行人原８－５

0536-83-2010
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