
歯科医院名 町名 電話 歯科医院名 町名 電話

青沼歯科医院 大岩町 41-0505 加藤歯科医院 中浜町 48-9981

あがた歯科医院 中岩田２ 69-1180 かどその歯科医院 弥生町 46-0151

安形歯科医院 牟呂町 48-2248 金子歯科医院 弥生町 45-7166

赤西デンタルクリニック 野依町 26-0080 かみのわ歯科医院 神ノ輪町 48-0202

あけぼの歯科 曙町 48-5040 亀井歯科医院 築地町 33-0008

浅井歯科医院 老津町 23-0023 からさわ歯科 中郷町 33-1800

朝倉歯科医院 新栄町 33-1616 かりん歯科 上野町 46-4855

あさひな歯科 小向町 33-9233 かわい歯科 植田町 25-3315

あしはら歯科医院 芦原町 29-8355 カワイ歯科クリニック 入船町 47-4811

東田いしはら・デンタルクリニック 東郷町 64-8018 河合歯科医院 西岩田4 62-6711

あらい歯科 平川本町2 62-1182 きたやま歯科クリニック 弥生町 39-1415

有賀歯科医院 大山町 38-0024 城所歯科医院 大橋通1 52-4507

飯田歯科医院 石巻本町 88-5888 木下歯科医院 東幸町 63-2266

五十嵐歯科医院 牟呂町 48-5354 木村歯科医院 小島町 21-3767

いとう歯科 中野町 45-3157 きよた歯科 草間町 38-8681

伊藤歯科医院 新川町 52-5446 キララ歯科 大岩町 65-7566

伊藤歯科医院 町畑町 45-5387 黒田歯科医院 花田二番町 31-8915

上松歯科医院 東松山町 54-6570 K's Dental Clinic 花田二番町 31-8417

ウチダ歯科 飯村南4 63-1813 こぬま歯科クリニック 東岩田２ 66-5666

浦川歯科医院 植田町 25-1181 小林歯科医院 中岩田1 62-9311

江坂歯科クリニック 野依町 25-7755 小間歯科医院 札木町 53-7208

往完町歯科 往完町 31-3000 こもぐち歯科 菰口町５ 75-7722

大河歯科医院 向草間町 48-2820 こんどう歯科 柱七番町 38-8922

大久保歯科医院 新本町 55-3637 近藤歯科医院 花田二番町 34-3222

大崎歯科医院 大崎町 25-7550 斉藤歯科医院 向山東町 61-8228

大澤歯科クリニック 東森岡1 88-1130 酒井歯科医院 八町通1 52-6044

大清水歯科医院 大清水町 25-3210 酒井歯科クリニック 三ノ輪町2 65-0150

おおすか歯科 船町 55-4180 さかうえ歯科医院 東田町 52-6845

大須賀歯科医院 西岩田2 62-6158 坂田歯科医院 曙町 45-6434

大須賀歯科クリニック 小畷町 52-8887 坂根歯科医院 井原町 63-2032

おおすみ歯科 南大清水町 26-0035 さかまき歯科 佐藤3 64-6000

太田歯科医院 旭本町 52-4751 さくら歯科クリニック 前田南町1 52-8050

太田歯科医院 多米中町1 62-8110 佐々木歯科医院 牛川通5 53-6471

太野歯科クリニック 向山町 39-3311 澤本歯科医院 下地町 54-2511

大村歯科医院 下地町 55-5535 三本木歯科矯正歯科 三本木町 45-5005

岡田歯科 横須賀町 52-2400 歯科　小林医院 南島町1 57-6880

おかもと歯科医院 天伯町 39-1411 歯科　溝口医院 東田町 52-6918

小笠原歯科医院 多米中町４ 61-9777 しばもと歯科 西幸町 46-3633

尾崎歯科 東脇2 33-3001 柴本歯科クリニック 小向町 31-4182

おの歯科クリニック 前田町2 39-8469 しばやま歯科クリニック 池見町 69-3770

加子歯科医院 向山大池町 63-7777 清水歯科医院 東脇4 31-2924

かとうファミリー歯科 東岩田3 61-9866 清水歯科クリニック 豊岡町 64-8211

加藤歯科医院 呉服町 52-5694 白井歯科医院 羽根井西町 33-4180

（2歳児歯科健康診査･妊産婦歯科健康診査・歯周病検診）
*受診の際は、事前に医療機関へお問合せください。

歯科検診実施医療機関一覧



*受診の際は、事前に医療機関へお問合せください。
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白井歯科医院 松葉町2 52-5721 はる歯科クリニックはまみち 浜道町 29-4182

神藤歯科 つつじが丘３ 63-8155 ばんの歯科 西岩田６ 63-6483

すがぬま歯科 東幸町 65-8800 東脇デンタルクリニック 東脇３ 34-0302

すぎうら歯科 菰口町５ 33-3171 疋田歯科医院 駅前大通1 54-1541

杉田歯科医院 中松山町 55-5600 ひきた歯科 大手町 55-1188

すずきファミリー歯科 牧野町 39-8400 彦坂歯科医院 駅前大通３ 52-4393

すずき歯科クリニック 二川町 41-5670 平野歯科医院 町畑町 45-5738

鈴木歯科医院 中柴町 52-6827 広小路歯科 牛川通２ 55-9284

鈴木歯科医院 東松山町 52-7091 ヒロデンタルクリニック 山田二番町 48-0648

スマイルデンタルクリニック 橋良町 46-9688 藤城歯科医院 西小田原町 54-5943

積善病院　歯科 二川町 41-0800 ふたがわかわい歯科 雲谷町 41-7052

曽我歯科医院 高師町 45-6072 豊生病院　歯科 多米西町1 63-1158

鷹丘デンタルクリニック 東小鷹野４ 74-8052 巻田歯科医院 西小鷹野３ 63-3418

たかぎ歯科 神野新田町 34-0510 まつい歯科 忠興２ 65-8500

高師ほんごう歯科クリニック 高師本郷町 39-8220 松井歯科医院 野依台１ 25-8818

高柳（伍）歯科医院 老松町 54-0562 マツイデンタルクリニック 石巻本町 88-3388

高柳歯科医院 東田町 61-8988 まつば藤城歯科医院 松葉町３ 53-3535

高柳歯科クリニック 飯村北１ 64-2938 松本歯科医院 東小鷹野３ 61-5421

タケオ歯科医院 飯村北２ 63-4551 まつやま歯科 つつじが丘２ 64-5955

立松歯科医院 東脇１ 32-2233 丸尾歯科クリニック 呉服町 52-1825

恒川歯科医院 岩田町 61-2014 水谷歯科医院 中原町 41-6078

つばさ歯科 花田町 39-7182 みなみ歯科クリニック 三本木町 46-3737

TZデンタルクリニック 飯村町 39-8148 三宅歯科医院 大橋通２ 55-5585

寺田歯科医院 植田町 39-5541 みやもと歯科 前田南町２ 52-8148

デンタルクリニック大場歯科 大岩町 41-5688 みゆき歯科医院 東幸町 63-8300

天伯歯科医院 天伯町 47-1245 向山歯科 向山大池町 55-1099

※豊橋キッズデンタルクリニック 向山町 39-7680 村木デンタルオフィス 向山町 51-6480

豊橋歯科 三本木町 45-1118 ※村田小児歯科 春日町2 61-1414

中島歯科医院 南牛川１ 63-0122 むらまつ歯科医院 湊町 56-0015

中野歯科医院 伝馬町 61-5330 村松歯科医院 藤沢町 37-5333

中野歯科医院 松葉町３ 52-3433 森歯科 杉山町 23-6489

中村歯科 二川町 41-8555 森歯科医院 南大清水町 25-3911

中村歯科医院 大清水町 25-2067 山口歯科医院 前田町１ 53-3310

成田記念病院　歯科 羽根井本町 31-2167 やまざき歯科クリニック 談合町 54-8635

西村歯科医院 小池町 45-3861 山田歯科医院 向山大池町 53-7565

ハエル歯科クリニック 三ノ輪町 21-5666 山本歯科 牟呂大西町 32-0808

はが歯科クリニック 前芝町 35-0108 山本歯科医院 下地町 52-8481

芳賀歯科医院 柱二番町 46-8188 山本歯科医院 広小路３ 53-2811

長谷川歯科医院 八町通４ 52-4661 山本歯科医院 向山台町 53-5316

服部歯科医院 浜道町 48-3939 よしだがたファミリー歯科クリニック 吉川町 32-6628

服部歯科医院 東松山町 53-5994 若林歯科医院 曙町 48-3767

花中歯科クリニック 花中町 33-5615 わたつ橋歯科医院 高洲町 32-6377

林歯科医院 柱九番町 48-1048 渡辺歯科医院 東小鷹野４ 63-8444

原歯科医院 南大清水町 25-5850 ※2歳児歯科健康診査のみ実施しています。


