平成31年度仙台市妊婦歯科健康診査登録医療機関名簿
令和元年8月1日現在

※ 予約制となっていますので、必ず電話等で予約してから受診してください。

青葉区
医療機関名

所在地

電話

旭ヶ丘佐藤歯科

旭ヶ丘1-1-11

英士デンタルクリニック

医療機関名

所在地

電話

022-275-8007 きまち歯科クリニック

木町9-22

022-219-8858

旭ヶ丘1-42-45

022-301-6448 かんざき歯科医院

木町通1-1-18

022-263-1386

旭ヶ丘ジュン歯科

旭ヶ丘3-2-3

022-301-1707 菱沼歯科

木町通1-2-30

022-261-6215

あやし小野歯科

愛子中央2-9-19

022-392-0648 仙台ときわ歯科

木町通1-3-15

022-223-1022

郷家歯科医院

愛子中央

022-391-7822 エイコデンタルケア

木町通1-6-28

022-797-5250

ひろせ歯科

愛子東1-8-7

022-398-4655 杜の都中央歯科クリニック

木町通1-6-32

022-211-1090

鈴木章歯科医院

愛子東3-14-4

022-392-1318 ｐｍｊ木町通デンタルクリニック

木町通2-3-28

022-234-5550

駒形歯科医院

荒巻中央1-10

022-275-3355 国見歯科クリニック

国見2-9-5

022-272-7777

あらまき歯科医院

荒巻中央15-27-108

022-278-3040 くにみ野さいとう歯科医院

国見4-2-1

022-276-2525

歯科ソレイユ

荒巻本沢2-11-11

022-719-6620 花岡歯科医院

熊ヶ根字町一番5-4-1

022-393-2468

歯科ニュージャパン

一番町1-3-1

022-227-8110 百合デンタルクリニック

栗生4-13-15

022-391-7280

やながわ歯科医院

一番町1-16-21

022-267-0528 ヤブキデンタルオフィス

栗生6-11-5

022-796-6795

歯科アイランド

一番町2-5-22

022-711-8020 コンバイ歯科医院

国分町3-8-3

022-268-9129

猪苗代歯科

一番町3-3-1

022-223-8327 渡辺デンタルクリニック

米ヶ袋1-1-14

022-227-9161

マサキデンタルクリニックPlatinum Office

一番町3-3-6

022-398-9877 佐々木歯科クリニック

米ヶ袋1-2-6

022-264-2862

あだち歯科医院

五橋1-1-45

022-712-8268 川平たくま歯科

桜ヶ丘1-5-5

022-279-5571

イノマタデンタルクリニック

五橋1-6-2

022-266-0022 千葉歯科クリニック

桜ヶ丘3-8-7

022-279-4983

ごとう歯科

五橋1-7-15

022-266-4181 太田歯科クリニック

桜ヶ丘5-39-16

022-277-2217

五橋デンタルクリニック

五橋2-11-1

022-346-7558 千葉デンタルオフィス

三条町16-10

022-727-6480

大手町かわた歯科

大手町6-19

022-399-8295 光歯科

子平町15-25

022-234-0033

さくらい歯科医院

霊屋下2-10

022-393-6480 はやし歯科医院

子平町15-39

022-219-5153

エルム歯科医院

小田原5-3-42

022-261-9047 千葉歯科医院

昭和町2-19

022-272-9756

おちあい歯科医院

落合1-17-17

022-392-8078 北仙台タナカ歯科・タナカこども歯科クリニック 昭和町4-3

022-779-5263

宮内歯科医院

落合1-17-45

022-392-5515 中條幸一デンタルオフィス

昭和町5-36

022-271-5322

西仙台歯科医院

落合1-18-5

022-392-6838 北仙台山口デンタルクリニック

昭和町5-50

022-725-8180

はた歯科・こども歯科

落合5-25-53

022-391-8688 やまもと歯科

台原1-2-5

022-725-3101

山田歯科医院

折立3-3-12

022-226-2777 台原駅前歯科

台原3-29-35

022-276-7757

あおば歯科クリニック

花京院1-1-30-202

022-262-3521 千曲歯科医院

台原5-17-3

022-275-1203

すがの歯科医院

花京院2-2-72

022-222-5958 松尾歯科医院

高松2-11-74

022-234-5504

柏木歯科医院

柏木1-5-19

022-275-8241 定禅寺デンタルクリニック

立町26-13-２F

022-263-6480

北八番丁デンタル

柏木1-6-18

022-341-9888 エスパル仙台デンタルNeo

中央1-1-1

022-355-8439

上杉サダデンタルオフィス

上杉1-5-21

022-726-1202 ささゆき歯科クリニック

中央1-6-27

022-266-6884

ルミエールデンタルクリニック

上杉1-7-20

022-796-3948 今野歯科医院

中央1-7-18

022-263-3840

伊藤矯正歯科クリニック

上杉1-7-25

022-213-8541 イノマタデンタルクリニック

中央3-1-1

022-343-8566

東田歯科クリニック

上杉1-11-7

022-261-8735 高橋歯科小児クリニック

中央3-1-13

022-267-6060

かみすぎハート歯科クリニック

上杉1-12-16

022-265-6480 髙橋歯科医院

中央3-1-13

022-222-8539

山崎歯科医院

上杉2-2-34

022-223-3616 すがや歯科医院

中央3-1-19

022-721-4155

悠の杜歯科診療所

上杉2-4-21

022-395-6585 曽矢矯正歯科クリニック

中央3-2-16

022-268-1417

アーバン歯科クリニック

上杉3-3-17

022-211-8848 長池デンタルクリニック

中央3-4-2-2F

022-223-8808

上杉歯科クリニック

上杉5-1-1

022-217-0015 岡部歯科医院

中央3-4-20

022-262-5655

木下デンタルクリニック

上杉5-8-47

022-265-2290 東京歯科

中央4-1-3

022-266-1510

かめおか歯科

川内亀岡北裏丁6

022-268-1091 たかはし歯科医院

中央4-9-15

022-227-1296

舘歯科医院

川平2-19-3

022-346-8143 地域医療機能推進機構仙台病院

堤町3-16-1

022-275-3111

飛田歯科医院

北山3-1-15

022-273-0103 ヨシノデンタルクリニック

東照宮2-2-7

022-352-8008

鹿島デンタルオフィス

通町2-17-9

022-233-8077 丸森歯科医院

広瀬町2-5

022-223-1221

たいら歯科医院

中江2-1-2-2F

022-722-8020 はちまん歯科医院

広瀬町4-8-215

022-723-1430

1/4

医療機関名

所在地

電話

西原歯科医院

中山2-1-18

梅津歯科医院

医療機関名

所在地

電話

022-303-6480 勾当台公園歯科

二日町2-6

022-263-5128

中山4-20-12

022-279-1717 デンタルフラッグ・ステージ二日町

二日町7-6

022-721-0731

中山歯科

中山6-6-45

022-279-1024 二日町歯科クリニック

二日町8-1

022-302-5971

みなみ歯科クリニック

中山7-2-31

022-719-8288 岡歯科医院

二日町13-22-402

022-222-1246

ねもと歯科クリニック

中山台1-11-4

022-303-4311 ナオキ歯科医院

本町1-1-1

022-711-3871

錦ヶ丘歯科クリニック

錦ヶ丘1-3-1

022-392-0654 本町歯科医院

本町1-11-1

022-261-0367

田村歯科医院

錦町1-13-17

022-223-6588 さなだ歯科クリニック

本町1-12-2-2F

022-225-5928

仙台青葉クリニック

支倉町1-31

022-223-8871 錦町公園歯科医院

本町2-12-1

022-223-3001

子平町歯科医院

八幡2-16-15

022-234-4041 ササモリデンタルクリニック

本町2-13-13

022-265-9181

いいづか歯科

八幡3-1-50

022-342-0314 勾当台デンタルクリニック

本町2-16-15-2F

022-352-8881

今井デンタルクリニックおとなとこどもの歯科

八幡3-3-10

022-797-4652 歯科ハーフムーン

本町3-2-3

022-264-4826

大内歯科医院

八幡3-4-5

022-224-0440 じゅん歯科クリニック

南吉成2-9-2

022-277-4188

萌芽の森クリニック・歯科

八幡3-13-5

022-268-5441 まさみ歯科

南吉成3-1-23

022-277-3688

ゆうデンタル北仙台クリニック

葉山町1-26-1F

022-725-7561 南吉成歯科医院

南吉成4-14

022-277-3277

山下歯科クリニック

東勝山2-23-14

022-275-8452 ラージデンタルクリニック

大町1-3-7-2F

022-209-2392

いずみ歯科医院

東勝山3-8-15

022-717-6567 ブランチ仙台歯科

桜ヶ丘7-40-1-2F

022-347-4618

三浦歯科医院

広瀬町5-7

022-222-7868

医療機関名

所在地

電話

所在地

電話

宮城野歯科医院

銀杏町18-10

022-293-6170 鶴ヶ谷歯科医院

燕沢2-17-37

022-252-5141

藤田歯科医院

出花2-3-3

022-259-6575 ぽぷら歯科クリニック

燕沢東1-6-19

022-252-6477

斎藤歯科医院

岩切今市67

022-255-6611 東仙台歯科クリニック

鶴ヶ谷2-1-18

022-252-8855

あやこ歯科クリニック

岩切字今市東295-2

022-255-1184 もりや歯科

鶴ヶ谷2-8-7

022-252-5418

岩切歯科医院

岩切字洞ノ口108-7

022-255-9835 佐々木歯科医院

鶴ヶ谷3-8-1

022-251-0713

杉山歯科クリニック

岩切字洞ノ口229-1

022-255-1881 佐々木ファミリー歯科

鶴ヶ谷8-1-20

022-388-3880

安田歯科医院

岩切分台3-3-8

022-797-5110 アップル歯科クリニック

鶴ヶ谷北1-17-1

022-252-5610

わかみや歯科

岩切字若宮前46-1

022-396-2535 さくらい歯科医院

鶴ヶ谷東4-7-2

022-252-5550

岡田歯科医院

岡田字南在家91-3

022-258-3000 くりばら歯科医院

鉄砲町西1-13

022-349-8176

五輪歯科医院

五輪2-10-7

022-297-3166 太郎丸歯科医院

名掛丁203-2

022-293-5780

カワムラ歯科クリニック

幸町2-22-27

022-297-1130 にがたけホワイト歯科

苦竹1-4-45

022-236-4444

杜の歯科クリニック

幸町5-10-1

022-293-8755 山田歯科医院

原町1-2-36

022-291-8457

村上歯科医院

栄2-23-8

022-258-7614 ひまわりデンタルクリニック

原町2-2-13-1

022-353-7631

ツルタ歯科クリニック

栄4-9-11

022-786-5775 原町歯科医院

原町2-3-58

022-295-7085

自由ヶ丘歯科クリニック

自由ヶ丘8-28

022-251-7005 千葉歯科医院

原町3-7-2

022-256-4798

しらとり歯科医院

白鳥1-2-25

022-258-8210 コスモス齒科クリニック

東仙台1-7-28

022-388-2551

山内歯科医院

新田2-1-23

022-236-1676 うねおか歯科クリニック

東仙台2-18-56

022-355-8217

玉木歯科クリニック

新田東1-8-4

022-231-8511 おいかわ歯科医院

東仙台4-3-6

022-297-0081

まさこ歯科クリニック

新田東1-10-1

022-788-3386 クレア歯科クリニック

東仙台4-14-8

022-290-0045

新田東歯科クリニック

新田東3-1-5

022-236-8101 川村歯科医院

福田町1-2-3

022-259-3022

くるみ歯科医院

仙石26-1

022-254-5326 高砂歯科クリニック

福室2-6-24

022-259-7711

岩谷歯科医院

高砂1-1-15

022-259-5688 石井歯科矯正歯科医院

福室3-2-48

022-259-7377

佐々木歯科医院

高砂1-20-13

022-259-9351 たかはし歯科

福室5-1-12

022-387-8241

スガワラ歯科クリニック

高砂1-307-3

022-254-8998 郷家第一歯科医院

福室7-1-22

022-258-0072

田村隆歯科医院

田子2-42-14

022-388-8508 サトウ歯科・クリニック

平成1-23-23

022-238-4188

田子歯科医院

田子3-3-7

022-259-8141 長谷歯科クリニック

枡江10-23

022-291-6480

Avenue Dental clinic

榴岡1-2-10

022-291-7707 歯科ナチュール

宮城野1-1-2-2F

022-355-8848

仙台中央歯科医院

榴岡1-7-15

022-293-1153 T&T Dental office

宮城野1-2-45

022-256-8018

つつじがおか歯科・矯正歯科

榴岡3-11-13

022-792-7521 ひだまりデンタルクリニック

岩切字三所南107-1

022-255-7575

ノーブルデンタルクリニック仙台

榴岡4-2-3

022-253-6141 色川歯科医院

福田町1-10-37

022-259-4145

小野歯科医院

榴岡4-12-5

022-299-8055

宮城野区
医療機関名

2/4

若林区
医療機関名

所在地

電話

あーる歯科クリニック

荒井1-18-14

小野寺歯科医院

医療機関名

所在地

電話

022-395-6370 こうやま歯科医院

志波町2-17

022-235-1087

荒井2-5-6

022-287-2787 ほんま歯科

新寺4-4-10

022-256-5110

田沼七郷歯科クリニック

荒井5-19-5

022-288-4618 大岸歯科クリニック

土樋244

022-266-6270

たけしま歯科医院

荒井７-2-13

022-290-6690 東部団地金野歯科医院

鶴代町6-3-1F

022-231-4584

あらいファミリー歯科

荒井東1-8-4

022-778-3799 村上歯科医院

遠見塚3-15-20

022-286-6335

佐瀨歯科医院

荒町16

022-267-0141 よしゆき歯科医院

遠見塚東1-15

022-781-1565

やおいた歯科

荒町123-3F

022-796-3041 すぎやま歯科クリニック

中倉2-1-14

022-762-9556

荒町さとう歯科医院

荒町145

022-796-4678 うえき歯科クリニック

なないろの里3-1-13

022-781-8825

佐藤歯科医院

伊在1-3-5

022-288-1646 仙台十七歯科医院

なないろの里3-5-6

022-354-1719

太紀デンタルクリニック

伊在1-9-1

022-766-9265 仙台歯科医院

二軒茶屋2-3

022-257-7778

坪田歯科医院

石垣町14-2

022-222-4826 入野田歯科医院

舟丁62-11

022-227-5367

にった歯科口腔外科クリニック

沖野3-2-52

022-285-7500 さいとう歯科医院

南小泉3-12-15

022-286-5800

マコトデンタルオフィス

沖野3-18-10

022-282-6480 安藤歯科クリニック

南材木町49

022-225-1828

卸町中央歯科

卸町4-3-1

022-232-8063 やしま歯科医院

大和町2-8-1

022-239-0801

ピア歯科医院

蒲町東5-1

022-285-4623 あわの歯科

大和町3-17-1

022-782-8228

かばの町歯科医院

蒲町東13-9

022-288-0648 やまと歯科クリニック

大和町5-15-11

022-231-3625

沖野歯科

上飯田1-6-25

022-285-0466 郷家第二歯科医院

連坊2-9-16

022-349-8477

あきデンタルクリニック

上飯田2-5-30

022-285-6444 みどりの杜歯科

連坊小路135

022-224-5078

松井歯科医院

上飯田4-13-17

022-289-5533 六郷いわまつ歯科

六郷15-18

022-289-4273

ひらた歯科クリニック

河原町1-1-5

022-395-8211 あいはら歯科医院

六丁の目西町3-41

022-288-6116

ちば歯科医院

河原町1-3-38

022-227-8838 ドリームデンタルクリニック

六丁の目元町16-1-3

022-288-1181

猪苗代歯科

河原町1-5-15

022-227-1132 堀歯科医院

若林3-4-59

022-285-0771

薬師堂歯科

木ノ下4-2-16

022-781-7133 あかつき歯科クリニック

若林4-1-5

022-352-4178

八代歯科クリニック

三百人町22

022-285-0777 六丁の目歯科医院

六丁の目中町7-77-1F

022-288-5927

ひまわり歯科医院

白萩町28-22-1F

022-231-8518

医療機関名

所在地

電話

所在地

電話

丹野歯科医院

秋保町湯向27-12

022-398-2285 メイプル歯科

中田4-15-14

022-741-3068

歯科アリア太子堂駅前

あすと長町3-10-20

022-248-8020 むつみ歯科医院

中田6-6-15-6

022-306-4441

新井川歯科クリニック

泉崎1-29-14

022-743-6480 しらさき歯科クリニック

中田町字東57-1

022-797-0061

松陵歯科医院

上野山2-17-3

022-243-0246 エンゼル歯科

長町1-5-1

022-249-1775

こころ歯科クリニック

大野田4-1-7

022-397-8841 長町病院附属歯科クリニック

長町1-6-9

022-308-2383

アイボリー歯科クリニック

大野田5-5-10

022-797-0868 あべ長歯科医院

長町5-2-40

022-304-3033

八木山南歯科

鈎取3-25-5

022-245-6480 新沼歯科医院

長町6-12-20

022-246-0465

鈎取歯科医院

鈎取本町1-10-38

022-245-7577 ララガーデン長町歯科診療室

長町7-20-5

022-399-7790

やぎた歯科医院

鈎取本町1-21-1

022-243-6480 ながまち・えがお歯科矯正歯科

長町8-21-1

022-246-1182

鹿野クレメント歯科

鹿野2-4-25

022-226-8118 仙台こども矯正歯科

長町南1-9-15

022-399-6656

斎藤歯科医院

鹿野2-12-10

022-246-2502 長町南歯科医院

長町南3-1-1

022-249-6939

鹿野デンタルクリニック

鹿野3-20-14

022-247-1015 おかざき歯科クリニック

長町南4-5-3

022-249-1418

柴崎歯科医院

恵和町1-3

022-229-8239 ブリアンス歯科

長町南4-19-11

022-748-1788

郡山歯科クリニック

郡山3-18-3

022-249-6480 西多賀歯科クリニック

西多賀1-22-13

022-243-6871

武山歯科クリニック

四郎丸字大宮38-4

022-241-0418 畠山歯科医院

西多賀2-6-41

022-245-5512

四郎丸・サトウ歯科

四郎丸渡道13-1

022-242-6471 佐藤歯科医院

西多賀4-10-26

022-245-3365

しほデンタルクリニック

富沢3-3-50

022-307-1077 福田歯科医院

西中田4-12-34

022-242-7040

なのはな歯科

富沢4-6-1-205

022-308-1182 富澤歯科医院

西中田5-11-5

022-242-5725

富沢ささき歯科医院

富沢南1-28-2

022-246-5671 佐藤仁彦歯科医院

西中田6-17-21

022-741-4183

加納ファミリー歯科

富沢南2-12-3

022-307-5888 せせらぎ歯科クリニック

西の平2-39-47

022-397-6570

高橋歯科医院

中田3-1-46

022-241-0007 日本平歯科医院

日本平20-20

022-743-9029

浅沼歯科医院

中田4-12-7

022-242-2678 みどり歯科医院

東中田4-16-2

022-306-8241

太白区
医療機関名
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医療機関名

所在地

電話

菅野歯科医院

東中田5-5-35

アンドデンタルクリニック

医療機関名

所在地

電話

022-242-6480 八木山歯科

八木山本町1-35-1

022-229-4429

東中田6-10-7

022-395-7877 スガワラデンタルオフィス

八木山松波町2-43

022-228-1562

宮田歯科クリニック

袋原字台25-6

022-306-6788 八木山南おおだいら歯科

八木山南3-3-1

022-226-8661

鈴木歯科医院

緑ヶ丘2-2-10

022-247-8195 のりファミリー歯科

柳生4-4-37

022-398-7244

向山ファミリー歯科

向山3-10-1

022-214-4618 大山歯科医院

柳生4-16-1

022-242-3235

もにわファミリー歯科クリニック

茂庭字新御所川62

022-393-8036 AKASAKA Dental Office赤坂歯科

山田字田中前184

022-243-8255

えまた歯科医院

茂庭台1-11-23

022-281-3322 いのうえ歯科クリニック

山田本町11-13

022-743-7333

茂庭台歯科

茂庭台3-29-26

022-281-3741 あすと長町歯科

あすと長町2-2-10-2F

022-746-8241

つのだ歯科医院

茂庭台4-23-5

022-281-4182 スズカンデンタルオフィス

郡山6-4-1

022-226-8959

須和部歯科医院

八木山本町1-5-1

022-229-0066 岸川デンタルオフィス

富田字京ノ北72-153B-51L 022-393-4182

すずめ歯科

八木山本町1-13-6

022-305-3033

医療機関名

所在地

電話

ハート歯科クリニック

旭丘堤2-12-18

黒松駅前歯科クリニック

泉区
医療機関名

所在地

電話

022-727-8777 パーク歯科医院

高森4-2-455

022-378-1388

旭丘堤2-21-1

022-275-6480 大久保歯科

高森6-8-4

022-777-5350

こわだ歯科医院

泉ヶ丘1-21-22

022-772-5580 高森歯科クリニック

高森8-1-1

022-378-9575

長尾歯科医院

泉ヶ丘5-15-23

022-374-1231 長命あべ歯科

長命ヶ丘2-3-17

022-378-4575

泉ステーション歯科

泉中央1-7-1

022-343-1152 長命ヶ丘グリーン歯科クリニック

長命ヶ丘3-2-7

022-378-1580

典デンタルクリニック

泉中央1-34-4

022-772-8417 笹原歯科医院

長命ヶ丘3-26-40

022-378-8068

いずみ中央矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ

泉中央2-12-4

022-373-8845 園部歯科医院

長命ヶ丘4-15-19

022-378-6107

とがし歯科クリニック

泉中央3-29-7

022-343-5414 菅原歯科医院

鶴が丘1-56-26

022-375-8211

泉中央さいとう歯科

泉中央4-2-2

022-373-7788 泉パークタウン寺岡デンタルクリニック

寺岡1-2-14

022-777-6480

あいすデンタルクリニック

泉中央南6

022-725-6480 ふるた歯科クリニック

南光台2-8-23

022-233-6623

みうら歯科クリニック

市名坂字御釜田142-5

022-374-9771 畑岡歯科医院

南光台2-17-15

022-234-1188

東北第一歯科クリニック

市名坂字中道100-9

022-218-2588 南光台ささき歯科医院

南光台7-34-30

022-252-7457

市名坂歯科医院

市名坂字原田3-14

022-375-0011 さいとう歯科

南光台東1-11-10

022-252-1166

ひろ歯科

大沢1-5-1

022-344-6489 まえだこ歯科医院

南光台南1-1-3

022-253-3321

めぐろ歯科クリニック

桂3-1-5

022-373-6480 きくち歯科クリニック

南光台南3-4-3

022-251-6211

桂歯科クリニック

桂3-35-1

022-343-8658 あべ歯科

南光台南3-29-9

022-252-1341

たけうち歯科

上谷刈1-7-28

022-776-4618 虹の丘デンタルクリニック

虹の丘2-3-15

022-375-4680

本間記念東北整形外科・東北歯科

上谷刈4-9-22

022-771-8668 根白石歯科医院

根白石字町東38

022-379-4708

歯科こまきクリニック

上谷刈向原21-3

022-772-2355 泉MK歯科クリニック

野村字菅間前52-5

022-373-0020

菊田歯科医院

加茂4-4-1

022-378-6010 大屋歯科クリニック

野村字筒岫屋敷7-1

022-772-1182

やまだけいこ歯科クリニック

加茂4-13-7

022-342-5488 デンタルクリニックこばやし

松森字陣ヶ原11-26

022-341-6811

ただ歯科クリニック

北高森3-1

022-377-2350 クニデンタルクリニック

松森字新田182

022-776-9229

しぶい歯科医院

黒松2-17-16

022-728-6061 アイデンタルクリニック

南中山1-27-357

022-277-8277

向陽台歯科医院

向陽台4-2-4

022-374-1150 たなか歯科医院

南中山1-39-1

022-303-0207

ソラナデンタルクリニック

向陽台4-24-21

022-374-7702 いずみ中山歯科

南中山2-12-7

022-376-2931

イオデンタルクリニック

将監1-5-11

022-372-2012 紫山歯科医院

紫山2-32-9

022-378-9483

はぎ歯科クリニック

将監9-12-10

022-773-9022 杜の都のはいしゃさん

紫山4-20-10

022-342-6467

髙橋歯科

将監10-6-1

022-773-6686 青柳歯科医院

八乙女2-12-4

022-374-3434

トキデンタルクリニック

将監13-7-5

022-771-1288 まつざき歯科医院

八乙女4-12-5

022-374-6222

どんぐり歯科

将監殿2-1-1

022-772-5657 たがみ歯科クリニック

八乙女中央1-4-20

022-218-6789

泉将監歯科医院

将監殿3-1-1

022-218-6821 八乙女歯科

八乙女中央1-6-15

022-375-4581

こえだ歯科医院

松陵3-27-4

022-371-4555 青葉こどもと親の歯科医院

八乙女中央3-2-20

022-773-7322

松陵歯科医院

松陵5-4-1

022-375-4288 いがらし歯科医院

山の寺1-10-4

022-371-5928

住吉台歯科医院

住吉台東1-2-4

022-376-2552 五十嵐小児科・U歯科

高森4-2-536

022-777-0648

Ｍ’ｓデンタルクリニック

高玉3-6

022-773-6483 八乙女スマイル歯科

八乙女4-1-16

022-773-8497

ながさわ歯科医院

高森2-1-7

022-377-9156
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