
市町名 医院名 院長 診療所所在地 電話番号

正式名称（医療法届出正式名称） 開設者名 所在地 住民案内用電話番号

賀茂郡松崎町 松崎歯科診療所 清水　高子 賀茂郡松崎町伏倉５２０－３ 0558-42-2625

賀茂郡西伊豆町 堀内歯科医院 堀内　幸雄 賀茂郡西伊豆町仁科２１３－１　朝倉ビル 0558-52-4180

賀茂郡河津町 石原歯科医院 石原　　忍 賀茂郡河津町浜１８０番地の３ 0558-34-0034

賀茂郡西伊豆町 長嶋歯科医院 長嶋　　敦 賀茂郡西伊豆町仁科３６２ 0558-52-1187

伊東市 菊池歯科医院 菊池　光彦 伊東市吉田１１８－１ 0557-45-4988

熱海市 泉デンタルクリニック 橋本　恒雄 熱海市泉８２－１ 0465-63-6980

熱海市 熱海歯科クリニック
医療法人社団

彩明会
熱海市田原本町４－１６　伊東園ホテル熱海館２Ｆ 0557-86-4618

熱海市 医療法人社団愛歯科診療所
医療法人社団
愛歯科診療所

熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６Ｆ 0557-83-2184

熱海市 愛歯科原田診療所 原田　博己 熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６Ｆ 0557-85-8020

田方郡函南町 藤井歯科医院 藤井　慶子 田方郡函南町桑原８８０－１４６ 055-979-8501

伊豆の国市 ビタミンＢ歯科
医療法人社団

顕正会
伊豆の国市南條２１４－１ 055-940-3300

三島市 イイヅカ歯科医院 飯塚　信明 三島市壱町田７２－７ 055-988-1414

三島市 フレンズ歯科
医療法人社団

顕正会
三島市松本２６８番５　エムエスコーポ１階 055-982-6600

裾野市 ハミング歯科
医療法人社団

顕正会
裾野市茶畑28-1 055-952-1040

駿東郡清水町 ドリーム歯科
医療法人社団

顕正会
駿東郡清水町伏見５９４－３ 055-983-1110

駿東郡長泉町 矢部歯科医院　桜堤診療所
医療法人社団

久正会
駿東郡長泉町上土狩７０－１ 055-988-8108

駿東郡長泉町 医療法人社団久正会矢部歯科医院長泉診療所 矢部　久雄 駿東郡長泉町南一色 055-989-4849

御殿場市 オレンジ歯科御殿場
医療法人社団

詠光会
御殿場市神場７４０－４０　１階 0550-88-8286

御殿場市 ビタミンＦ歯科
医療法人社団

顕正会
御殿場市東田中１０１５－１　キミサワ御殿場使船塚店２階 0550-81-1118

御殿場市 マリーン歯科
医療法人社団

顕正会
御殿場市茱萸沢１２２６－４ 0550-88-0310

沼津市 中江歯科クリニック 中江　英彦 沼津市岡宮９７３－５ 055-926-2555

沼津市 医療法人社団　久正会　矢部歯科医院香貫診療所 矢部　久雄 沼津市下香貫馬場４８７－６ 055-931-1991

沼津市 ライオン歯科
医療法人社団

顕正会
沼津市共栄町２０－６ 055-927-2700

沼津市 エクセル歯科
医療法人社団

顕正会
沼津市原町中２－１３－２６ 055-969-2020

沼津市 もちづき歯科医院 望月　宣秀 沼津市大塚８７１－５ 055-968-6200

沼津市 おおひら歯科 潮木　和也 沼津市大平１８１１－３ 055-933-4618

沼津市 ひまわり歯科 横山　脩英 沼津市中瀬町１０－１１ 055-933-0648

沼津市 松永歯科 松永　章代 沼津市八幡町２－２ 055-963-8814

沼津市 雲野歯科医院 雲野　孝 沼津市山王台１番６号 055-963-6231

沼津市 川口歯科医院 川口　不二夫 沼津市高島町２１－２　川口歯科ビル 055-921-5086

富士市 さくらぎ富士歯科 加藤　園子 富士市横割１－１７－３０駅南ハイツ１階西側

富士市 千葉歯科クリニック 千葉　朋義 富士市厚原１１９　アクロスプラザ富士厚原 0545-30-9541

富士市 ビタミン歯科富士厚原診療所
医療法人社団

顕正会
富士市厚原７７５－１ 0545-73-2220

富士市 メロディー歯科
医療法人社団

顕正会
富士市今泉８丁目１６番３７号 0545-54-2100

富士市 松おか歯科 古川　紘一 富士市松岡１５４２－１ 0545-62-1139

富士市 あおば歯科医院 兼坂　秀一 富士市青葉町３７７ 0545-64-7006

富士市 あきやま歯科 秋山　順史 富士市中野１７５－６ 0545-35-6800

富士市 ビタミン歯科
医療法人社団

顕正会
富士市伝法３０８７－２ 0545-55-0005

富士市 ビタミン歯科八幡町診療所
医療法人社団
顕正会　理事

富士市八幡町６－３ 0545-65-6100

富士宮市 みむら歯科医院 三村喜一郎 富士宮市下条７１番地の５ 0544-58-3811
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富士宮市 みやはら歯科医院 佐藤　隆宏 富士宮市宮原３７７－１ 0544-25-4711

富士宮市 はまなか歯科
医療法人社団

顕正会
富士宮市小泉２３３－４ 0544-22-1410

富士宮市 ビタミン歯科朝日町診療所
医療法人社団

けんせい
富士宮市朝日町６－２３ 0544-21-1110

静岡市清水区 ガリバー歯科
医療法人社団

顕正会
静岡市清水区天神一丁目６－１１ 054-371-6006

静岡市清水区 大野歯科医院 大野　剛児 静岡市清水区蒲原新田二丁目１３－２ 054-388-2648

静岡市清水区 松下歯科 伊藤かおり 静岡市清水区八木間町1764 054-369-1100

静岡市清水区 ビタミンＡ歯科
医療法人社団

顕正会
静岡市清水区蒲原新栄322-11 0545-55-0005

静岡市清水区 ビタミンＥ歯科
医療法人社団

顕正会
静岡市清水区春日1-2-17 054-355-0010

静岡市葵区 たかはし歯科医院 高橋　冨代 静岡市葵区新富町６－５－７ 054-252-4184

静岡市葵区 ｄｅｎｔａｌ　ｏｆｆｉｃｅ　ｋｏｍｕｋａｉ 小武海　裕樹 静岡市葵区東草深町２１－３ 054-209-1333

静岡市葵区 つかもと歯科 塚本　幸志郎 静岡市葵区柚木９０－９　ＭＳビル２階 054-262-9911

静岡市葵区 なお歯科医院 渋谷　直志 静岡市葵区長沼2-15-13 054-295-9907

静岡市葵区 山本歯科医院 山本　正哉 静岡市葵区駒形通2-2-4 054-252-1366

静岡市駿河区 敬天堂歯科サウスクリニック 村岡　良介 静岡市駿河区稲川一丁目１番１０号　コモドベルデ２Ｆ 054-285-0836

静岡市駿河区 森西歯科医院 森西　信夫 静岡市駿河区見瀬２５３ 054-282-0710

静岡市駿河区 小長井歯科 小長井信治 静岡市駿河区向敷地１１４９－８ 054-256-6001

静岡市駿河区 医療法人社団大栄会　静岡デンタルクリニック
医療法人社団

大栄会
静岡市駿河区小鹿一丁目２０番１７号 054-286-1110

静岡市駿河区 歯科・ファーストスマイル 原田　孝行 静岡市駿河区西脇３０２レモン下 054-284-4864

静岡市駿河区 小嶋デンタルクリニック 小嶋　隆三 静岡市駿河区石田三丁目１１番３２号 054-654-1020

静岡市駿河区 コスモ歯科
医療法人社団

顕正会
静岡市駿河区中田本町６－１８　アマノビル２Ｆ 054-289-7070

静岡市駿河区 大森歯科医院 大森　　知 静岡市駿河区敷地１－１５－２０ 054-236-6661

静岡市駿河区 エンジェル歯科
医療法人社団

顕正会
静岡市駿河区北丸子１－５－５ 054-268-2200

焼津市 丸山歯科医院
医療法人社団
すずかけの木

焼津市相川１０６１－１ 054-662-0120

焼津市 たなか歯科 田中　和康 焼津市中根新田１２４９ 054-623-5959

焼津市 もも歯科
医療法人社団

新緑会
焼津市小川新町２-１-１８ 054-620-1270

焼津市 西焼津八木歯科クリニック 八木　兵衛 焼津市西焼津２２－３ 054-620-2288

藤枝市 ふくろう歯科 小倉　章暢 藤枝市水守２丁目１４－６ 054-643-2960

藤枝市 すぎやま歯科医院 杉山　　仁 藤枝市青葉町４丁目２－１７ 054-636-6480

島田市 レインボー歯科
医療法人社団

顕正会
島田市東町２６４３－１ 0547-34-2020

牧之原市 ファミリー歯科
医療法人社団

桜樹会
牧之原市大沢８３１－５ 0548-52-5520

榛原郡川根本町 山本歯科医院 山本　正哉 榛原郡川根本町徳山８５２ 0547-57-2120

榛原郡川根本町 小澤歯科医院
医療法人社団

白歯会
榛原郡川根本町下長尾２５６－４ 0547-56-0023

御前崎市 浜岡ファミリー歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
御前崎市池新田５４５９－１ 0537-63-0700

御前崎市 はまおか歯科 前田　陽水 御前崎市池新田６００５番地の４ 0537-86-6480

菊川市 菊川ファミリー歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
菊川市加茂３２３５番地 0537-37-2200

菊川市 すずき兄弟歯科医院 鈴木　浩嗣 菊川市赤土１２５５－２ 0537-73-0222

掛川市 大須賀歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
掛川市横須賀９０３－５ 0537-48-0900

掛川市 かけがわ中央歯科 前田　陽水 掛川市御所原１８－１０ 0537-23-4618

掛川市 いさき歯科クリニック 尾澤　　誠 掛川市小貫１４５０－１ 0537-63-2200

掛川市 掛川ファミリー歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
掛川市大池３８５－１ 0537-22-4500

掛川市 まつ歯科 松浦　秀之 掛川市大池2764-1 0537-62-1186
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掛川市 小野田歯科医院 小野田好宏 掛川市柳町５８－２ 0537-22-2406

掛川市 たまり歯科 岩内　浩司 掛川市満水１２－１６ 0537-25-7887

周智郡森町 仲町歯科医院
医療法人社団

明好会
周智郡森町森３３４－１ 0538-85-0888

袋井市 袋井第一歯科 大庭　　豊 袋井市葵町２丁目１－５ 0538-42-6688

袋井市 嶺田歯科医院 嶺田　　久 袋井市松原１５６７－１ 0538-23-3253

袋井市 袋井ファミリー歯科クリニック
医療法人桜樹

会
袋井市上山梨４－１－２ 0538-49-5300

袋井市 ほりこし歯科 堀江　邦夫 袋井市堀越１丁目３－１６ 0120-461-894

袋井市 みやた歯科こども歯科クリニック 宮田　大司 袋井市鷲巣１３５－１８ 0538-67-8011

磐田市 医療法人社団日吉会牧野歯科医院
医療法人社団

日吉会
磐田市見付２９０９－３５ 0538-35-5554

磐田市 医療法人社団日吉会牧野歯科医院豊岡診療所
医療法人社団

日吉会
磐田市神増５６－１ 0539-62-1108

磐田市 あき歯科クリニック 鈴木　章彦 磐田市中泉４９７－１　天平のまち２階 0538-33-8405

磐田市 ビタミンＣ歯科
医療法人社団

顕正会
磐田市中泉６７５－１ 0538-39-2002

磐田市 サイトウ歯科 齋藤　滋子 磐田市中泉３７５リベーラ磐田１１１ 0538-39-2070

磐田市 鳥之瀬歯科クリニック 村上　吉人 磐田市鳥之瀬１２４－１ 0538-33-4181

磐田市 さいとう歯科クリニック 齋藤　直人 磐田市海老塚６１４ 0538-36-7735

浜松市中区 浜松葵ファミリー歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
浜松市中区葵西三丁目２５－１ 053-414-1300

浜松市中区 加藤歯科診療所 加藤　寛次 浜松市中区寺島町１６６ 053-453-2582

浜松市中区 深谷歯科医院 深谷　卓也 浜松市中区助信町１７－３８ 053-471-6706

浜松市中区 医療法人社団倖夕会松山デンタルオフィス 松山　康正 浜松市中区西伊場町６１－１９ 053-458-0018

浜松市中区 三愛歯科医院
医療法人社団

桜樹会
浜松市中区南浅田二丁目１８－２７ 053-442-8200

浜松市中区 弘田訪問歯科 弘田　泰久 浜松市中区和合町（訪問拠点） 090-3309-8005

浜松市天竜区 龍山歯科診療所 小澤　亨司 浜松市天竜区龍山町大嶺５８１ 053-969-0338

浜松市東区 ベル歯科クリニック 鈴木　典史 浜松市東区半田山５丁目２２－３ 053-435-7060

浜松市東区 春山歯科クリニック 春山　紘輝 浜松市東区大瀬町４５３ 053-431-5615

浜松市東区 はんだ歯科医院 坂東　高志 浜松市東区半田山1丁目２２－３ 053-401-5517

浜松市浜北区 しんデンタルクリニック 谷本　　真 浜松市浜北区西美薗２５２７ 053-584-3939

浜松市浜北区 ポプラ歯科医院
医療法人社団

白彗会
浜松市浜北区中瀬７１３６－９８ 053-588-2233

浜松市浜北区 医療法人社団大栄会　浜松デンタルクリニック
医療法人社団

大栄会
浜松市浜北区貴布祢４５３ー７ 053-585-8100

浜松市北区 みかん歯科クリニック 松岡　誠明 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日８６番地の１ 053-524-2970

浜松市北区 神山歯科医院 神山美津夫 浜松市北区三方原町９７２－１ 053-436-6480

浜松市北区 医療法人社団祐志会はつおい歯科室
医療法人社団

祐志会
浜松市北区初生町２３５－５－１階 053-477-7007

浜松市北区 三ヶ日歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
浜松市北区三ヶ日町岡本８２１－１ 053-528-0333

浜松市西区 一瀬歯科医院 一瀬　晃志 浜松市西区舞阪町弁天島２６５８－４６ 053-592-1647

浜松市南区 渡瀬ファミリー歯科クリニック
医療法人社団

桜樹会
浜松市南区渡瀬町４０３　クレールノダ１Ｆ 053-468-0551

湖西市 鈴木歯科医院
医療法人社団

厚友会
湖西市岡崎２２５４－２２ 053-578-3022
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