
医療機関名 歯科医師名 郵便番号 所在地 電話番号

新潟市　北区

北村歯科医院 北村　信隆 950-3124 新潟市北区三軒屋町15-31 025-259-2627

萩原歯科医院 萩原　弥 950-3135 新潟市北区つくし野2-1-1 025-259-8101

こうの歯科医院 河野　雅之 950-3304 新潟市北区木崎2761-36 025-282-7959

本間歯科医院 本間　信策 950-3315 新潟市北区朝日町2-1-2 025-386-1414

やまだデンタルクリニック 山田　久弥 950-3323 新潟市北区東栄町1-12-9 025-388-1111

冨田歯科医院 冨田　晃 950-3325 新潟市北区白新町2-4-21 025-387-2216

常木歯科医院 常木　哲哉 950-3325 新潟市北区白新町2-7-13 025-387-2050

安達歯科医院 安達　和夫 950-3326 新潟市北区柳原4-1-12 025-386-6400

新潟市　東区

浅見歯科医院 駒形　功 950-0011 新潟市東区向陽2-10-2 025-271-0250

みるく歯科クリニック 鈴木　利枝 950-0012 新潟市東区有楽1-7-1 025-272-2100

くぼた歯科クリニック 久保田　千華子 950-0021 新潟市東区物見山2-13-19 025-271-6868

ないとう歯科医院 内藤　義隆 950-0021 新潟市東区物見山2-35-19 025-270-2218

ふじみ歯科 山垣　和子 950-0024 新潟市東区河渡1-4-15 025-271-7575

あさひとう矯正＆こども歯科クリニック 朝日藤　寿一 950-0025 新潟市東区藤見町2-4-14 025-279-4187

田代歯科クリニック 田代　正孝 950-0027 新潟市東区松和町8-21 025-274-4182

ふなえ歯科医院 桑原　密雄 950-0031 新潟市東区船江町2-10-1 025-270-1888

アイル歯科医院 昆　はるか 950-0036 新潟市東区空港西2-16-23 025-369-5376

とみい歯科医院 富井　信之 950-0036 新潟市東区空港西2-20-18 025-379-7737

ほんま歯科・小児歯科クリニック 本間　裕章 950-0052 新潟市東区秋葉通2-106-38 025-250-6480

岡田歯科医院 岡田　朋子 950-0055 新潟市東区北葉町13-4 025-273-0240

ひらのデンタルクリニック 平野　慎一朗 950-0066 新潟市東区長者町15-23 025-270-8080

平歯科医院 平　秀幸 950-0803 新潟市東区中興野5-51 025-275-5353

いしざき歯科 石﨑　裕子 950-0813 新潟市東区大形本町5-3-20 025-275-5522

服部歯科医院 服部　康雄 950-0836 新潟市東区東中野山1-2-13 025-276-7330

小野歯科医院 小野　滋 950-0836 新潟市東区東中野山3-10-15 025-277-5035

おおとりい歯科クリニック 大鳥居　淳 950-0837 新潟市東区若葉町1-20-41 025-256-8241

はやつ歯科クリニック 早津　誠 950-0842 新潟市東区もえぎ野2-5-19 025-278-5288

もえぎの歯科 川島　直志 950-0842 新潟市東区もえぎ野3-12-10 025-276-7776

やまざき小児歯科 山﨑　博史 950-0843 新潟市東区粟山2-1-20 025-276-1181

佐藤歯科医院 佐藤　定雄 950-0843 新潟市東区粟山4-1-21 025-276-5455

佐藤歯科医院 佐藤　昌尚 950-0853 新潟市東区東明1-8-9 025-286-1175

にわ歯科医院 丹羽　博己 950-0861 新潟市東区中山2-10-15 025-271-2400

スマイル歯科おざき 尾﨑　豊実 950-0861 新潟市東区中山6-3-35　ｅ-メディカルプラザ3F 025-278-9311

かのまた歯科 鹿又　真一 950-0861 新潟市東区中山8-1-10 025-288-5569

伊東歯科医院 伊東　宗明 950-0861 新潟市東区中山8-27-11 025-271-4970

新潟医療生活協同組合　木戸病院 星名　由紀子 950-0862 新潟市東区竹尾4-13-3 025-273-2151

小黒歯科医院 小黒　友彦 950-0864 新潟市東区紫竹5-19-15　ボ・ヌール・トワＶ　1Ｆ 025-241-6480

あゆかわ歯科医院 鮎川　幸雄 950-0871 新潟市東区山木戸4-7-7 025-250-8110

宇賀村歯科医院 宇賀村　勇亮 950-0872 新潟市東区牡丹山3-1-14 025-271-0123

富樫歯科医院 富樫　正利 950-0872 新潟市東区牡丹山2-6-1 025-272-0101

桑原歯科医院 桑原　秀也 950-0885 新潟市東区下木戸2-14-10 025-270-5200

なかきど歯科 小川　有 950-0886 新潟市東区中木戸216-4 025-271-0222

たけと歯科クリニック 吉田　剛人 950-0892 新潟市東区寺山2-2-10 025-270-6211
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いしやま歯科医院 石山　泰士 950-0893 新潟市東区はなみずき2-6-20 025-272-7018

まるデンタルクリニック 丸山　敬正 950-0893 新潟市東区はなみずき2-14-20 025-271-1000

新潟市　中央区

沼垂すずらん歯科 岡本　桂子 950-0075 新潟市中央区沼垂東1-7-12 025-244-6510

金子医科歯科医院 金子　康弘 950-0085 新潟市中央区長嶺町3-18 025-245-8537

りんご歯科医院 澤口　正俊 950-0087 新潟市中央区東大通2-2-18　タチバナビル1階1号室 025-255-6480

てじま歯科医院 手島　秀之 950-0088 新潟市中央区万代1-2-14　シルバー流通ビル501 025-241-3623

浅妻歯科医院 浅妻　康幸 950-0088 新潟市中央区万代1-2-3　コープ野村万代2Ｆ 025-241-0557

高瀬歯科 高瀬　和喜 950-0088 新潟市中央区万代2-3-34　万代グレース101 025-243-0900

ノエルデンタルクリニック万代 山田　一穂 950-0088 新潟市中央区万代4-1-6　新潟あおばビル2F 025-243-6480

かも歯科クリニック 加茂　芳江 950-0908 新潟市中央区幸西1-5-20　メゾン八千代1Ｆ　 025-244-5818

渡辺歯科医院 渡辺　学 950-0908 新潟市中央区幸西3-2-1 025-244-2366

ほんま歯科クリニック 本間　麻奈美 950-0911 新潟市中央区笹口1-1-1　プラーカメディカルスクエア 025-240-0422

岡田歯科医院 岡田　康孝 950-0912 新潟市中央区南笹口1-10-7 025-243-0875

八木歯科医院 八木　正直 950-0913 新潟市中央区鐙1-11-17 025-245-6341

エクセレント歯科クリニック新潟医院 佐藤　大志 950-0914 新潟市中央区紫竹山1-2-5　TMビル2F 025-250-7662

宮本歯科医院 宮本　重雄 950-0915 新潟市中央区鐙西1-10-15　石黒ビル2Ｆ 025-243-3433

いくの歯科医院 幾野　博 950-0915 新潟市中央区鐙西2-18-14 025-245-0414

野村歯科医院 野村　隆 950-0916 新潟市中央区米山6-1-12 025-240-7800

かなや歯科クリニック 金谷　一彦 950-0921 新潟市中央区京王2-1-10 025-288-6487

やまがた歯科医院 大村　誠 950-0922 新潟市中央区山二ツ1351-2 025-287-9252

医療法人　健周会　東新潟病院 大塚　有紀子 950-0923 新潟市中央区姥ケ山274-1 025-286-6222

堀歯科医院 堀　久至 950-0925 新潟市中央区弁天橋通1-5-1 025-286-4188

三上歯科こどもみらいクリニック 三上　諭 950-0925 新潟市中央区弁天橋通3-8-13 025-286-7555

清水たろう歯科 清水　太郎 950-0932 新潟市中央区長潟1201-1 025-257-0888

すみや歯科医院 角屋　雅充 950-0932 新潟市中央区長潟3-7-20 025-287-5551

歯科・訪問やまもと歯科 山本　真也 950-0942 新潟市中央区小張木2-16-41 025-369-4299

おおむら歯科医院 大村　伸介 950-0944 新潟市中央区愛宕1-2-8 025-281-0632

かみやま親子歯科 島田　路征 950-0945 新潟市中央区女池上山2-6-13 025-285-0850

医療法人社団こばやし歯科医院 小林　茂麿 950-0945 新潟市中央区女池上山4-18-9 025-283-1515

ワイズ歯科クリニック 山田　慶 950-0946 新潟市中央区女池西2-7-16 025-285-7775

キタムラ歯科 北村　永樹 950-0951 新潟市中央区鳥屋野2-5-21 025-283-6766

浅井歯科医院 浅井　哲也 950-0953 新潟市中央区大島40-1 025-282-5694

五十嵐歯科医院 五十嵐　渉 950-0953 新潟市中央区大島130-50 025-284-8997

しまだ歯科こども歯科クリニック 島田　正美 950-0953 新潟市中央区大島204-1 025-250-7694

田井デンタルクリニック 田井　秀明 950-0954 新潟市中央区美咲町1-31-15 025-280-1700

間歯科医院 間　昭憲 950-0963 新潟市中央区南出来島1-15-10 025-281-1182

新潟県庁内歯科診療所 笹川　武次郎 950-0965 新潟市中央区新光町4-1 025-285-5591

上所歯科耳鼻科 上田　潤 950-0971 新潟市中央区近江1-2-3 025-250-0610

諸見里歯科医院 諸見里　善次 950-0972 新潟市中央区新和3-16-14 025-284-2030

荒井歯科医院 荒井　節男 950-0973 新潟市中央区上近江4-2-20　日生第2ビル1Ｆ 025-285-8839

宮尾歯科クリニック 宮尾　益佳 950-0973 新潟市中央区上近江4-12-20　Dekky401 025-374-6480

近藤歯科医院 近藤　道人 950-0981 新潟市中央区堀之内1 025-285-1497

善隆歯科クリニック 渡辺　善隆 950-0983 新潟市中央区神道寺1-6-12 025-241-5501

長井歯科医院 長井　隆 950-0992 新潟市中央区上所上3-1-35 025-283-6861



医療機関名 歯科医師名 郵便番号 所在地 電話番号

令和5年度　歯科医院直接受診型歯科健診　協力歯科医院名簿（市区町村・郵便番号順）

だい歯科訪問クリニック 渡邉　大祐 950-0993 新潟市中央区上所中3-14-13　上所メディカルセンター2階 025-256-8200

あべ歯科クリニック 阿部　大輔 950-0994 新潟市中央区上所3-10-65　マルシェコートA 025-281-6480

大藤歯科医院 大藤　泰人 951-8006 新潟市中央区附船町1-4383 025-223-2700

RS歯科クリニック 塚野　英樹 951-8026 新潟市中央区西湊町通3-3306-3 025-210-1004

よしだ歯科医院 吉田　恵美子 951-8051 新潟市中央区新島町通1の町1974 025-226-7733

こうの歯科医院 河野　美砂子 951-8061 新潟市中央区西堀通5-840-5 025-226-6050

西堀さとう歯科 佐藤　洋介 951-8061 新潟市中央区西堀通6-877-1　3F 025-201-7302

江口歯科医院 江口　健 951-8062 新潟市中央区西堀前通2-709　白柳ビル2Ｆ 025-225-1313

岡崎歯科医院 岡崎　康宏 951-8062 新潟市中央区西堀前通4-735　岡崎ビル2F 025-229-0013

岡田歯科医院 岡田　匠 951-8063 新潟市中央区古町通1-523 025-222-3834

イワシタ歯科 岩下　博美 951-8063 新潟市中央区古町通5-601　吉原ミシン商会2Ｆ 025-228-2280

石田歯科医院 石田　重晴 951-8065 新潟市中央区東堀通6-1050-1 025-222-9732

ふるまち歯科 中村　輝保 951-8066 新潟市中央区東堀前通2-361　メゾンドスカイ1F 025-201-7928

清水歯科医院 清水　剛 951-8066 新潟市中央区東堀前通7-1075 025-222-3924

本町みゆき歯科 佐藤　三幸 951-8067 新潟市中央区本町通6-1108-1 025-222-8148

加藤歯科クリニック 加藤　雅也 951-8068 新潟市中央区上大川前通5-64-1　コープシティ上大川前101 025-224-8130

松川歯科医院 松川　和洋 951-8114 新潟市中央区営所通1-314 025-222-0159

山崎歯科医院 山崎　貞治 951-8116 新潟市中央区東中通1-86-53　山崎ビル 025-223-5757

勝見歯科医院 勝見　麻矢 951-8131 新潟市中央区白山浦1-405 025-265-1223

ホワイト歯科クリニック 長谷川　圭介 951-8131 新潟市中央区白山浦2-646-32 025-232-8052

長谷川歯科 長谷川　満男 951-8132 新潟市中央区一番堀通町5938 025-233-7117

村田歯科医院 村田　紀夫 951-8142 新潟市中央区関屋大川前1-7-15 025-266-2316

せきや歯科クリニック 笹川　和史 951-8152 新潟市中央区信濃町4-8 025-231-1377

池主歯科医院 池主　塁 951-8152 新潟市中央区信濃町5-23 025-265-0010

歯科ニイガタクリニック 山田　裕一 951-8162 新潟市中央区関屋本村町1-127-1 025-266-4956

ハート歯科クリニック 豊里　晃 951-8165 新潟市中央区関屋金鉢山町76　マンションロビン104 025-378-0700

神田歯科医院 神田　隆行 951-8166 新潟市中央区関屋浜松町98 025-265-1565

太田歯科医院 太田　啓子 951-8167 新潟市中央区関屋金衛町2-276-1　グリーンハイツ103 025-266-4065

新潟市　江南区

浅川歯科クリニック 浅川　栄勉 950-0129 新潟市江南区三條岡2-2-9 025-383-1900

田辺歯科医院 田邊　慶直 950-0131 新潟市江南区袋津4-4-5 025-381-7800

えなみ歯科医院 榎並　一仁 950-0132 新潟市江南区砂岡3-3-14 025-382-4810

城山歯科 小林　智宏 950-0137 新潟市江南区城山1-2-74 025-381-5050

枝並歯科クリニック 枝並　幸男 950-0151 新潟市江南区亀田四ツ興野3-3-34 025-382-5553

フェイス歯科医院 佐藤　英代 950-0152 新潟市江南区亀田緑町4-2-21 025-381-1182

中村歯科医院 中村　隆 950-0161 新潟市江南区亀田中島3-2448-13 025-382-7799

かめだデンタルクリニック 宮　雅己 950-0163 新潟市江南区東船場3-2-8 025-383-5082

みゆき歯科医院 今泉　幸 950-0164 新潟市江南区亀田本町2-2-14 025-381-2324

五月町デンタルクリニック 坂井　登 950-0167 新潟市江南区五月町2-11-38 025-384-8884

三浦歯科医院 三浦　孝司 950-0208 新潟市江南区横越中央2-10-5 025-385-4139

よこごし野村歯科クリニック 野村　修一 950-0208 新潟市江南区横越中央5-2-17 025-385-2611

竹内歯科クリニック 竹内　祐一 950-0212 新潟市江南区茜ケ丘7-1 025-385-5016

うぐいす歯科 金子　敦郎 950-0214 新潟市江南区うぐいす1-6-3 025-278-3009

新潟市　秋葉区

齋藤歯科医院 齋藤　善和 956-0015 新潟市秋葉区川口770-2 0250-23-2300
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さつき野歯科・矯正歯科医院 寺久保　瑞樹 956-0022 新潟市秋葉区さつき野2-11-20 0250-47-6111

うめつ歯科医院 梅津　英裕 956-0025 新潟市秋葉区古田1-6-41 0250-23-1580

さわだ歯科医院 沢田　進一 956-0025 新潟市秋葉区古田3-5-17 0250-22-1167

たけいし歯科クリニック 竹石　英之 956-0027 新潟市秋葉区美善2-4-7 0250-47-3700

五三蔵　井上歯科医院 井上　朝日 956-0031 新潟市秋葉区新津4513-2 0250-23-2411

渋谷歯科医院 渋谷　正隆 956-0033 新潟市秋葉区新栄町16-6 0250-25-2627

まるやま歯科医院 丸山　薫 956-0035 新潟市秋葉区程島1876-12 0250-24-0424

五十嵐歯科医院 五十嵐　勤 956-0046 新潟市秋葉区出戸176-2 0250-23-3559

竹内歯科医院 竹内　亨 956-0101 新潟市秋葉区小須戸3819-1 0250-38-2401

こすぎ小児歯科 小杉　誠司 956-0804 新潟市秋葉区荻島1-15-10 0250-24-8317

高橋歯科医院 高橋　典男 956-0816 新潟市秋葉区新津東町1-10-7 0250-25-1331

かえつ歯科 駒形　雄気 956-0831 新潟市秋葉区中沢町1-25 0250-25-5510

いの歯科医院 猪野　潔 956-0832 新潟市秋葉区秋葉3-4-18 0250-23-4123

佐野歯科医院 佐野　澄子 956-0861 新潟市秋葉区北上2-1-54 0250-24-2828

五十嵐歯科クリニック 五十嵐　明 956-0864 新潟市秋葉区新津本町1-3-23 0250-25-2000

奥田歯科医院 奥田　仁 956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-3-1 0250-22-0064

田澤歯科医院 田澤　興平 956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-4-9 0250-22-0289

三村歯科医院 三村　博史 956-0864 新潟市秋葉区新津本町3-3-30 0250-22-0337

海津歯科医院 海津　基生 956-0864 新潟市秋葉区新津本町3-12-27 0250-22-0039

サン歯科クリニック 浅見　浩之 956-0864 新潟市秋葉区新津本町4-17-58 0250-25-1133

新潟市　南区

大通り歯科 渡部　平馬 950-1203 新潟市南区大通り黄金3-1-1 025-362-6480

あたか歯科医院 安宅　信博 950-1209 新潟市南区親和町6-18 025-371-1800

こせんだ歯科医院 小千田　雅 950-1213 新潟市南区能登字前507-4 025-372-1183

ダイセー歯科クリニック 竹内　正 950-1214 新潟市南区上下諏訪木126-1 025-373-3883

にへい歯科医院 二瓶　徹 950-1216 新潟市南区白根ノ内七軒635 025-372-3939

石崎医院 阿部　朋子 950-1217 新潟市南区白根1306 025-372-1723

木暮歯科医院 木暮　一雄 950-1217 新潟市南区白根3094 025-372-2555

しのはら歯科 篠原　隆介 950-1227 新潟市南区鯵潟441-5 025-373-6232

月潟歯科クリニック 菅原　香 950-1304 新潟市南区月潟457-1 025-375-2685

滝澤歯科医院 滝澤　賢一 950-1304 新潟市南区月潟上屋敷229-1 025-375-1180

椎名歯科医院 椎名　克行 950-1412 新潟市南区臼井1378-2 025-373-3436

さくま歯科クリニック 佐久間　亮 950-1446 新潟市南区庄瀬1073-2 025-373-3487

野内歯科医院 野内　昭宏 950-1475 新潟市南区戸頭1399-5 025-373-0077

すわのき歯科クリニック 田中　博子 950-1477 新潟市南区田中25 025-372-0118

新潟市　西区

さかい歯科・矯正歯科クリニック 坂井　出 950-1101 新潟市西区山田416-1　第2大鵬ビル1Ｆ 025-370-1192

滝歯科医院 瀧　豊 950-1102 新潟市西区善久97 025-379-0005

Ｋ･歯科クリニック 懸高　仁志 950-1103 新潟市西区立仏59-1 025-370-1500

やかた歯科医院 屋形　秀樹 950-1104 新潟市西区寺地2031 025-233-1182

すずきデンタルクリニック 鈴木　政弘 950-1106 新潟市西区ときめき西1-1-19 025-377-1155

西原歯科医院 西原　靖臣 950-1111 新潟市西区大野町2879 025-377-2220

髙橋歯科医院 高橋　良夫 950-1111 新潟市西区大野町3279 025-379-2105

たて歯科医院 楯　泰昌 950-1112 新潟市西区金巻785-1 025-379-0488

杉山歯科医院 杉山　貴彦 950-1115 新潟市西区鳥原151-4 025-370-1631
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佐久間歯科医院 佐久間　英治 950-1115 新潟市西区鳥原2640-1 025-378-7788

あおやま歯科医院 木村　威 950-2001 新潟市西区浦山2-1-66　サンシャイン青山２F 025-231-0882

木村歯科クリニック 木村　哲也 950-2002 新潟市西区青山1-23-1 025-250-1795

いっせい歯科クリニック 加藤　一誠 950-2002 新潟市西区青山4-7-1 025-231-8027

村田歯科医院 村田　容子 950-2002 新潟市西区青山5-9-34 025-267-6736

とうじょう歯科 東條　悠史 950-2002 新潟市西区青山7-2-9 025-211-4078

東青山歯科医院 茂木　利正 950-2003 新潟市西区東青山1-5-19　青山ビル2Ｆ 025-233-0555

プレール歯科 大村　真由 950-2004 新潟市西区平島2-12-10 025-231-0660

和田歯科医院 和田　隆史 950-2006 新潟市西区青山新町1-3 025-265-0418

川崎歯科医院 川崎　竜彦 950-2012 新潟市西区小針台1-47 025-266-7010

三村歯科医院 三村　大輔 950-2013 新潟市西区小針が丘2-54 025-266-4768

小畑歯科医院 小畑　研一 950-2014 新潟市西区小針西1-3-7 025-266-2905

杉本歯科クリニック 杉本　浩志 950-2022 新潟市西区小針1-4-17 025-232-0885

藤巻歯科医院 藤巻　哲 950-2022 新潟市西区小針1-29-11 025-231-3211

健やか医院　歯科 蒲澤　崇 950-2023 新潟市西区小新1130 025-232-5301

朝妻歯科医院 朝妻　八男 950-2024 新潟市西区小新西3-11-1 025-266-0118

たざわ歯科医院 田沢　洋一 950-2025 新潟市西区小針南21-1 025-233-0116

佐藤歯科クリニック 佐藤　秀夫 950-2026 新潟市西区小針南台3-28 025-231-1361

桐生歯科医院 桐生　理一郎 950-2033 新潟市西区亀貝3163 025-260-3379

わたなべ歯科医院 渡邊　正勝 950-2041 新潟市西区坂井東3-15-22 025-260-5505

ひらの歯科医院 平野　大輔 950-2041 新潟市西区坂井東3-27-8 025-211-8006

松木歯科医院 松木　裕 950-2042 新潟市西区坂井1033-1 025-260-8020

石川デンタルクリニック 石川　鋭一 950-2044 新潟市西区坂井砂山2-15-17 025-260-6400

あおき歯科医院 青木　達男 950-2044 新潟市西区坂井砂山4-3-28 025-260-0033

せいだデンタルクリニック 清田　清華 950-2045 新潟市西区五十嵐東3-13-5 025-268-7748

雨田歯科医院 雨田　安弘 950-2053 新潟市西区寺尾前通3-3-4 025-233-2115

根津歯科医院 根津　雄一 950-2054 新潟市西区寺尾東3-1-12 025-260-0400

かとう歯科 加藤　晃茂 950-2063 新潟市西区寺尾台2-5-1 025-233-3445

ほんま歯科 本間　裕 950-2063 新潟市西区寺尾台3-16-22 025-268-4646

深井・加藤歯科医院 深井　浩一 950-2064 新潟市西区寺尾西3-12-5 025-260-8024

おおはし歯科医院 渡邉　直子 950-2064 新潟市西区寺尾西2-2-36 025-260-1023

寺尾歯科医院 寺尾　浩子 950-2064 新潟市西区寺尾西3-4-3 025-268-4312

川上歯科医院 川上　尚彦 950-2064 新潟市西区寺尾西5-8-62 025-269-5388

横堀歯科医院 横堀　正純 950-2072 新潟市西区松美台2-4 025-230-1022

子田歯科医院 子田　浩 950-2072 新潟市西区松美台4-66 025-378-8591

加藤歯科医院 加藤　喜美子 950-2074 新潟市西区真砂1-1-7 025-233-3324

なかじま歯科クリニック 中島　貴子 950-2074 新潟市西区真砂1-13-36 025-211-3215

黒川歯科医院 黒川　泉 950-2075 新潟市西区松海が丘2-4-9 025-267-3369

ふじわら歯科クリニック 藤原　保彦 950-2076 新潟市西区上新栄町6-18-20 025-264-7007

明倫短期大学附属歯科診療所 木暮　ミカ 950-2086 新潟市西区真砂3-16-10 025-232-6361

いからし歯科 五十嵐　源太郎 950-2102 新潟市西区五十嵐二の町8254 025-211-5260

四反田歯科医院 四反田　究 950-2102 新潟市西区五十嵐二の町9055-2 025-261-4109

フォレスト歯科クリニック 吉田　敏男 950-2113 新潟市西区内野山手1-1-32 025-263-3616

なかじま歯科医院 中島　大 950-2157 新潟市西区内野西が丘3-13-11 025-201-7548

多和田歯科医院 多和田　孝雄 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5-1-12 025-261-0211
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きんじょう歯科こどもクリニック 金城　篤史 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5-17-45 025-261-6480

こやま歯科クリニック 小山　貴寛 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5-21-5 025-378-6008

新潟市　西蒲区

原歯科診療所 原　健人 950-1344 新潟市西蒲区福島1966 025-375-3538

高野歯科医院 高野　隆一 953-0041 新潟市西蒲区巻甲1404-1 0256-73-3339

山添歯科医院・山添矯正歯科 山添　清文 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2125 0256-72-2048

竹内歯科医院 竹内　吉三郎 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2529-11 0256-73-3434

高木歯科医院 高木　淳 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2622 0256-72-6480

アサオ歯科医院 麻生　隆大 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2660-1 0256-72-3017

袖山歯科医院 袖山　敬央 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2920 0256-76-2966

八木歯科クリニック 八木　一江 953-0041 新潟市西蒲区巻甲3232-3 0256-72-1511

ろはすデンタル 上原　達明 953-0041 新潟市西蒲区巻甲4476-1 0256-72-7542

たはた歯科医院 田畑　伸人 953-0044 新潟市西蒲区巻乙1594-1 0256-73-0648

松﨑歯科医院 松﨑　正樹 953-0061 新潟市西蒲区馬堀6571 0256-73-3155

ひらさわ歯科医院 平澤　貴典 953-0125 新潟市西蒲区和納1443-1 0256-82-1100

清水歯科医院 清水　光雄 953-0131 新潟市西蒲区西長島869-1 0256-82-5131

さとう歯科医院 佐藤　圭一 959-0421 新潟市西蒲区鱸103-3 0256-88-6565

八百板歯科医院 八百板　隆徳 959-0421 新潟市西蒲区鱸138-1 0256-88-6543

棚橋歯科医院 棚橋　良文 959-0422 新潟市西蒲区曽根358 0256-88-6555

長　岡　市

永井歯科医院 永井　恵子 940-0023 長岡市新町1-1-8 0258-33-2934

田村歯科クリニック 田村　宏 940-0025 長岡市泉1-2-1 0258-39-4155

かりや歯科医院 刈屋　功 940-0035 長岡市東神田1-3-23 0258-39-5977

近藤歯科医院 近藤　孝洋 940-0041 長岡市学校町3-11-2 0258-35-3590

山田歯科クリニック 山田　正幸 940-0043 長岡市土合5-8-23 0258-36-1777

堀歯科医院 堀　香里 940-0052 長岡市神田町2-1-19 0258-32-0377

佐藤歯科医院 佐藤　友秀 940-0053 長岡市長町1-1-7 0258-32-0210

斎藤歯科医院 斎藤　正 940-0053 長岡市長町1-3-9 0258-32-3074

中川歯科医院 中川　昭 940-0061 長岡市城内町2-5-2 0258-32-2041

ワキヤ歯科医院 脇屋　礼慈 940-0061 長岡市城内町3丁目字観光院町甲893-36　丸山ビル３Ｆ 0258-35-5210

佐藤歯科 佐藤　直久 940-0066 長岡市東坂之上町1-4-3　スカイハイツ102 0258-34-4180

山田歯科医院 山田　浩之 940-0071 長岡市表町1-4-1 0258-32-2928

長岡おとな・こども歯科クリニック 廣澤　利明 940-0071 長岡市表町2-2-21　ながおか町口御門 0258-36-3280

大平歯科医院 高田　美由紀 940-0073 長岡市船江町3-11 0258-34-3223

鞍立歯科医院 鞍立　暁則 940-0076 長岡市本町2-3-2 0258-32-1511

えぐち歯科クリニック 江口　洋輔 940-0094 長岡市中島5-1-19 0258-86-0118

神成歯科医院 神成　庸二 940-0094 長岡市中島6-1-4 0258-37-0418

とちお歯科クリニック 広瀬　大希 940-0204 長岡市新栄町2-3-35 0258-53-0077

さかいデンタルクリニック 坂井　能達 940-0221 長岡市金町2-3-27 0258-52-5420

石原歯科医院 石原　善和 940-0226 長岡市滝の下町1-8 0258-52-2204

さくら歯科 能代谷　真理 940-0805 長岡市浦瀬町478-2 0258-44-7080

あけぼの歯科 渡辺　泰典 940-0832 長岡市曙1-3-21 0258-39-5200

たなか歯科 田中　慎一 940-0835 長岡市錦1-5-5 0258-35-5600

三井田歯科医院 三井田　浩 940-0845 長岡市花園2-8-15 0258-39-1181

成田歯科医院 成田　幸則 940-0845 長岡市花園3-9-27 0258-37-1020
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山下歯科医院 山下　智 940-0853 長岡市中沢4-342 0258-34-6480

たぐち歯科クリニック 田口　裕哉 940-0856 長岡市美沢3-637 0258-77-2000

ひまわり歯科 北澤　敦 940-0864 長岡市川崎2-2478-1 0258-37-7778

さつき歯科医院 小林　康子 940-0864 長岡市川崎6-7839-1 0258-94-4012

やまもと歯科医院 山本　晃一 940-0875 長岡市新保3-1-48 0258-24-2045

中央歯科 佐藤　健治 940-0875 長岡市新保6-250 0258-89-7778

さいとう歯科 斎藤　了 940-0897 長岡市新組町字筒場2196-3 0258-25-2582

生協ながおかデンタルクリニック 源川　裕子 940-1101 長岡市沢田1-2-1 0258-37-8810

横山歯科医院 横山　和義 940-1105 長岡市摂田屋1-2-63 0258-37-5833

関歯科医院 関　晋太郎 940-1106 長岡市宮内1-1-4 0258-33-7695

北島歯科医院 北島　匡 940-1106 長岡市宮内2-8-6 0258-33-2131

かさい歯科医院 笠井　郁雄 940-1151 長岡市三和3-8-3 0258-31-5665

要町歯科 永井　博美 940-1153 長岡市要町2-8-6 0258-33-5700

なかじま歯科クリニック 中島　幹夫 940-1162 長岡市西宮内2-33 0258-37-8200

すずき歯科医院 鈴木　英弘 940-2005 長岡市巻島2-5-1 0258-22-5677

阿部歯科医院 阿部　幸子 940-2015 長岡市江陽1-2-28 0258-29-1800

やまだ歯科医院 山田　潤造 940-2033 長岡市上除町字村中甲3591-52 0258-21-0778

武見歯科医院 武見　仁 940-2035 長岡市関原町3-乙114 0258-46-2030

みどり町歯科医院 木倉　一樹 940-2105 長岡市緑町1-86-33 0258-22-5002

古正寺ファミリー歯科 渡邊　一也 940-2106 長岡市古正寺1-3058-2 0258-29-6480

ほりきり歯科医院 堀切　隆志 940-2106 長岡市古正寺3-254 0258-20-5255

長束歯科医院 橋本　りでや 940-2112 長岡市大島本町4-106-1 0258-27-1016

大島通り歯科 松澤　貴宏 940-2112 長岡市大島本町5-118-18 0258-86-0500

中野歯科医院 中野　陽介 940-2113 長岡市大山2-3-10 0258-29-4199

ヒッポ歯科クリニック 野口　友美 940-2123 長岡市七日町374　アクロスプラザ長岡七日町 0258-89-8451

あおば歯科クリニック 村松　瑞人 940-2124 長岡市希望が丘1-7-1 0258-21-3420

大野歯科医院 大野　篤 940-2141 長岡市藤橋1-284-1 0258-46-8211

青葉台歯科医院 石上　晴海 940-2145 長岡市青葉台1丁目甲120-8 0258-46-7992

小坂井歯科医院 小坂井　渉 940-2406 長岡市与板町江西3-1-12 0258-72-2223

すずらん歯科医院 宮　江利 949-5411 長岡市来迎寺2394 0258-92-5518

永井歯科医院 永井　正紀 949-5411 長岡市来迎寺3862 0258-92-2171

小見歯科医院 小見　司 949-7504 長岡市東川口字前島1979-63 0258-89-4076

中之島歯科診療所 田代　智宏 954-0124 長岡市中之島225-1 0258-66-6826

ビーバー歯科クリニック 村上　昇 954-0124 長岡市中之島三並585-1 0258-66-8333

みずほ歯科口腔外科 山田　裕士 954-0124 長岡市中之島1909-15 0258-86-7785

三　条　市

やちだ歯科医院 谷地田　弘 955-0022 三条市上保内乙216-2 0256-38-6480

星野歯科医院 星野　正宏 955-0033 三条市西大崎1-20-22 0256-38-7680

坂上歯科医院 坂上　浩一 955-0045 三条市一ノ門1-1-12 0256-35-7177

歯科榎本医院 成島　琴世 955-0045 三条市一ノ門2-8-15 0256-32-1522

愛育デンタルクリニック 大平　育代 955-0046 三条市興野2-2-58 0256-33-8088

北入蔵歯科ワタナベ 渡辺　和宏 955-0053 三条市北入蔵1-3-16 0256-31-5418

羽生歯科医院 羽生　好太 955-0055 三条市塚野目4-13-5 0256-33-3551

新光歯科クリニック 石田　光平 955-0057 三条市新光町14-1 0256-64-8218

くまがい歯科医院 熊谷　淳平 955-0061 三条市林町2-2-5 0256-35-4317
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旭町歯科クリニック 瀧　慶介 955-0065 三条市旭町2-2-26 0256-33-3341

川崎歯科医院 川崎　隆二 955-0071 三条市本町2-4-1 0256-35-3916

佐藤歯科診療所 佐藤　寿祐 955-0071 三条市本町4-2-28 0256-32-1669

田巻歯科医院 田巻　友一 955-0072 三条市元町2-29 0256-33-1137

野島歯科医院 野島　真介 955-0072 三条市元町18-3 0256-35-5839

市川歯科医院 市川　晋 955-0081 三条市東裏館2-10-11 0256-35-4057

医療法人社団しただ　じろう歯科診療所 奥山　次郎 955-0132 三条市長野337 0256-46-0388

しただ歯科 笹川　弘康 955-0151 三条市荻堀1275-2 0256-41-2210

おかべ歯科医院 岡部　清幸 955-0803 三条市月岡1-26-54 0256-31-1711

本成寺歯科クリニック 近藤　慎也 955-0823 三条市東本成寺488-1 0256-33-7544

横山歯科医院 横山　茂 955-0842 三条市島田2-6-25 0256-33-7575

土田歯科・矯正歯科医院 土田　泰明 955-0842 三条市島田2-7-1 0256-32-1182

近藤歯科医院 近藤　鉄也 955-0842 三条市島田2-7-18 0256-34-3722

あいば歯科医院 相場　剛 955-0844 三条市桜木町26-5 0256-34-8008

青葉デンタルクリニック 小柳　しのぶ 955-0845 三条市西本成寺1-24-25 0256-55-7875

小山歯科医院 小山　良郎 959-1102 三条市福島新田乙1372-16 0256-45-5234

佐久間歯科医院 佐久間　薫 959-1153 三条市新堀1446-2 0256-45-6300

柏　崎　市

まつなみ歯科医院 高野　清 945-0011 柏崎市松波1-19-43 0257-24-4337

平田歯科医院 平田　伸明 945-0026 柏崎市藤元町9-2 0257-21-4151

いしかわ歯科 石川　繁 945-0033 柏崎市東長浜町8-45 0257-22-1177

おだ歯科クリニック 小田　太郎 945-0035 柏崎市北半田2-5-13 0257-41-4618

ばんば歯科クリニック 萬羽　賀津雄 945-0041 柏崎市松美1-1-31 0257-23-0204

阿部歯科医院 阿部　晴弘 945-0043 柏崎市日吉町1-2 0257-24-5800

石川歯科医院 石川　久磨 945-0051 柏崎市東本町2-5-19 0257-22-0300

岡島歯科医院 岡嶋　元久 945-0051 柏崎市東本町2-7-55 0257-22-2854

まえかわ歯科クリニック 前川　雄哉 945-0053 柏崎市鏡町7-12 0257-24-4624

山川歯科医院 山川　尚人 945-0063 柏崎市諏訪町5-22 0257-21-2131

勝海歯科医院 勝海　昭 945-0063 柏崎市諏訪町12-4 0257-22-2316

高橋歯科医院 高橋　堅護 945-0064 柏崎市中央町8-13 0257-23-7727

静雅堂歯科医院 布施　眞也 945-0066 柏崎市西本町2-7-4 0257-23-8840

ほほえみ歯科医院 山口　憲司 945-0074 柏崎市春日1-1-10 0257-23-8430

井比歯科医院 井比　陽 945-0076 柏崎市小倉町7-8 0257-22-2955

山本歯科医院 山本　大輔 945-0106 柏崎市土合659 0257-20-0220

犬井歯科クリニック 犬井　正 945-0811 柏崎市岩上10-30 0257-21-7650

駅南歯科 山本　雅春 945-0821 柏崎市幸町2-4 0257-20-4618

新澤歯科医院 新澤　秀樹 945-0822 柏崎市穂波町2-2 0257-22-4500

小林歯科医院 小林　宰 945-0825 柏崎市城東1-1-9 0257-22-8555

せきや歯科医院 関矢　一仁 945-0834 柏崎市常盤台22-18 0257-22-8885

石黒歯科医院 石黒　仁和子 945-1105 柏崎市長峰町20-51 0257-22-0478

ひまわり歯科医院 鈴木　公子 949-4141 柏崎市西山町西山206-11 0257-48-2152

新　発　田　市

歯科小林クリニック 小林　千里 957-0007 新発田市小舟町2-1-21 0254-24-0808

片山歯科医院 片山　直人 957-0016 新発田市豊町2-1-20 0254-22-1188

HARADA DENTAL CLINIC 原田　健一 957-0016 新発田市豊町2-6-27 0254-23-2333
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柳川歯科医院 柳川　俊明 957-0017 新発田市新富町1-5-10 0254-22-6655

スズキ歯科医院 鈴木　英彦 957-0018 新発田市緑町2-4-12 0254-26-5506

田上歯科医院 田上　正幸 957-0021 新発田市五十公野5083-3 0254-22-8148

稲富歯科医院 稲富　道知 957-0051 新発田市城北町3-8-2 0254-26-8008

山崎歯科医院 山崎　太亮 957-0052 新発田市大手町2-2-2 0254-24-2171

佐藤歯科医院 佐藤　隆 957-0052 新発田市大手町2-5-2 0254-22-2134

西方歯科医院 西方　純一 957-0052 新発田市大手町2-9-10 0254-22-2755

貴船歯科クリニック 貴舩　彩子 957-0052 新発田市大手町5-2-12 0254-26-5366

豊島歯科医院 豊島　元 957-0053 新発田市中央町1-1-2 0254-22-2169

山田歯科医院 山田　一夫 957-0053 新発田市中央町1-6-19 0254-24-8318

鈴木歯科医院 鈴木　正晴 957-0053 新発田市中央町4-11-15 0254-22-5505

おぐま歯科医院 小熊　崇泰 957-0054 新発田市本町2-8-17 0254-28-8834

くまくら歯科医院 熊倉　清志 957-0056 新発田市大栄町2-2-20 0254-26-8148

西方歯科診療所 西方　淳 957-0056 新発田市大栄町3-1-16 0254-23-6480

布村歯科医院 布村　玲輔 957-0056 新発田市大栄町6-6-21 0254-26-1579

村山歯科医院 村山　良雄 957-0056 新発田市大栄町7-1-8 0254-23-1019

大平歯科医院 大平　弘司 957-0057 新発田市御幸町2-4-6 0254-23-2117

山城歯科医院 山城　秀樹 957-0058 新発田市西園町3-1-33 0254-23-6222

キフネ歯科医院 貴舩　亮英 957-0061 新発田市住吉町3-3-30 0254-23-5588

小宮歯科医院 小宮　隆瑞 957-0061 新発田市住吉町4-2-20 0254-24-5959

星野歯科医院 星野　建介 957-0061 新発田市住吉町4-19-2 0254-21-0960

いいじま歯科クリニック 飯島　浩 957-0063 新発田市新栄町1-6-13 0254-23-0648

木戸歯科医院 木戸　寿明 957-0065 新発田市舟入町2-5-4 0254-23-8020

ハート歯科クリニック 村上　心平 957-0067 新発田市中曽根町1-3-10 0254-21-7667

片桐歯科医院 片桐　正央 957-0067 新発田市中曽根町3-13-4 0254-20-0648

河内歯科医院 河内　康之 957-0204 新発田市稲荷岡2068 0254-41-2016

斎藤歯科医院 斎藤　宏之 957-0204 新発田市稲荷岡2400-5 0254-41-2700

飯島歯科医院 飯島　のぞみ 957-0341 新発田市下羽津字郷蔵浦2112-1 0254-25-3391

北村歯科医院 北村　伸 959-2331 新発田市下飯塚82 0254-23-5055

赤松歯科医院 赤松　俊嗣 959-2338 新発田市月岡温泉590 0254-32-3166

田崎歯科医院 田﨑　卓 959-2452 新発田市上館甲701 0254-24-6880

小　千　谷　市

野沢歯科医院 野澤　健 947-0011 小千谷市栄町9-7 0258-82-0468

やまむら歯科 山村　和彦 947-0021 小千谷市本町1-372-1-5 0258-81-7606

佐藤歯科医院 佐藤　眞 947-0027 小千谷市平成1-4-7 0258-82-2352

阿部歯科医院 阿部　隆士 947-0028 小千谷市城内2-9-11 0258-83-4650

平和歯科医院 陳　瑞彬 947-0035 小千谷市大字桜町4989-2 0258-81-1050

わかば歯科 山下　克弥 947-0054 小千谷市若葉2-101 0258-83-1010

鈴木歯科医院 鈴木　俊之 947-0101 小千谷市片貝町5248 0258-84-2044

加　茂　市

あおやぎ歯科医院 青柳　敏彦 959-1361 加茂市大字下条甲503-16 0256-53-5010

皆川歯科医院 皆川　佳徳 959-1371 加茂市穀町6-17 0256-52-0232

永井こども歯科医院 永井　正志 959-1381 加茂市新栄町2-2 0256-52-1182

武内歯科医院 武内　宏二郎 959-1383 加茂市旭町10-18 0256-53-0648

米山歯科医院 米山　博義 959-1383 加茂市旭町13-25 0256-53-4184
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十　日　町　市

二瓶歯科医院 二瓶　広之 948-0006 十日町市四日町1462 025-752-4888

鈴木歯科医院 鈴木　宏 948-0053 十日町市錦町1-48-1 025-757-2263

田村歯科医院 田村　隆英 948-0061 十日町市昭和町3-22 025-757-8920

蕪木歯科医院 蕪木　祐子 948-0082 十日町市本町3-2-3 025-752-5380

中央歯科医院 中林　弘 948-0082 十日町市本町4-62 025-752-2797

川西歯科川西町診療所 大久保　義信 948-0122 十日町市上野甲1319-6 025-768-2268

ひまわり歯科クリニック 日笠　理絵 949-8406 十日町市山崎己1415 025-763-2020

見　附　市

金子歯科医院 金子　伝一郎 954-0052 見附市学校町2-1-58 0258-62-2620

中央歯科水澤 水澤　正美 954-0052 見附市学校町2-6-36 0258-62-1626

藤川歯科 藤川　恵理 954-0053 見附市本町2-1-4 0258-63-3180

村上歯科医院 村上　京子 954-0056 見附市南本町2-16-7 0258-63-3535

小坂井歯科クリニック 小坂井　隆 954-0059 見附市昭和町2-3-3 0258-63-4111

速水歯科医院 速水　孝和 954-0059 見附市昭和町2-9-7 0258-63-5118

エルク歯科 佐藤　英明 954-0067 見附市葛巻町1665-1　見附ショッピングセンターMiSC-K棟104号室 0258-89-8848

西澤歯科クリニック 西澤　泰朋 954-0082 見附市柳橋町266-15 0258-66-8555

大原歯科医院 大原　睦 954-0104 見附市坂井町1702 0258-61-2218

はやかわ歯科医院 早川　智道 954-0111 見附市今町4-10-21 0258-66-0369

村　上　市

緑町歯科クリニック 佐久間　利則 958-0033 村上市緑町4-2-73 0254-53-6677

井伊歯科医院 井伊　信一 958-0044 村上市岩船上大町2-8 0254-56-7204

あさひ歯科医院 小田　正美 958-0251 村上市岩沢5564-1 0254-72-1313

滝沢歯科医院 滝沢　裕夫 958-0833 村上市堀片3-23 0254-52-3003

お城山歯科クリニック 佐藤　哲 958-0834 村上市新町9-86 0254-52-1111

新町歯科医院 佐藤　鶴英 958-0834 村上市新町2-46 0254-52-1182

本間歯科医院 本間　修平 958-0854 村上市田端町13-30 0254-52-2690

肴町病院 碓井　由紀子 958-0854 村上市田端町16-7 0254-53-2781

いいの歯科医院 佐藤　雅人 958-0857 村上市飯野2-5-6 0254-52-5756

中野歯科医院 中野　久士 958-0857 村上市飯野3-10-11 0254-53-7500

前川歯科クリニック 前川　隆志 959-3134 村上市羽ケ榎185-1 0254-62-2867

さくらい歯科クリニック 櫻井　正憲 959-3443 村上市北新保571-55 0254-60-1230

藤原歯科診療所 藤原　喜栄門 959-3449 村上市岩船駅前30-8 0254-56-6393

本図歯科医院 本図　悟 959-3907 村上市府屋176-143 0254-77-2473

燕　市

いとう歯科医院 伊藤　直之 959-0111 燕市横田519-3 0256-66-5533

穂苅歯科医院 穂苅　雅人 959-0113 燕市笈ケ島1223-1 0256-98-6474

田邊歯科医院 田邊　一之 959-0123 燕市大川津1126-10 0256-98-0300

佐藤歯科医院 佐藤　和之 959-0127 燕市分水文京町2-1 0256-98-4181

親水公園前歯科 塙　健志 959-0215 燕市吉田下中野3406 0256-78-8422

石田歯科医院 石田　一夫 959-0231 燕市吉田日之出町2-11 0256-93-4194

亀倉歯科医院 亀倉　陽一 959-0237 燕市吉田堤町11-5 0256-92-7393

よしだ歯科クリニック 吉田　美奈子 959-0248 燕市吉田浜首町29-18 0256-93-5205

河田歯科医院 河田　良二 959-0251 燕市吉田本所99-3 0256-93-4608

デンタルクリニック　ツチヤ 土屋　信人 959-0264 燕市吉田3751 0256-93-1182
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小湊歯科医院 小湊　元 959-1222 燕市次新1048-2 0256-63-9445

とさかデンタルクリニック 登坂　祐介 959-1232 燕市井土巻2-237 0256-66-3748

県央ランドマーク歯科 安部　祐策 959-1234 燕市南7-17-9-5 0256-47-7031

筒井歯科医院 筒井　裕 959-1253 燕市本町2-3-10 0256-62-2593

細山歯科医院 細山　愃 959-1261 燕市秋葉町1-8-11 0256-62-2277

高井歯科医院 高井　晃 959-1261 燕市秋葉町3-7-23 0256-63-2492

井手口歯科クリニック 井手口　孝 959-1283 燕市東太田7047-1 0256-66-5788

五十嵐歯科医院 五十嵐　一男 959-1289 燕市東太田2971-1 0256-64-2174

糸　魚　川　市

早川歯科医院 阿部　正 941-0011 糸魚川市大字滝川原字森下700-1 025-555-3433

あべ歯科クリニック 阿部　泰志 941-0065 糸魚川市新鉄2-12-14 025-552-0214

インター歯科 竹内　博文 941-0067 糸魚川市横町5-5-24 025-552-2341

永野歯科・矯正歯科医院 永野　正司 941-0068 糸魚川市本町10-1 025-552-1259

すがはら歯科医院 菅原　陽明 949-0301 糸魚川市大字須沢2636 025-562-1182

渡辺歯科医院 渡辺　正 949-0301 糸魚川市大字須沢3459 025-562-5525

藤浪歯科医院 藤浪　孝憲 949-0305 #REF! 025-562-5881

山岸歯科医院 山岸　正幸 949-1352 糸魚川市大字能生2318-1 025-566-4488

高鳥歯科医院 高鳥　健一 949-1352 糸魚川市大字能生7006 025-566-2040

妙　高　市

ながの歯科医院 永野　和久 944-0018 妙高市諏訪町2-6-31 0255-72-7500

廣瀬歯科クリニック 廣瀬　和人 944-0031 妙高市田町1-5-12 0255-73-8855

池田歯科医院 池田　博康 944-0045 妙高市中町4-10 0255-72-2153

谷口歯科クリニック 谷口　伸張 944-0047 妙高市白山町4-5-6 0255-73-8030

小嶋歯科医院 小嶋　基 949-2112 妙高市大字関川10-13 0255-86-2243

五　泉　市

いいはま歯科クリニック 飯濱　剛 959-1704 五泉市村松甲2190-1 0250-58-1182

鈴木歯科医院 鈴木　和久 959-1704 五泉市村松甲2583-1 0250-58-2822

佐藤歯科医院 佐藤　典 959-1705 五泉市村松乙633 0250-58-6251

あこみ歯科クリニック 石井　多恵子 959-1821 五泉市赤海2-156-4 0250-41-1631

金丸歯科医院 金丸　祥平 959-1823 五泉市駅前2-7-52 0250-43-3870

浅井歯科医院 浅井　豊 959-1823 五泉市駅前2-6-12 0250-43-0170

関川歯科医院 関川　一嘉 959-1824 五泉市吉沢2-1-3 0250-42-2622

加藤歯科医院 加藤　健介 959-1862 五泉市旭町8-33 0250-43-0398

はらだ歯科医院 原田　学 959-1865 五泉市本町1-9-7 0250-42-0163

上　越　市

中村歯科医院 中村　明 942-0001 上越市中央1-26-23 025-544-6479

今西歯科医院 今西　昇 942-0001 上越市中央2-3-25 025-544-1836

須藤歯科医院 須藤　亜希雄 942-0004 上越市西本町4-6-15 025-544-6281

くすのき歯科クリニック 矢冨　政則 942-0022 上越市大字下荒浜423-1 025-543-3009

安江たなか歯科医院 田中　紀裕 942-0041 上越市安江2-561-6 025-544-4618

藤戸歯科 藤戸　信之 942-0061 上越市春日新田1-19-4 025-544-6161

あおき歯科・矯正歯科クリニック 青木　義親 942-0063 上越市下門前1805 025-520-4180

岩本歯科医院 岩本　融 942-0065 上越市川原町6-21 025-544-1727

五智歯科クリニック 丸田　隆司 942-0081 上越市五智1-13-10 025-544-1133

すずき歯科医院 鈴木　功 942-0081 上越市五智1-15-25 025-543-8177
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おおしま歯科クリニック 大嶋　美恵 942-0082 上越市国府1-24-10 025-544-0118

くびき歯科医院 五十嵐　文雄 942-0127 上越市頸城区百間町725 025-530-2700

山田歯科医院 山田　千里 942-0173 上越市頸城区舟津22 025-539-2005

あおの歯科診療所 塚本　康巳 942-0238 上越市青野243-1 025-520-8446

三折堂いがらし歯科医院 五十嵐　みね子 942-0271 上越市三和区錦289-4 025-532-2595

小菅歯科医院 小菅　浩 942-0306 上越市浦川原区有島12 025-599-2354

飯原歯科医院 飯原　仁 942-0411 上越市安塚区安塚942-2 025-592-2075

大島村歯科診療所 古屋　一裕 942-1106 上越市大島区岡3388-9 025-594-3930

ゆう歯科クリニック 梅川　裕司 943-0141 上越市子安1364 025-521-0418

畑歯科医院 畑　秀一 943-0146 上越市とよば107　イル・クオ－レとよば１F 025-526-8841

大塚歯科医院 大塚　龍夫 943-0153 上越市鴨島1-2-7 025-526-6220

たいき歯科医院 山岸　公尚 943-0171 上越市藤野新田1183 025-521-5525

三和ファミリー歯科医院 片海　ひな子 943-0224 上越市三和区川浦2246 025-532-4848

上越市国民健康保険牧診療所 杉田　佳織 943-0647 上越市牧区柳島437 025-533-5045

青山歯科医院 青山　隆一 943-0803 上越市春日野1-4-10 025-523-5440

クラーク歯科医院 高橋　秀雄 943-0803 上越市春日野1-14-11 025-522-5522

万代歯科クリニック 萬羽　晴一 943-0804 上越市新光町2-2-5 025-522-1217

木村歯科クリニック 木村　正子 943-0805 上越市木田1-1-11 025-524-4618

かるがも歯科・矯正歯科 新部　洋史 943-0806 上越市木田新田2-148 025-525-6400

折笠歯科医院 折笠　紀晶 943-0810 上越市大学前33 025-526-3008

わたなべ歯科 渡邉　充 943-0821 上越市土橋2384 025-520-8819

さかもと歯科医院 坂本　廣一朗 943-0824 上越市北城町1-3-28 025-526-4618

田中歯科医院 田中　秀夫 943-0824 上越市北城町3-15-7 025-525-8211

きたしろ歯科診療所 金谷　史夫 943-0825 上越市東本町5-2-59 025-526-8118

三上歯科医院 三上　敦 943-0831 上越市仲町2-3-12 025-522-5288

佐藤歯科医院 佐藤　昭雄 943-0832 上越市本町6-2-1 025-523-8445

太田歯科医院 太田　聡 943-0833 上越市大町4-3-34 025-523-3263

ハート歯科クリニック 三箇　満 943-0834 上越市西城町1-4-31 025-522-8010

永井歯科医院 永井　謙 943-0841 上越市南本町2-6-34 025-523-5040

さとう歯科クリニック 佐藤　正孝 943-0841 上越市南本町3-6-10 025-521-4118

長谷川歯科医院 長谷川　栄子 943-0861 上越市大和1-7-6 025-526-0533

加藤歯科クリニック 加藤　拓 943-0873 上越市西田中227 025-521-0600

いわふね歯科クリニック 岩舩　素子 943-0882 上越市中田原160-42 025-525-2340

浜歯科医院 濱　巧一 943-0891 上越市昭和町2-12-3 025-523-0150

小林歯科クリニック 小林　龍彰 943-0893 上越市大貫4-6-14 025-522-8123

佐藤歯科医院 佐藤　哲也 944-0131 上越市板倉区針420-21 0255-78-3151

水野歯科医院 水野　巨樹 944-0131 上越市板倉区針1165-8 0255-78-2394

山﨑歯科医院 山﨑　昭宏 949-2316 上越市中郷区江口484-3 0255-74-2468

中島歯科医院 中島　かるら 949-3103 上越市大潟区潟町696-4 025-534-2626

大山歯科医院 大山　賢司 949-3116 上越市大潟区犀潟835 025-512-4141

下黒川歯科医院 倉茂　章 949-3233 上越市柿崎区柳ケ崎121-1 025-535-2780

星野歯科医院 星野　壽幸 949-3255 上越市柿崎区上下浜496-1 025-536-3116

阿　賀　野　市

こばやし歯科医院 小林　秀人 959-1968 阿賀野市榎船渡111 0250-63-2626

にらさわ歯科医院 韮澤　敏 959-2021 阿賀野市中央町2-13-14 0250-63-2888
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たかはし歯科クリニック 高橋　希 959-2024 阿賀野市中島町7-4 0250-25-7581

かねこ歯科医院 金子　進 959-2033 阿賀野市百津町4-29 0250-63-9200

緑岡歯科医院 渡邉　恵美 959-2113 阿賀野市緑岡3-1 0250-67-2777

京ヶ瀬歯科医院 田尻　博志 959-2123 阿賀野市姥ヶ橋998-1 0250-67-2611

さの歯科クリニック 佐野　俊哉 959-2221 阿賀野市保田1768-1 0250-68-1110

佐　渡　市

いしもと歯科 石本　裕子 952-0014 佐渡市両津湊178 0259-23-2533

城野歯科医院 城野　卓也 952-0116 佐渡市新穂92 0259-22-2126

本田歯科医院 本田　亘 952-0318 佐渡市真野新町444 0259-55-2159

ふじい歯科 藤井　賢一郎 952-0604 佐渡市小木町2120-2 0259-86-2717

佐渡市赤泊診療所歯科 渡部　厚史 952-0711 佐渡市赤泊2206-3 0259-87-3170

こだま歯科医院 児玉　信彦 952-1209 佐渡市千種丙207-8 0259-63-4501

隅田歯科医院 隅田　光弘 952-1212 佐渡市泉甲661-1 0259-63-3220

山岡歯科医院 山岡　秀樹 952-1305 佐渡市上長木字西畑358-2 0259-52-2361

本間歯科医院 本間　泰裕 952-1315 佐渡市河原田諏訪町196 0259-51-0555

ミドリ歯科医院 渡部　尚 952-1315 佐渡市河原田諏訪町80-4　新潟交通佐和田ビル2F 0259-52-3134

まもる歯科 渡部　守 952-1548 佐渡市相川羽田町58 0259-74-2134

魚　沼　市

星歯科医院 渡邊　聖子 946-0007 魚沼市四日町147 025-792-0066

おがわ歯科クリニック 小川　英幸 946-0012 魚沼市浦町2 025-792-7751

南　魚　沼　市

高橋デンタルクリニック 高橋　俊男 949-6543 南魚沼市早川260-2 025-782-4710

小嶋歯科医院 小嶋　誠 949-6680 南魚沼市六日町123-16 025-772-2149

五日町病院附属歯科診療所 星野　研 949-7101 南魚沼市五日町2324 025-776-2790

胎　内　市

新栄町歯科医院 佐久間　利喜 959-2632 胎内市新栄町2-54 0254-43-6480

野沢歯科医院 野澤　一禎 959-2643 胎内市東本町1-4 0254-43-2141

村山歯科医院 村山　文隆 959-2643 胎内市東本町21-13 0254-39-1000

小林歯科医院 小林　豊 959-2643 胎内市東本町22-27 0254-39-1182

有松歯科医院 有松　美紀子 959-2644 胎内市大川町14-49 0254-43-5385

丹呉歯科医院 丹呉　寿宏 959-2645 胎内市本町2-26 0254-43-2179

佐藤歯科クリニック 佐藤　宜紀 959-2654 胎内市本郷町546-5 0254-43-5188

黒川病院・歯科 馬場　元子 959-2805 胎内市下館字大開1522 0254-47-3045

黒川診療所　歯科分室 田邊　義浩 959-2807 胎内市黒川1410 0254-47-2356

北蒲原郡　聖篭町

鈴木歯科医院 鈴木　和彦 957-0117 北蒲原郡聖籠町諏訪山1646-8 0254-27-3560

にしかた歯科医院 西方　昭二 957-0121 北蒲原郡聖籠町太夫2180-6 0254-20-8548

西蒲原郡　弥彦村

大橋歯科医院 大橋　勝美 959-0305 西蒲原郡弥彦村大字矢作字柿ノ浦7435 0256-94-5677

南蒲原郡　田上町

瀬高歯科医院 瀬高　昌士 959-1502 南蒲原郡田上町大字田上丙2494-6 0256-57-5441

櫻木歯科医院 本間　加奈 959-1502 南蒲原郡田上町大字田上丙1209-8 0256-57-5097

ひまわり歯科医院 樋浦　健二 959-1502 南蒲原郡田上町大字田上丁2402-49 0256-57-6480

潤歯科 石田　潤 959-1503 南蒲原郡田上町原ヶ崎新田2019-4 0256-46-8822

川名歯科医院 川名　豊 959-1513 南蒲原郡田上町大字川船河甲1073-17 0256-53-4180



医療機関名 歯科医師名 郵便番号 所在地 電話番号

令和5年度　歯科医院直接受診型歯科健診　協力歯科医院名簿（市区町村・郵便番号順）

東蒲原郡　阿賀町

岡村歯科医院 岡村　雅弘 959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3357-1 0254-92-5225

倉田歯科医院 倉田　一良 959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3548 0254-92-3039

三川インターデンタルクリニック 山本　幸司 959-4626 東蒲原郡阿賀町あが野南4324-14 0254-99-1600

南魚沼郡　湯沢町

齊藤デンタルクリニック 齊藤　貢 949-6101 南魚沼郡湯沢町中間沢2511-3　ｼｬﾙﾏﾝ湯沢104 025-784-4180

腰越歯科医院 腰越　厚子 949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立196-6 025-784-4511

中魚沼郡　津南町

津南デンタルクリニック 山田　陽子 949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡丁7962-1 025-765-3478


