
診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 加藤歯科医院 北区宮原町 048-665-4426

ぷらざのはいしゃさん 西区プラザ 048-782-8540 イーエックスデンタルクリニック 北区宮原町 048-651-8469

田中歯科医院 西区プラザ 048-623-2569 オレンジ歯科医院 北区宮原町 048-661-3005

宮内歯科医院 西区佐知川 048-622-4182 原田歯科医院 北区櫛引町 048-664-7543

石浜歯科医院 西区佐知川 048-622-6848 櫛引歯科医院 北区櫛引町 048-666-7161

まえかわ歯科クリニック 西区佐知川 048-626-0606 歯科のむら 北区大成町 048-782-8011

渋谷歯科医院 西区三橋 048-625-2560 タハラデンタルクリニック 北区大成町 048-669-4188

ひまわり歯科クリニック 西区指扇 048-782-8114 武田歯科医院 北区土呂町 048-663-7724

ハーミット歯科 西区指扇 048-779-8621 やすだ歯科クリニック 北区土呂町 048-668-6480

西大宮ファミリー歯科 西区指扇 048-620-0001 むらかみ歯科クリニック 北区土呂町 048-663-8880

沼野歯科医院 西区指扇 048-623-1511 土呂駅あつ美歯科クリニック 北区土呂町 048-667-0007

坂田歯科医院 西区指扇 048-622-3456 黒澤歯科医院 北区土呂町 048-651-4575

小川歯科指扇クリニック 西区指扇領別所　 048-624-8215 おおなり歯科クリニック 北区東大成町 048-783-3351

花の丘くろき歯科医院 西区西新井 048-625-0567 あさひデンタルクリニック 北区東大成町 048-662-4618

みつば歯科 西区西大宮 048-871-6006 黒須歯科医院 北区東大成町 048-663-1920

古田歯科医院 西区西大宮 048-622-1108 河村歯科医院分院 北区東大成町 048-666-1116

福田歯科医院 西区西大宮 048-625-6622 河村歯科医院 北区東大成町 048-666-4350

湯澤歯科 西区西遊馬 048-622-8020 なかざわ歯科クリニック 北区東大成町　 048-652-6418

くりはら歯科医院 西区中野林 048-622-2604 牧野歯科医院 北区東大成町　 048-667-0300

指扇駅前いしはま歯科クリニック 西区土屋 048-625-7321 なら歯科 北区奈良町 048-667-5582

永田歯科医院 西区土屋 048-622-3535 杉山歯科医院 北区奈良町 048-664-6245

二ツ宮すだ歯科医院 西区二ツ宮 048-625-1761 大木歯科医院 北区日進町 048-663-0221

矢部歯科医院 西区宝来 048-623-1130 雙葉デンタルクリニック 北区日進町 048-663-3292

横山歯科医院 西区宝来 048-625-4182 スマイル歯科クリニック 北区日進町 048-661-8046

原田歯科医院 西区宝来 048-622-3511 吉沢歯科医院 北区日進町 048-651-0684

ひのき歯科 北区日進町 048-651-8855

デンダ歯科クリニック 北区日進町 048-652-6480

ヤスダ歯科 北区日進町 048-654-1839

診療所名 所在地 電話番号 伊藤歯科クリニック 北区日進町 048-663-1133

三原歯科医院 北区吉野町 048-651-4180 中山歯科医院 北区日進町 048-654-7341

歯科ながしまクリニック 北区宮原町 048-652-4182 安部歯科医院 北区日進町 048-664-6644

加納歯科医院 北区宮原町 048-652-0266 やまざき歯科医院 北区日進町 048-652-8299

関口デンタルオフィス 北区宮原町 048-652-1182 本郷歯科クリニック 北区本郷町 048-788-3852

ヒサミデンタルクリニック 北区宮原町 048-661-1071 田中歯科医院 北区本郷町 048-663-7535

伊藤歯科医院 北区宮原町 048-664-5456 ながえだ歯科医院 北区本郷町 048-662-8864

みずき歯科クリニック 北区宮原町 048-665-1180 浜野歯科医院 北区盆栽町 048-663-2649

共立歯科医院 北区宮原町 048-651-8518

ホワイト歯科クリニック 北区宮原町 048-664-6642

渋谷歯科医院 北区宮原町 048-663-1902

山岡歯科医院 北区宮原町 048-652-7337

さいたま市西区

さいたま市北区
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診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 林歯科クリニック 大宮区大成町 048-664-1212

堀江歯科医院 大宮区下町 048-657-3111 関デンタルクリニック 大宮区大成町 048-654-6700

うわだいら歯科医院 大宮区吉敷町 048-648-8148 秋山歯科クリニック 大宮区大成町 048-666-7870

大宮区役所前歯科 大宮区吉敷町 048-641-1189 羽入田歯科医院 大宮区大成町 048-665-4182

スマイル矯正歯科 大宮区吉敷町 048-600-3771 山崎歯科クリニック 大宮区大成町 048-653-0010

蓮見歯科医院 大宮区宮町 048-641-7275 飯田矯正歯科医院 大宮区大門町　 048-643-6480

田原歯科医院 大宮区宮町 048-642-4872 サカ歯科 大宮区仲町 048-641-0364

中島歯科医院 大宮区宮町 048-641-3540 塩野歯科医院 大宮区仲町 048-641-0292

たけやま歯科医院 大宮区宮町 048-648-3924 大宮こかい矯正歯科 大宮区仲町 048-658-8111

大宮銀座通り歯科 大宮区宮町 048-783-2696 相田歯科医院 大宮区天沼町 048-641-2890

ハート歯科クリニック 大宮区櫛引町 048-662-6486 大澤歯科医院 大宮区土手町 048-641-1525

本多歯科医院 大宮区高鼻町 048-641-4447 下村歯科医院 大宮区土手町 048-645-2118

大宮なりた歯科医院 大宮区高鼻町 048-645-0005 あさひ歯科医院 大宮区東町 048-644-5667

井上歯科医院 大宮区高鼻町 048-643-5796 永井歯科医院 大宮区北袋町 048-645-3435

桜木歯科クリニック 大宮区桜木町 048-640-1111 すずかめ歯科医院 大宮区堀の内町 048-647-4955

渋谷歯科医院 大宮区桜木町 048-664-2947

ＳＨＩＮ矯正歯科ホワイトエッセンス 大宮区桜木町 048-778-7688

高木歯科医院 大宮区桜木町 048-641-2415

ソニックシティ本多歯科クリニック 大宮区桜木町 048-647-4113

鈴木歯科医院 大宮区桜木町 048-641-0935

栗原歯科医院 大宮区桜木町 048-644-7001

ヤナセ矯正歯科 大宮区桜木町 048-644-3280

ファミリア歯科矯正 大宮区桜木町 048-644-7055

パークサイドデンタルオフィス 大宮区桜木町 048-650-2918

ひなた歯科医院 大宮区桜木町 048-658-0202

松木歯科医院 大宮区桜木町　 048-647-2231

いけだ歯科クリニック 大宮区桜木町　 048-647-5342

佐倉歯科口腔クリニック 大宮区三橋 048-645-5558

大成歯科診療所 大宮区三橋 048-622-1188

久保歯科医院 大宮区三橋 048-622-4355

髙野歯科医院 大宮区三橋 048-665-5240

はにだ歯科クリニック 大宮区三橋 048-664-4051

森歯科医院 大宮区三橋 048-625-8241

かんべ歯科医院 大宮区寿能町 048-641-6168

佐々木歯科医院 大宮区寿能町 048-644-0611

高橋歯科医院 大宮区寿能町　 048-641-1094

野田歯科医院 大宮区上小町 048-643-2508

菊地歯科医院 大宮区上小町 048-644-4182

鈴木歯科・矯正歯科医院 大宮区浅間町 048-648-1800

さいたま市大宮区
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診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 小池歯科医院 見沼区南中野 048-683-6680

鶴岡歯科医院 見沼区御蔵 048-684-1811 膝子つのい歯科医院 見沼区膝子 048-686-9739

古賀歯科医院 見沼区御蔵 048-687-2225 おおた歯科 見沼区風渡野 048-687-7713

高橋歯科医院 見沼区御蔵 048-683-7227 横尾歯科医院 見沼区風渡野 048-684-9869

浜歯科医院 見沼区春岡 048-687-1425 七里みか歯科医院 見沼区風渡野 048-688-3334

もちづき歯科医院 見沼区春岡 048-687-6480 ふかさわ歯科医院 見沼区風渡野 048-686-9010

浅子歯科医院 見沼区小深作 048-687-4618 ななさと菜のはな歯科クリニック 見沼区風渡野 048-684-0990

上山口ナオ歯科 見沼区上山口新田 048-685-1489 高崎歯科医院 見沼区堀崎町 048-686-9500

聖歯科 見沼区新堤 048-686-6676 門脇歯科医院 見沼区堀崎町 048-688-8260

アーバンふれあい歯科 見沼区深作 048-688-8710 吉田歯科医院 見沼区蓮沼 048-683-9994

林歯科医院 見沼区深作 048-687-8118

さや歯科クリニック 見沼区大谷 048-796-8249

大野歯科医院 見沼区大谷 048-687-6251

林歯科医院 見沼区大和田町 048-685-7751

カナヤデンタルクリニック 見沼区大和田町 048-685-2527

オサム歯科医院 見沼区大和田町 048-686-7548

旭歯科医院 見沼区大和田町 048-684-8801

大和田おか歯科医院 見沼区大和田町　 048-680-6480

高山歯科医院 見沼区中川 048-686-2138

まき歯科医院 見沼区東新井 048-687-8008

木村歯科医院 見沼区東新井 048-685-3367

東新井歯科医院 見沼区東新井 048-686-8241

マスダ歯科医院 見沼区東大宮 048-686-0088

島田歯科医院 見沼区東大宮 048-663-5833

中里歯科医院 見沼区東大宮 048-651-3248

東大宮歯科 見沼区東大宮 048-651-8548

赤羽歯科（東大宮） 見沼区東大宮 048-687-0081

ちば歯科 見沼区東大宮 048-669-7585

しのづか歯科医院 見沼区東大宮 048-654-6261

もろおか歯科医院 見沼区東大宮 048-683-9591

のがわ歯科クリニック 見沼区東大宮 048-680-2525

クロスデンタルクリニック 見沼区東大宮 048-666-1949

伊藤歯科医院 見沼区東大宮 048-683-9556

ほんざわ歯科医院 見沼区東大宮 048-685-1974

和田歯科医院 見沼区東大宮 048-683-6598

山田歯科 見沼区東門前 048-684-1102

みやび歯科医院 見沼区東門前 048-687-6208

Ｔ＆Ｔ歯科・矯正歯科クリニック 見沼区南中丸 048-796-0141

ひまわり歯科 見沼区南中野 048-684-0919

深田歯科医院 見沼区南中野 048-683-4025

さいたま市見沼区
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診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 おじまや歯科医院 中央区本町東 048-856-0931

えんなみ歯科 中央区円阿弥 048-858-7770 鷹ノ巣歯科室 中央区本町東 048-857-6999

与野グリーン歯科クリニック 中央区下落合 048-762-3695 プラザ歯科 中央区本町東 048-840-1677

前田歯科 中央区下落合 048-834-2727 本町歯科医院 中央区本町東 048-855-9775

与野駅前ヒロデンタルクリニック 中央区下落合 048-764-8140 荻原歯科医院 中央区本町東　 048-852-5086

歯科与野医院 中央区下落合 048-831-6062 ひがし歯科 中央区鈴谷 048-851-6600

花俟歯科医院 中央区下落合 048-831-4538 クローバー歯科医院 中央区鈴谷 048-853-8882

かわべ歯科医院 中央区下落合 048-825-8148 伊藤歯科医院 中央区鈴谷 048-857-5441

森泉歯科医院 中央区下落合 048-856-3188 鈴谷歯科医院 中央区鈴谷 048-853-5075

鴨田歯科クリニック 中央区下落合 048-824-3222

はやし歯科クリニック 中央区下落合 048-823-3383

杉山歯科医院 中央区下落合　 048-854-1182 診療所名 所在地 電話番号

今井歯科医院 中央区桜丘 048-856-2299 髙﨑歯科クリニック 桜区栄和 048-856-0606

ツカ原歯科医院 中央区上落合 048-855-9748 たきもと歯科クリニック 桜区下大久保 048-857-8100

中央通り歯科医院 中央区上落合 048-852-1182 小野寺歯科医院 桜区下大久保新田 048-857-0275

髙島歯科医院 中央区上落合 048-853-0303 あさひとう歯科クリニック 桜区上大久保 048-855-8800

山内歯科クリニック 中央区上落合 048-857-5221 高野歯科医院 桜区上大久保 048-855-3939

今城歯科クリニック 中央区上落合 048-859-6930 おおせ歯科 桜区神田 048-855-3571

蓮歯科医院 中央区上落合 048-854-2118 いわね歯科クリニック 桜区西堀 048-753-9045

樋口歯科医院 中央区上落合 048-852-0661 宮子歯科医院 桜区西堀 048-862-6648

金子歯科診療所 中央区上落合 048-852-1208 伴歯科医院 桜区西堀 048-838-8623

ホワイト歯科よの 中央区上落合 048-858-4848 トモデンタルクリニック 桜区大久保領家 048-858-1722

なみこし歯科医院 中央区上落合 048-857-7354 こみね歯科医院 桜区田島 048-866-6287

竹井歯科医院 中央区新中里 048-833-4978 草地歯科田島診療所 桜区田島 048-863-8681

すわ歯科医院 中央区新中里 048-706-8241 さいたま歯科口腔外科クリニック 桜区田島 048-866-1488

井原歯科医院 中央区新中里 048-831-4552 西田歯科クリニック 桜区田島 048-837-8300

アール歯科セントラルクリニック南与野 中央区新中里 048-600-4618 フェニックス歯科クリニック 桜区田島 048-762-7767

コバヤシデンタルオフィス 中央区新中里 048-831-6801 かやの・五味こども歯科矯正歯科 桜区田島 048-862-6041

埼大通りむらた歯科 中央区新中里 048-815-6480 塙歯科医院 桜区田島 048-862-1715

新都心アクアデンタルクリニック 中央区新都心 048-600-1550 岡村歯科医院 桜区田島 048-864-8148

井出歯科医院 中央区大戸 048-824-2889 山田歯科クリニック 桜区田島 048-862-6863

ＫＥＩ三共歯科 中央区大戸 048-762-3735 西浦和歯科医院 桜区田島 048-861-0550

ナカニシデンタルクリニック 中央区大戸 048-826-6556 三村歯科医院 桜区南元宿 048-855-8676

角田歯科医院 中央区大戸 048-831-3207 小山歯科医院 桜区白鍬 048-854-2911

ノエル歯科クリニック 中央区八王子 048-857-6057 小田歯科医院 桜区白鍬 048-852-3232

渡辺歯科医院 中央区八王子 048-855-5506

たかなし歯科 中央区八王子 048-767-7130

福永歯科医院 中央区本町西 048-816-3666

せきファミリー歯科 中央区本町西 048-767-8140

鈴木歯科医院 中央区本町西 048-854-1277

さいたま市中央区

さいたま市桜区
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診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 倉根歯科医院 浦和区常盤 048-831-5672

松本歯科クリニック 浦和区岸町 048-824-2300 たかデンタルクリニック 浦和区常盤 048-832-4724

深澤歯科医院 浦和区岸町 048-822-4773 伊沢歯科医院 浦和区常盤 048-831-9305

大谷歯科医院 浦和区岸町 048-822-9247 小宮山歯科医院 浦和区常盤 048-832-3866

栗下歯科医院 浦和区岸町 048-822-3556 高島歯科クリニック 浦和区常盤 048-831-5595

浦和歯科クリニック 浦和区岸町 048-829-2891 きたばたけ歯科医院 浦和区常盤 048-827-5252

青木歯科 浦和区岸町 048-822-3040 上原歯科医院 浦和区常盤 048-824-0017

大畑歯科口腔外科 浦和区岸町 048-814-2701 ほり歯科医院 浦和区常盤 048-834-1833

大関歯科医院 浦和区岸町 048-822-3250 よしの歯科クリニック 浦和区常盤 048-789-6660

山根歯科医院 浦和区元町 048-886-8622 猪狩歯科医院 浦和区針ケ谷 048-831-5463

奥村歯科医院 浦和区元町 048-881-8401 野村歯科クリニック 浦和区瀬ケ崎 048-882-0575

善積歯科医院 浦和区元町 048-886-6736 橘田歯科医院 浦和区前地 048-882-4482

島田歯科医院 浦和区元町 048-886-6018 ひので歯科クリニック 浦和区前地 048-767-4618

大岩歯科医院 浦和区元町 048-886-1817 関口歯科医院 浦和区前地 048-883-8148

こやた歯科医院 浦和区高砂 048-822-8201 鹿島歯科医院 浦和区仲町 048-866-0883

山田歯科医院 浦和区高砂 048-822-4364 ＣＯＪＩ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ 浦和区仲町 048-711-6411

浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニック 浦和区高砂 048-824-1182 すずき歯科医院 浦和区仲町 048-822-5080

クレ歯科・矯正歯科 浦和区高砂 048-822-6301 いとう歯科医院 浦和区仲町 048-824-4618

あや歯科 浦和区高砂 048-825-4618 菅原歯科医院 浦和区仲町 048-747-6363

エミデンタルクリニック 浦和区高砂 048-835-4412 大岩歯科医院 浦和区仲町 048-862-9719

丸山歯科医院 浦和区高砂 048-834-8241 まつうら矯正歯科医院 浦和区仲町 048-824-8118

とくやま歯科浦和 浦和区高砂 048-822-2228 土屋歯科医院 浦和区仲町 048-822-2873

浦和くすのき歯科 浦和区高砂 048-865-1188 たぼ歯科医院 浦和区仲町 048-824-8241

小谷野歯科 浦和区高砂 048-824-5421 宮川歯科医院 浦和区仲町 048-861-9491

ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥかきぬま歯いしゃ 浦和区高砂 048-822-1212 波多野歯科医院 浦和区仲町 048-825-8020

シンポ歯科クリニック浦和 浦和区高砂 048-824-0200 浦和矯正歯科クリニック 浦和区東高砂町 048-882-6215

大島歯科診療所 浦和区高砂 048-864-2778 ナグモ歯科クワバラクリニック 浦和区東高砂町 048-762-8265

上木崎歯科診療所 浦和区上木崎 048-824-0531 ちだ歯科クリニック 浦和区東高砂町 048-882-8578

関口歯科医院 浦和区上木崎 048-822-0118 ＡＢＣデンタル・矯正歯科クリニック 浦和区東高砂町 048-813-8134

山﨑歯科医院 浦和区上木崎 048-832-0457 たぼ歯科医院 浦和区東仲町 048-711-8241

武田歯科医院 浦和区上木崎 048-832-1523 浦和駅前トマト歯科医院 浦和区東仲町 048-811-1122

工藤歯科医院 浦和区上木崎 048-824-0539 トンボ歯科クリニック北浦和 浦和区北浦和 048-825-6500

入江歯科医院 浦和区上木崎 048-832-8131 吉田歯科 浦和区北浦和 048-832-6778

さいたま新都心ミタス歯科 浦和区上木崎 048-822-8500 森山歯科クリニック 浦和区北浦和 048-832-1220

矢尾歯科医院 浦和区上木崎 048-825-2525 おさだ歯科医院 浦和区北浦和 048-885-1118

市川歯科医院 浦和区上木崎 048-824-1748 かずデンタルクリニック 浦和区北浦和 048-815-8211

キムラ歯科医院 浦和区上木崎 048-824-3211 登坂歯科医院 浦和区北浦和 048-816-4100

遠藤矯正歯科 浦和区上木崎 048-767-7399 野中歯科クリニック 浦和区北浦和 048-824-8211

熊坂歯科医院 浦和区常盤 048-886-8504 さいかわ歯科医院 浦和区北浦和 048-832-1887

大山歯科医院 浦和区常盤 048-831-5318 北浦和かねこ歯科クリニック 浦和区北浦和 048-711-8821

さいたま市浦和区
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診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

北浦和歯科診療所 浦和区北浦和 048-831-7535 大岡歯科医院 南区南浦和 048-887-5077

松岡歯科クリニック 浦和区北浦和 048-881-8181 木村歯科医院 南区南浦和 048-882-9541

しみずデンタルクリニック 浦和区北浦和 048-827-5166 濱川歯科医院 南区南浦和 048-886-0011

並木歯科医院 浦和区本太 048-882-4809 モリカゲ歯科医院 南区南浦和 048-884-1951

早川歯科医院 浦和区本太 048-882-4323 くろさき歯科 南区南浦和 048-887-9639

海野歯科クリニック 浦和区本太 048-887-5484 かなえ歯科クリニック 南区南浦和 048-711-5678

木崎歯科医院 浦和区木崎 048-881-7222 おおしろ歯科医院 南区南浦和 048-887-6480

せがわ歯科医院 浦和区木崎 048-834-0118 さくら歯科クリニック 南区南本町 048-837-8883

筒井歯科医院 浦和区領家 048-883-3948 渡沼歯科医院 南区南本町 048-866-1002

しおの歯科医院 浦和区領家 048-825-3963 くろき矯正歯科 南区白幡 048-767-8087

髙島歯科医院 浦和区領家 048-886-1293 なると歯科 南区白幡 048-678-7610

のもと歯科医院 浦和区領家 048-815-8618 マーレあきら歯科クリニック 南区白幡 048-816-4168

ツツイデンタルクリニック 浦和区領家 048-711-8401 セントラル歯科医院 南区白幡 048-865-6480

セキハタ歯科医院 南区白幡 048-839-8020

白幡歯科医院 南区白幡 048-861-7266

診療所名 所在地 電話番号 大石歯科クリニック 南区文蔵 048-837-8241

角田歯科クリニック 南区根岸 048-863-6612 なかむら歯科クリニック 南区文蔵 048-762-3855

諸星歯科医院 南区根岸 048-838-3500 君島歯科口腔外科クリニック 南区文蔵 048-861-8882

かまたデンタルオフィス 南区根岸 048-862-1182 南浦和歯科 南区文蔵 048-710-0001

阿川歯科医院 南区根岸 048-861-0059 ぶぞう歯科 南区文蔵 048-866-2231

今仲歯科医院 南区根岸 048-864-2854 町田歯科医院 南区別所 048-864-2866

ふじた歯科クリニック 南区根岸 048-839-7474 ファーストタワー歯科クリニック 南区別所 048-865-8117

山本歯科医院 南区四谷 048-866-0541 中川路矯正歯科 南区別所 048-866-4645

浦和中央歯科クリニック 南区鹿手袋 048-863-4618 武蔵浦和歯科医院 南区別所 048-864-0858

いちかわ歯科 南区鹿手袋 048-844-1846 三井歯科医院 南区別所 048-866-7000

中村歯科クリニック 南区鹿手袋 048-866-9978 デンタルオフィス武蔵浦和 南区別所 048-872-0621

ひまわり歯科クリニック 南区鹿手袋　 048-837-1108 西澤歯科クリニック 南区別所 048-862-1255

しみず歯科医院 南区沼影 048-837-8461

ニューグリーン歯科 南区沼影 048-862-6500

スカイ＆ガーデンデンタルオフィス 南区沼影 048-711-1900

マツオ歯科クリニック 南区沼影 048-783-4555

南浦和歯科 南区太田窪 048-885-8733

若島歯科医院 南区太田窪 048-885-4156

岡歯科医院 南区太田窪 048-882-1055

今村歯科医院 南区大谷口 048-885-7560

浅井歯科医院 南区大谷場 048-711-2978

片野歯科クリニック 南区大谷場 048-883-1132

歯科ニシムラ 南区辻 048-861-4779

中川歯科医院 南区辻 048-865-0099

北戸田歯科クリニック 南区辻 048-861-8000

さいたま市南区
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診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

新田歯科医院 緑区原山 048-886-7122 曽根歯科医院 岩槻区愛宕町 048-758-8384

原山歯科医院 緑区原山 048-882-4187 こうの歯科医院 岩槻区愛宕町 048-756-1116

グリーン歯科クリニック 緑区原山 048-881-3381 城北デンタルクリニック 岩槻区岩槻 048-720-8191

あつみ歯科医院 緑区三室 048-874-4581 安田歯科医院 岩槻区岩槻 048-756-8214

みやざき歯科 緑区芝原 048-876-3883 いしはらデンタルクリニック 岩槻区岩槻 048-795-8241

しらこばと歯科 緑区芝原 048-767-8112 増岡歯科医院 岩槻区鹿室 048-794-9322

和田歯科医院 緑区松木 048-874-0405 こみぞ歯科医院 岩槻区小溝 048-796-8182

大槻歯科医院 緑区太田窪 048-887-3245 若松歯科医院 岩槻区上野 048-795-2070

志田歯科医院 緑区太田窪 048-886-7418 みやうち歯科 岩槻区城南 048-798-7198

リュウデンタルハウス 緑区代山 048-878-5000 あかいけデンタルクリニック 岩槻区西町 048-790-3918

こささ歯科医院 緑区大間木 048-873-8844 西町矯正歯科クリニック 岩槻区西町 048-757-1184

なかお歯科医院 緑区中尾 048-764-8401 増田歯科医院 岩槻区西町 048-756-6100

きくち歯科クリニック 緑区大門 048-812-2567 長谷川歯科医院 岩槻区西町 048-756-1258

あきデンタルクリニック大門 緑区大門 048-799-3218 金沢クリニック 岩槻区太田 048-758-1549

大谷歯科クリニック 緑区東浦和 048-875-6830 岩嵜歯科 岩槻区太田 048-758-1571

こばやし歯科 緑区東浦和 048-873-6874 石川歯科医院 岩槻区仲町 048-756-7777

岡村歯科クリニック 緑区東浦和 048-875-1555 松丸・歯科・矯正歯科・医院 岩槻区東岩槻 048-756-6643

はまわき歯科 緑区東浦和 048-873-7707 森泉歯科医院 岩槻区東岩槻 048-794-3409

カムカムデンタルクリニック 緑区東浦和 048-874-1883 田口歯科医院 岩槻区東町 048-756-0439

東浦和おか歯科・矯正歯科 緑区東浦和 048-749-1226 清水歯科医院 岩槻区南下新井 048-798-7095

むらまつおとなこども歯科 緑区東浦和 048-712-6480 勝沼歯科クリニック 岩槻区南平野 048-756-0275

フルヤ歯科クリニック 緑区東大門 048-812-1182 天野歯科医院 岩槻区尾ケ崎 048-798-7657

あさか歯科医院 緑区道祖土 048-813-8000 ｇｒｏｗｔｈウニクス浦和美園歯科 岩槻区美園東 048-720-8993

伏見歯科医院 緑区道祖土 048-886-1143 White leaf dental clinic 岩槻区美園東 048-798-8011

にしやま歯科医院 緑区馬場 048-876-0418 吉武歯科医院 岩槻区表慈恩寺 048-794-8241

はつかわ歯科・矯正歯科クリニック 緑区美園 048-749-1864 関場歯科医院 岩槻区府内 048-798-2666

歯科・矯正歯科いまむら 緑区美園　 048-755-9083 さとう歯科医院 岩槻区本宿 048-797-6161

裕木歯科クリニック 緑区美園　 048-762-6487 スワンデンタルクリニック 岩槻区本宿 048-757-8852

丸山記念総合病院歯科 岩槻区本町 048-757-3511

さかい歯科医院 岩槻区本町 048-756-4710

本町かとうデンタルクリニック 岩槻区本町 048-756-2300

さいたま市緑区 さいたま市岩槻区
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診療所名 所在地 電話番号

診療所名 所在地 電話番号 ふじさわ歯科クリニック 川口市幸町 048-255-6480

森下歯科医院 川口市安行原 048-296-6377 川口歯科医院 川口市幸町 048-258-3428

三浦歯科医院 川口市安行慈林 048-287-0033 コートハウス歯科医院 川口市幸町 048-256-7127

じりん歯科医院 川口市安行慈林 048-286-4188 パークタワーいとう歯科医院 川口市幸町 048-258-4618

岩渕歯科 川口市安行出羽 048-294-4984 南雲歯科医院 川口市幸町 048-258-3434

杏林歯科医院 川口市安行北谷 048-294-7244 篠木歯科 川口市幸町 048-254-0118

さかいばし歯科医院 川口市安行領根岸 048-286-6480 ひまわり歯科医院 川口市江戸 048-287-1144

住沢歯科医院 川口市安行領根岸 048-281-8557 大井歯科クリニック 川口市差間 048-294-4180

にしの歯科クリニック 川口市安行領根岸 048-284-5662 片柳歯科医院 川口市差間 048-294-2006

ねぎしやはぎ歯科医院 川口市安行領根岸 048-282-6480 よつば歯科 川口市坂下町 048-285-4280

遊佐歯科クリニック 川口市安行領在家 048-297-1818 渋谷歯科医院 川口市坂下町 048-281-3374

髙木デンタルクリニック 川口市栄町 048-240-8020 高橋歯科医院 川口市桜町 048-286-3476

川口駅マツモト歯科 川口市栄町 048-257-0303 中山歯科医院 川口市桜町 048-281-0141

清村矯正歯科 川口市栄町 048-255-8155 小久保歯科医院 川口市桜町 048-281-1774

すずき矯正歯科 川口市栄町 048-252-8818 かとう歯科クリニック 川口市桜町 048-285-7392

メープル歯科クリニック 川口市栄町 048-256-2979 赤羽歯科（川口） 川口市三ツ和 048-281-5678

フレンドデンタルオフィス 川口市栄町 048-256-6171 田辺歯科医院 川口市芝 048-268-8601

にいさか矯正歯科 川口市栄町 048-241-4187 川本歯科医院 川口市芝 048-262-2911

橋本歯科医院 川口市栄町 048-254-3810 ひの歯科医院 川口市芝 048-263-1332

末広歯科医院 川口市栄町 048-251-2311 西村歯科医院 川口市芝 048-268-8262

平田歯科クリニック 川口市宮町 048-251-1131 まつもと歯科医院 川口市芝 048-267-5454

長谷川歯科医院 川口市元郷 048-211-6692 聖美歯科医院 川口市芝 048-268-4331

山内歯科医院 川口市元郷 048-225-2233 芝園歯科クリニック 川口市芝園 048-269-6151

山田歯科クリニック 川口市元郷 048-223-1804 やまざき歯科クリニック 川口市芝園町 048-269-8241

うけがわ歯科元郷 川口市元郷 048-222-8148 東歯科医院 川口市芝園町 048-266-3119

彩歯科クリニック 川口市戸塚 048-298-0191 髙木歯科医院 川口市芝高木 048-266-5581

ばんしょう歯科クリニック 川口市戸塚 048-297-5521 旭歯科医院 川口市芝新町 048-266-1540

いしかわ歯科 川口市戸塚 048-297-8114 松尾歯科医院 川口市芝新町 048-266-1212

モアナ歯科クリニック 川口市戸塚 048-298-2999 大島デンタルクリニック 川口市芝新町 048-266-7616

イサオ歯科クリニック 川口市戸塚 048-297-8211 浜田歯科医院 川口市芝中田 048-266-3111

さとう歯科クリニック 川口市戸塚 048-298-8049 穴山歯科医院 川口市芝中田 048-261-0306

田村歯科医院 川口市戸塚 048-294-6480 平松歯科医院 川口市芝中田 048-263-6311

山本歯科クリニック 川口市戸塚境町 048-298-5260 安部歯科医院 川口市芝東町 048-269-6846

中田歯科医院 川口市戸塚東 048-295-3551 パーク歯科クリニック 川口市芝富士 048-266-8845

南波歯科医院 川口市戸塚東 048-295-5561 神原歯科医院 川口市小谷場岡の下 048-265-6480

保坂歯科クリニック 川口市幸町 048-259-1951 アクア歯科医院 川口市上青木 048-251-8040

河村歯科医院 川口市幸町 048-256-0118 阿川歯科医院 川口市上青木西 048-265-5402

吉野歯科医院 川口市幸町 048-252-3390 ながせ歯科クリニック 川口市上青木西 048-269-9080

森歯科医院 川口市幸町 048-251-5231 小嶋歯科クリニック 川口市新井町 048-224-2331

吉井歯科医院 川口市幸町 048-251-4814 清水歯科医院 川口市新堀町 048-285-4488

川口市

8



診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

岩下歯科医院 川口市榛松 048-285-1031 アルファデンタルクリニック 川口市朝日 048-225-8800

メグ歯科クリニック 川口市西青木 048-255-5134 朝日南歯科診療所 川口市朝日 048-223-8844

青木公園前みやおか歯科医院 川口市西青木 048-240-6480 はしだ歯科医院 川口市朝日 048-226-4343

杉井歯科医院 川口市西青木 048-255-1164 ナカムラ歯科 川口市朝日 048-222-6464

二瓶歯科医院 川口市西青木 048-251-5300 向陽歯科医院 川口市朝日 048-225-9666

なんば歯科 川口市西青木 048-251-3527 鷹觜歯科医院 川口市朝日 048-222-4528

藤田歯科医院 川口市西青木 048-256-3382 西川歯科医院 川口市朝日町 048-225-1851

福島歯科医院 川口市西川口 048-251-4815 えき歯科医院 川口市長蔵 048-298-6480

倉田歯科クリニック 川口市西川口 048-259-2244 大谷歯科医院 川口市辻 048-285-6900

加藤歯科医院 川口市西川口 048-254-7164 石田歯科医院 川口市辻 048-286-5566

池上歯科クリニック 川口市西川口 048-258-2277 かけがわ歯科医院 川口市東川口 048-298-8888

梅津歯科医院 川口市西川口 048-251-1846 久中歯科医院 川口市東川口 048-295-8981

西村歯科医院 川口市西川口 048-252-4597 金谷歯科クリニック 川口市東川口 048-295-7648

石川歯科医院 川口市西川口 048-252-7700 もがき歯科医院 川口市東川口 048-299-1841

渡辺歯科医院 川口市青木 048-258-2828 田中歯科クリニック 川口市東川口 048-297-1500

コスモデンタルクリニック 川口市青木 048-253-8899 みやぎ歯科医院 川口市東本郷 048-286-7450

髙地歯科クリニック 川口市青木 048-251-6487 横内歯科医院 川口市東領家 048-224-7222

伊藤歯科医院 川口市石神 048-296-1763 臼田歯科医院 川口市道合 048-284-0225

クローバー歯科クリニック 川口市石神 048-287-3699 二階堂歯科医院 川口市南町 048-252-7222

赤井歯科医院 川口市赤井 048-285-2091 はとり歯科医院 川口市南鳩ヶ谷 048-446-7878

たのうえ歯科医院 川口市赤山 048-291-6480 菊田歯科医院 川口市南鳩ケ谷 048-280-0121

おおむら歯科医院 川口市川口 048-256-4618 今野歯科クリニック 川口市南鳩ケ谷 048-288-4618

うけがわ歯科 川口市川口 048-256-8148 浦丸歯科医院 川口市南鳩ケ谷 048-285-6480

石橋歯科クリニック 川口市川口 048-257-5040 げんま歯科クリニック 川口市南鳩ケ谷 048-281-6000

いしかわ歯科クリニック 川口市川口 048-223-1093 とし歯科クリニック 川口市南鳩ケ谷 048-284-9992

かめだ歯科医院 川口市川口 048-258-8555 南町歯科クリニック 川口市南鳩ケ谷 048-281-5722

本庄歯科医院 川口市前川 048-268-7132 八幡木歯科医院 川口市八幡木 048-285-9355

ふじ歯科川口前川 川口市前川 048-487-9995 日精歯科鳩ヶ谷診療所 川口市鳩ヶ谷本町 048-281-8811

はせがわ歯科医院 川口市前川 048-264-1818 山岡歯科医院 川口市鳩ケ谷本町 048-281-0123

前川歯科クリニック 川口市前川 048-269-1480 大槻歯科医院 川口市鳩ケ谷本町 048-281-2251

玉手歯科医院 川口市前川 048-261-3707 谷野歯科医院 川口市飯塚 048-252-4273

てるい歯科クリニック 川口市前川 048-263-2233 中沢歯科医院 川口市飯塚 048-255-1480

成田歯科医院 川口市中青木 048-251-4431 三木歯科医院 川口市並木 048-251-7353

中青木歯科医院 川口市中青木 048-254-5936 第２ウメヅ歯科医院 川口市並木 048-255-1687

川口こたに歯科矯正歯科 川口市中青木 048-299-3856 のぶスマイル歯科 川口市並木 048-287-3778

川口ホワイト歯科 川口市中青木 048-256-8828 西川歯科クリニック 川口市並木 048-253-4280

鷲頭歯科医院 川口市中青木 048-257-1971 美増歯科医院 川口市並木 048-253-6481

小笠原歯科医院 川口市仲町 048-252-4482 井本歯科クリニック 川口市並木 048-250-2418

かしま歯科医院 川口市仲町 048-257-4855 おおぬま歯科クリニック 川口市並木元町 048-253-5510

伊藤歯科医院 川口市朝日 048-225-2968 大浦歯科医院 川口市峯 048-295-9797
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診療所名 所在地 電話番号

森田歯科医院 川口市本町 048-223-1700 診療所名 所在地 電話番号

池谷歯科医院 川口市本町 048-222-2126 歯科　緑の森 鴻巣市すみれ野 048-507-9223

元郷フローラ歯科 川口市本町 048-225-4618 あいのまち歯科医院 鴻巣市愛の町 048-595-3711

白岩歯科 川口市本町 048-224-5487 塩谷歯科医院鴻巣診療所 鴻巣市稲荷町 048-596-8187

深野歯科医院 川口市本町 048-222-4227 馬橋歯科医院吹上診療所 鴻巣市鎌塚 048-548-5733

センタービル歯科 川口市本町 048-225-8049 やまぐち歯科医院 鴻巣市宮前 048-595-1000

ひなたデンタルクリニック川口 川口市本町 048-222-1188 須永歯科医院 鴻巣市宮前 048-596-8046

前川歯科医院 川口市本町 048-222-3844 漆原歯科クリニック 鴻巣市宮地 048-542-6221

さいとう歯科医院 川口市本町 048-222-3262 市川歯科医院 鴻巣市宮地 048-541-1063

小林盛生歯科 川口市末広 048-226-3260 森山歯科医院 鴻巣市屈巣 048-569-2970

デンタルクリニックＫ 川口市末広 048-229-1777 ごう歯科クリニック 鴻巣市市ノ縄中耕地 048-598-6150

あけぼの歯科川口末広 川口市末広 048-299-8281 田島歯科クリニック 鴻巣市小松 048-541-4618

ユニ歯科医院 川口市末広 048-225-0333 塚原歯科医院 鴻巣市松原 048-542-1704

十二月田歯科医院 川口市末広 048-223-9069 田中歯科医院 鴻巣市上谷 048-543-1767

そよかぜ歯科 川口市末広 048-223-8148 萩原歯科医院 鴻巣市神明 048-596-5254

前田歯科医院 川口市木曽呂 048-295-8585 鳥羽歯科医院 鴻巣市吹上富士見 048-549-1110

うけがわ歯科弥平・矯正歯科 川口市弥平 048-226-6480 なかね歯科 鴻巣市吹上富士見 048-548-7733

さごう歯科医院 川口市柳根町 048-268-5083 大渕歯科医院 鴻巣市吹上本町 048-548-0004

小林歯科医院 川口市柳崎 048-267-4077 横山歯科医院 鴻巣市吹上本町 048-548-0149

おぎはら歯科クリニック 川口市柳崎 048-261-0464 宮本歯科クリニック 鴻巣市赤見台 048-596-0773

柿沼歯科医院 川口市柳崎 048-261-5781 ひろ歯科クリニック 鴻巣市赤見台 048-597-4618

あおばデンタルクリニック 川口市柳崎 048-265-6400 斉藤歯科クリニック 鴻巣市赤見台 048-596-9258

清水歯科 川口市里 048-288-5652 西澤歯科 鴻巣市赤見台 048-596-6318

矢作歯科医院 川口市里 048-285-4533 しのざき歯科医院 鴻巣市前砂 048-548-1182

髙橋歯科医院 川口市領家 048-223-1176 橋本歯科 鴻巣市滝馬室 048-541-8045

加藤歯科医院 鴻巣市滝馬室 048-543-6600

佐藤歯科クリニック 鴻巣市筑波 048-549-0190

矢島歯科医院 鴻巣市筑波 048-548-5297

松本歯科医院 鴻巣市登戸 048-596-5757

シンポ歯科クリニック 鴻巣市東 048-543-5678

持田歯科医院 鴻巣市南 048-548-6001

大本歯科医院 鴻巣市北新宿 048-577-7513

生田歯科医院 鴻巣市本町 048-541-1005

須田歯科医院 鴻巣市本町 048-541-0137

花岡歯科医院 鴻巣市本町 048-541-2214

大井歯科医院 鴻巣市本町 048-541-0223

松村歯科医院 鴻巣市本町 048-541-0736

小室歯科医院 鴻巣市本町 048-543-7966

かえこ歯科医院 鴻巣市本町 048-541-0328

グリーン歯科 鴻巣市本町 048-543-8899

鴻巣市
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診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

今仁歯科クリニック 鴻巣市箕田 048-598-3187 根岸歯科クリニック 上尾市谷津 048-774-0461

上尾西口歯科 上尾市谷津 048-775-3860

ほんだ歯科 上尾市中妻 048-772-8779

診療所名 所在地 電話番号 ページデンタルクリニック 上尾市中妻 048-729-6483

杉山歯科 上尾市愛宕 048-771-8049 榎本歯科医院 上尾市中分 048-726-1002

なかむら歯科 上尾市愛宕 048-773-7597 川田歯科医院 上尾市中分 048-781-2723

あいとく歯科上尾診療所 上尾市愛宕 048-788-4180 石原歯科医院 上尾市中分 048-726-3232

もりた歯科医院 上尾市井戸木 048-773-7554 千代歯科医院 上尾市仲町 048-771-3174

新海歯科医院 上尾市壱丁目 048-725-2365 河合歯科医院 上尾市仲町 048-775-6060

東山歯科医院 上尾市瓦葺 048-721-5957 三門歯科医院 上尾市二ツ宮 048-773-9181

白鳥歯科・矯正歯科 上尾市瓦葺 048-723-0000 渡辺歯科医院 上尾市柏座 048-773-9476

川野歯科医院 上尾市宮本町 048-771-0202 上尾中央総合病院歯科口腔外科 上尾市柏座 048-777-2890

まさみ歯科医院 上尾市原市 048-721-8810 井田歯科医院 上尾市柏座 048-771-7911

広瀬歯科医院 上尾市原市 048-722-7227 斎藤歯科医院 上尾市柏座 048-775-7177

はらいちだんち歯科・矯正歯科診療所 上尾市原市 048-722-9449 土岐歯科医院 上尾市柏座 048-774-5129

ミドリ歯科医院 上尾市向山 048-725-6110 小川歯科医院 上尾市富士見 048-772-3990

えのもと歯科クリニック 上尾市春日 048-775-1131 高橋歯科医院 上尾市富士見 048-774-7738

ヤナセ矯正歯科 上尾市小泉 048-781-6480 秋山歯科医院 上尾市平方 048-725-2068

上尾ファミリー歯科 上尾市小敷谷 048-676-4618 浅間台歯科医院 上尾市弁財 048-774-7616

池田歯科医院 上尾市小敷谷 048-725-3503 工藤歯科医院 上尾市本町 048-772-8148

第一歯科診療所 上尾市小敷谷 048-781-3490 沼尻歯科医院 上尾市緑丘 048-776-4618

上尾ハピネス歯科・こども歯科 上尾市小敷谷 048-725-0648 須田歯科医院 上尾市緑丘 048-771-8148

矢部歯科医院 上尾市上 048-776-7800

市川歯科医院 上尾市上 048-775-5212

塚本歯科医院 上尾市上 048-772-3252

湯本歯科医院 上尾市上 048-776-2211

Ｍ・Ｉ歯科医院 上尾市上 048-771-8648

植木歯科医院 上尾市上町 048-771-1785

愛仁クリニック 上尾市上町 048-773-6480

小林歯科医院 上尾市上町 048-775-1175

おにくぼ矯正歯科 上尾市上町 048-779-2525

林歯科医院 上尾市上町 048-774-2895

内田歯科医院 上尾市上平中央 048-793-7201

西宮下歯科医院 上尾市西宮下 048-772-3201

おかだ歯科医院 上尾市西宮下 048-771-1488

マチダデンタルオフィス 上尾市西宮下 048-773-8811

堀井歯科医院 上尾市西宮下 048-775-2155

藤倉歯科医院 上尾市川 048-726-5060

松本歯科医院 上尾市泉台 048-772-2417

井原歯科医院 上尾市浅間台 048-773-3810

上尾市
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診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

クレ歯科医院 蕨市錦町 048-444-5171 はやふね歯科 戸田市下戸田 048-433-6171

ヒロデンタルクリニック 蕨市中央 048-434-3493 戸田ファミリー歯科 戸田市下戸田 048-229-4314

ソフト歯科 蕨市中央 048-452-4316 鹿瀬歯科医院 戸田市下戸田 048-299-5656

白根歯科医院 蕨市中央 048-431-2466 戸田プラウド歯科 戸田市下戸田 048-299-6770

山村歯科医院 蕨市中央 048-431-2304 横井歯科医院 戸田市下前 048-442-0820

守岩歯科医院 蕨市中央 048-431-4101 ＴＡＧＯデンタルクリニック 戸田市喜沢 048-430-6480

山岡歯科医院 蕨市中央 048-441-2544 板橋歯科医院 戸田市喜沢南 048-441-2627

三谷歯科医院 蕨市中央 048-441-8148 萩原歯科医院 戸田市笹目 048-422-1277

中央歯科クリニック 蕨市中央 048-433-0011 中野歯科医院 戸田市笹目 048-422-0339

はねだ歯科クリニック 蕨市中央 048-434-0018 駒歯科クリニック 戸田市笹目 048-421-7761

福島歯科医院 蕨市中央 048-431-3771 みしまデンタルクリニック 戸田市笹目 048-423-1180

ほそい歯科クリニック 蕨市中央 048-431-3040 布施歯科 戸田市笹目南町 048-422-3366

増田歯科医院 蕨市中央 048-447-2222 戸田サクラ歯科 戸田市上戸田 048-431-8841

望月歯科クリニック 蕨市中央 048-445-1418 須藤歯科医院 戸田市上戸田 048-445-4595

蕨歯科クリニック 蕨市中央 048-432-3118 三空歯科 戸田市上戸田 048-432-3378

小野寺歯科医院 蕨市中央 048-433-1855 かしま歯科医院 戸田市上戸田 048-441-5001

安田歯科医院 蕨市中央 048-443-6480 吉川歯科クリニック 戸田市上戸田 048-442-0830

のぶしま矯正歯科 蕨市塚越 048-442-8374 さわだ歯科クリニック戸田 戸田市新曽 048-446-6522

公園通り歯科 蕨市塚越 048-434-8241 アナイ歯科医院 戸田市新曽 048-433-1052

弦間歯科医院 蕨市塚越 048-444-3359 北戸田スマイル歯科 戸田市新曽 048-445-1717

浅賀歯科医院 蕨市塚越 048-441-9861 アイル歯科クリニック 戸田市新曽芦原 048-433-0008

ミナト歯科医院 蕨市塚越 048-443-8484 戸田ひだまり歯科 戸田市新曽南 048-290-8705

飯田歯科医院 蕨市塚越 048-443-2122 はせがわ歯科矯正歯科 戸田市川岸 048-445-0080

わらび駅前歯科 蕨市塚越 048-444-8283 よもだ歯科医院 戸田市中町 048-441-8244

今野歯科医院 蕨市塚越 048-445-4183 佐藤歯科クリニック 戸田市中町 048-442-4360

海野歯科医院 蕨市北町 048-431-2513 圭歯科クリニック戸田中町 戸田市中町 048-434-3888

グリーン歯科医院 蕨市北町 048-445-3788 あらかわ歯科医院 戸田市美女木 048-421-1184

よしの歯科医院 蕨市北町 048-443-9521 美女木歯科医院 戸田市美女木 048-421-7116

ひらの歯科クリニック 戸田市美女木 048-422-8341

いいだ歯科医院 戸田市本町 048-447-6480

赤羽歯科（戸田） 戸田市本町 048-434-7355

立川歯科 戸田市本町 048-431-1100

戸田公園斉間歯科 戸田市本町 048-442-1801

戸田公園ほそい歯科医院 戸田市本町 048-445-8241

ウメダ歯科医院 戸田市本町 048-441-3669

ひらつか歯科クリニック 戸田市本町 048-430-0648

ローレル歯科医院 戸田市本町 048-442-6480

蕨市 戸田市
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診療所名 所在地 電話番号 診療所名 所在地 電話番号

くろさわ歯科　ベニバナウォーク桶川医院 桶川市下日出谷 048-871-5767 佐藤歯科医院 北本市栄 048-591-1631

うらベ歯科医院 桶川市下日出谷 048-786-9710 もとき歯科医院 北本市下石戸 048-593-4883

日出谷歯科医院 桶川市下日出谷 048-786-4118 若山歯科医院 北本市宮内 048-593-1633

やなぎはら歯科医院 桶川市下日出谷西 048-787-6482 イノデンタルクリニック 北本市荒井 048-591-6480

ゆずり葉歯科 桶川市下日出谷東 048-662-9786 ひろ歯科医院 北本市高尾 048-578-8811

花岡歯科医院 桶川市加納 048-728-2784 根岸デンタルクリニック 北本市山中 048-592-3758

岡本歯科医院 桶川市鴨川 048-786-3418 ｅ－Ｌｉｆｅ歯科クリニック 北本市深井 048-544-1515

すなが歯科クリニック 桶川市坂田 048-788-3479 オレンジ歯科 北本市深井 048-594-8414

アズ歯科　桶川院 桶川市坂田東 048-871-5687 西村歯科医院 北本市西高尾 048-591-7504

ノーベルデンタルクリニック 桶川市若宮 048-787-5558 竹間歯科医院 北本市西高尾 048-592-7323

野本歯科医院 桶川市若宮 048-787-1233 友愛歯科クリニック 北本市中央 048-592-7148

手代木歯科医院 桶川市若宮 048-787-8877 大島歯科医院 北本市中央 048-592-5211

望月歯科医院 桶川市寿 048-771-1304 ハートピア歯科・矯正歯科北本診療所 北本市中丸 048-501-8211

半澤歯科医院 桶川市寿 048-774-8174 さいとう歯科医院 北本市東間 048-543-4567

岩瀬歯科 桶川市寿 048-776-0822 今村歯科医院 北本市東間 048-543-1752

ラフィネデンタルクリニック 桶川市寿 048-782-4197 野尻歯科医院 北本市東間 048-542-6480

ようだ歯科クリニック 桶川市西 048-779-9100 まつざき歯科クリニック 北本市東間 048-540-6480

リリィデンタルクリニック 桶川市泉 048-789-4188 たかはし歯科クリニック北本 北本市二ツ家 048-590-2525

いのうえ歯科クリニック 桶川市泉 048-787-9000 北本みなみ歯科医院 北本市二ツ家 048-590-5804

オオタ歯科医院 桶川市泉 048-786-6757 アベ歯科医院 北本市北本 048-591-2202

朝日内科歯科医院 桶川市朝日 048-774-9385 福田歯科医院 北本市北本 048-591-2036

小林歯科クリニック 桶川市朝日 048-776-6601 萩原歯科医院 北本市北本 048-593-2251

新井歯科医院 桶川市東 048-771-1162 大塚歯科医院 北本市北本 048-592-8319

橋口歯科医院桶川診療所 桶川市東 048-774-1878 岡野歯科医院 北本市本宿 048-592-3399

ひるま歯科医院 桶川市南 048-776-4123 関根歯科医院 北本市本町 048-592-0540

島田歯科医院 北本市本町 048-592-9113
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診療所名 所在地 電話番号

中村歯科医院 伊奈町栄 048-720-1800

服部歯科医院 伊奈町寿 048-728-5323

ことぶき歯科医院 伊奈町寿　 048-729-0820

大津歯科医院 伊奈町小室 048-721-1181

さくら歯科医院 伊奈町小室 048-724-1182

こむろ歯科医院 伊奈町小室 048-724-0700

高野歯科医院 伊奈町小室　 048-721-8148

小島歯科医院 伊奈町大針 048-723-0006
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