
所在地 Tel

おぎ原歯科医院 七間町13-10 252-4897

可知歯科医院 西草深町31－13 245－4620

小林歯科医院 両替町2-4-2-4F 272-6480

地方職員共済組合静岡県庁診療所 追手町9-6東館15F 221-2397

是永歯科医院 上石町5-6 252-4581

セキネ歯科クリニック 安東1-7-3 209-5115

チワタ歯科医院 呉服町2-1-3 252-5410

遠山歯科医院 上石町7-3 252-5395

トリス歯科 七間町3-4-3F 255-0703

原歯科医院 安東1-5-22 245-3122

森田歯科医院 安東1-22-25 247-7238

山元歯科医院 紺屋町7-7-5F 254-0011

新通 八木歯科医院 駒形通2-7-13 252-3895

駒形 今村歯科医院 新通2-1-20 253-0543

ニシナ歯科医院 田町1-1-3 252-7409

塚田歯科医院 土太夫町17-1-2F 271-5511

尾崎歯科医院 北番町90 271-5430

八田歯科医院 北番町142-3 255-1245

ヤマシタ歯科医院 末広町65-1-1F 272-5855

いいやま歯科 鷹匠3-2-4 -１Ｆ 209-1180

片山歯科クリニック 鷹匠1-1-1-5Ｆ 271-8228

かわした歯科クリニック 鷹匠1-3-11 250-0118

高林歯科医院 鷹匠2-11-11 253-7446

久永歯科医院 音羽町23-13 272-8148

八木歯科 伝馬町3-1-4F 251-4151

音羽歯科クリニック 音羽町20-12 251-3011

麻生歯科クリニック 春日町2-12-5-2F 264-8299

あおば歯科クリニック 緑町7-18 209-1110

吉川歯科医院 上足洗1-8-60 247-8000

安東 吉野歯科医院 大岩2-26-13 245-2292

くりやま歯科 大岩4-24-1 246-4554

山内歯科医院 北安東4-28-31 248-4327

スマイル歯科クリニック 岳美9-23 245-2044

杉山歯科医院 竜南3-16-25 209-1155

安竹歯科医院 北安東1-29-1 246-6333

赤堀歯科医院 南沼上2-13-1 263-7858

田中歯科 川合3-3-13 264-1311

五井歯科医院 古庄3-19-34 261-8501

土屋歯科医院 千代田7-9-38 263-6305

根本歯科医院 沓谷5-13-5 208-1991

麻機 麻機歯科医院 北1-3-1 247-7108

トヨタ歯科医院 瀬名中央4-7-15 264-2244

長井歯科口腔外科 瀬名中央4-5-65 267-2221

井宮 牧野歯科医院 籠上11-1 251-7522

わかば歯科クリニック 新伝馬3-23-32 250-8194

クリスタル歯科 新伝馬3-3-7 253-6666

賤機南 きたじま歯科医院 上伝馬12-30 271-1180

高橋歯科医院 安倍口新田68-3 296-6302

木下医院歯科 与左衛門新田39-10 296-0015
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所在地 Tel

森下 オリエント歯科医院 南町9-1-3F 281-8488

リンデン歯科 大坪町14-13 283-2030

多田歯科医院 馬渕3-1-17 282-1011

やまだ歯科 馬渕2-11-6 286-6400

富士見 サニー歯科医院 有東3-9-24 285-7164

深沢歯科医院 中村町202-3 288-0834

やよい歯科医院 中村町12-3 281-0048

新通 佐塚歯科クリニック 宮本町8-32 286-6936

田野歯科医院 西脇994-1 283-0026

歯科・ファーストスマイル 西脇302　1F 284-4864

増井歯科医院 中島705-24 285-5877

大森歯科医院 敷地1-15-20 236-6661

かくた歯科医院 宮武2-16-22 237-2005

大里東 たなか歯科クリニック 高松1817－1 237－7110

いしかわ歯科 豊田1-4-7 285-4520

中島歯科医院 曲金3-5-37 282-9212

はじめ歯科医院 曲金4-13-7 282-2552

鳥巣歯科医院 池田243-3 263-5322

羽田歯科医院 小鹿856-3 284-1611

東源台 寺尾歯科医院 国吉田4-6-30 261-6242

大谷 若尾歯科医院 大谷3696-15 237-1122

狩野歯科 みずほ1-26-3 258-1204

スミス歯科医院 東新田1-1-46 256-4416

メロディー歯科 東新田1-11-26 258-6558

むろい歯科医院 みずほ2-17-10 257-0005

八木歯科東新田クリニック 東新田4-11-16 258-7555

藤本歯科医院 用宗4-6-24 256-0418

吉川歯科クリニック 用宗4-16-10 259-5011

北村歯科医院 丸子4-19-1 259-1523

土井歯科医院 丸子1-6-68 256-5611

長田北 近藤歯科医院 手越122-5 259-9617

川原 グリーンデンタルクリニック 下川原8-3 257-2628
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所在地 Tel

志茂野歯科医院 秋吉町2-41 366-6812

高尾歯科 辻5-1-40 364-3881

江尻 佐々木歯科医院 江尻町10-12 366-5449

朝浪歯科医院 入江1-8-28 366-5459

望月歯科 桜橋町2-1 365-6561

朝波歯科医院 上清水町3-10 351-0321

天野歯科医院 巴町10-9 353-1484

河村歯科医院 万世町1-6-29 352-5457

安倍歯科医院 千歳町2-8-1 352-2954

井川歯科医院 神田町1-37 352-7270

エガワ歯科医院 梅田町2-1 351-1271

あさみ歯科医院 清水町6-15 352-9993

東海歯科 堂林2-15-16 352-7328

船越 安藤歯科クリニック 木の下町215 345-0446

不二見 オオタキ歯科医院 緑が丘町18-43 335-8241

駒越 鈴木歯科 駒越南町1-11 335-6767

中根歯科医院 折戸5-1-11 336-1818

宮城島歯科医院 三保312-9 334-2401

飯田 つかはら歯科医院 下野西3-20 364-8889

高部 クリタ歯科医院 押切1165-1 348-3677

グリーン歯科 天王南4-20 364-8714

おおつか歯科 押切1704 347-9177

タムラ歯科 石川新町1-20 364-8244

岩上歯科医院 有度本町3-17 345-8032

うちの歯科クリニック 鳥坂1207-1 348-8188

まさ歯科クリニック 長崎732 348-5086

河村歯科医院 草薙3-5-20 347-1402

瀧歯科医院 谷田1-1 345-7766

本間歯科医院 草薙1-8-3 345-2709

ほりば歯科 草薙3-13-7 340-3596

袖師 西久保歯科 西久保165-42 366-5139

大関歯科医院 興津中町87 369-0418

大塔歯科クリニック 八木間町1701 369-3434

樋口歯科医院 興津本町217 369-0427

小島 坂本歯科医院 小島町256-1 393-2108

蒲原東 折原歯科医院 蒲原新栄145-2 385-4180

平田歯科医院 由比町町屋原156-3 375-5255

望月歯科医院 由比432-4 376-0072
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