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福山市 門　井　秀　夫 ｶﾄﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 門井歯科医院 ｶﾄﾞｲｼｶｲｲﾝ 720-0001 福山市御幸町上岩成字大道333-5 084-972-7373 084-972-7373 ●

福山市 内　田　武　志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 内田歯科医院 ｳﾁﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0003 福山市御幸町森脇440-6 084-955-5511 084-955-5511

福山市 宮　田　知　秀 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ みやた歯科クリニック ﾐﾔﾀｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-0003 福山市御幸町森脇88-1 084-961-1371 084-961-1378

福山市 池　田　　　剛 ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 池田歯科医院 ｲｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0011 福山市横尾町1-10-2 084-955-0076 084-955-2099

福山市 池　田　　　豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 池田歯科医院 ｲｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0011 福山市横尾町1-10-2 084-955-0076 084-955-2099 ●

福山市 弓　井　敏　郎 ﾕﾐｲ ﾄｼﾛｳ 弓井歯科医院 ﾕﾐｲｼｶｲｲﾝ 720-0013 福山市千田町千田1857 084-955-5582 084-955-8578

福山市 金　田　俊　彦 ｶﾈﾀﾞ ﾄｼﾋｺ かねだ歯科医院 ｶﾈﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0017 福山市千田町2-41-11 084-961-0655 084-961-0656 ●

福山市 物　部　良　樹 ﾓﾉﾍﾞ ﾖｼｷ (医)社団モノベ歯科医院 ﾓﾉﾍﾞｼｶｲｲﾝ 720-0017 福山市千田町1-35-1 084-955-6530 084-955-7020

福山市 濱　　　和　洋 ﾊﾏ ｶｽﾞﾋﾛ はま歯科医院 ﾊﾏｼｶｲｲﾝ 720-0022 福山市奈良津町3-5-24 084-973-6366 084-973-6366 ●

福山市 上　原　康　嗣 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾂｸﾞ うえはら歯科医院 ｳｴﾊﾗｼｶｲｲﾝ 720-0031 福山市三吉町1-9-4 084-921-8041 084-931-3388

福山市 河　底　晴　紀 ｶﾜｿｺ ｾｲｷ 河底歯科・矯正歯科 ｶﾜｿｺｼｶｷｮｳｾｲｼｶ 720-0031 福山市三吉町2-14-8 084-931-0041 084-931-0093

福山市 志田原　早　苗 ｼﾀﾞﾊﾗ ｻﾅｴ 志田原歯科小児歯科医院 ｼﾀﾞﾊﾗｼｶｼｮｳﾆｼｶｲｲﾝ 720-0031 福山市三吉町4-7-40 084-921-6439 084-921-6479 ●

福山市 中　山　幸　男 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷｵ 中山歯科医院 ﾅｶﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-0031 福山市三吉町4-13-29 084-925-2781 084-926-3116

福山市 上　田　純　夫 ｳｴﾀﾞ ｽﾐｵ 上田歯科医院 ｳｴﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0032 福山市三吉町南2-1-19 084-931-0706 084-931-0753

福山市 木　村　三　郎 ｷﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ (医)社団木村歯科医院 ｷﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0034 福山市若松町6-6 084-925-1319 084-925-1319

福山市 土　屋　浩　昭 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｱｷ (医)社団義恵会土屋歯科医院 ﾂﾁﾔｼｶｲｲﾝ 720-0042 福山市御船町1-12-6 084-931-5701 084-931-5701

福山市 吉　岡　和　彦 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 吉岡歯科医院 ﾖｼｵｶｼｶｲｲﾝ 720-0042 福山市御船町1-5-16 084-932-1201 084-922-4039

福山市 川　村　康　中 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾅｶ 川村歯科医院 ｶﾜﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0043 福山市船町1-2 084-923-1785 084-923-1785

福山市 藤　井　康　博 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 藤井歯科医院 ﾌｼﾞｲｼｶｲｲﾝ 720-0051 福山市桜馬場町1-30 084-923-0654 084-924-7911

福山市 北　村　裕　俊 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 北村歯科医院 ｷﾀﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0052 福山市東町2-1-12 084-923-0605 084-923-0605

福山市 濱　田　典　久 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ (医)社団慈久会はまだ歯科医院 ﾊﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-0052 福山市東町3-1-15 084-923-3699 084-923-3698

福山市 松　山　誠　爾 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ 松山歯科医院 ﾏﾂﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-0052 福山市東町2-2-5 084-923-1983 084-923-2003

福山市 高　橋　眞　也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 720-0053 福山市大黒町2-32 084-921-1270 084-921-1270

福山市 西　谷　　　展 ﾆｼﾔ ﾉﾌﾞ にしや歯科医院 ﾆｼﾔｼｶｲｲﾝ 720-0056 福山市本町1-10 084-928-4545 084-928-4891 ●

福山市 小　川　晴　也 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 小川矯正歯科 ｵｶﾞﾜｷｮｳｾｲｼｶ 720-0062 福山市伏見町4-32 084-928-0118 084-928-6118

福山市 坂　本　芳太郎 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ 坂本歯科医院 ｻｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 720-0063 福山市元町6-7 坂本ビル2F 084-923-0500 084-923-1489

福山市 平　井　元　章 ﾋﾗｲ ﾓﾄｱｷ 平井歯科医院 ﾋﾗｲｼｶｲｲﾝ 720-0063 福山市元町13-20 084-922-0373 084-922-0373

福山市 北　村　富三郎 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾐｻﾌﾞﾛｳ 北村歯科医院 ｷﾀﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0064 福山市延広町4-7 084-922-4055 084-922-4055

福山市 田　中　靖　人 ﾀﾅｶ ﾔｽﾄ 田中歯科医院 ﾀﾅｶｼｶｲｲﾝ 720-0064 福山市延広町8-11 084-923-1893 084-922-6511

福山市 堤　　　光　仁 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ 堤歯科医院 ﾂﾂﾐｼｶｲｲﾝ 720-0064 福山市延広町5-6 084-921-6480 084-921-6481 ●

福山市 渡　辺　八十夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｿｵ 渡辺矯正歯科 ﾜﾀﾅﾍﾞｷｮｳｾｲｼｶ 720-0064 福山市延広町1-25 明治安田生命福山駅前ビル5F 084-926-3200 084-926-3206

福山市 新　井　寿　欧 ｱﾗｲ ﾄｼｵ ROSE CLINIC ROSE CLINIC 720-0065 福山市東桜町1-1 ines FUKUYAMA 084-924-0100 084-924-0107

福山市 長　岡　康　彦 ﾅｶﾞｵｶ ﾔｽﾋｺ 長岡矯正歯科クリニック ﾅｶﾞｵｶｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-0066 福山市三之丸町9-16 山陽第2ビル6F 084-928-4187 084-928-4187

福山市 大喜多　幸　子 ｵｵｷﾀ ｻﾁｺ (医)社団幸聖会おおきた矯正歯科医院 ｵｵｷﾀｷｮｳｾｲｼｶｲｲﾝ 720-0067 福山市西町2-12-32 084-931-7100 084-921-4322

福山市 篠　原　弘　明 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｱｷ シーズデンタルクリニック ｼｰｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 720-0067 福山市西町3-15-17 084-926-1211 084-926-1211

福山市 日　野　泰　志 ﾋﾉ ﾔｽｼ 日野歯科医院 ﾋﾉｼｶｲｲﾝ 720-0067 福山市西町2-14-7 084-927-1811 084-927-1839

福山市 応　藤　健　三 ｵｳﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 応藤歯科 ｵｳﾄｳｼｶ 720-0073 福山市北吉津町3-12-19 084-926-1830 084-928-3331

福山市 平　田　史　朗 ﾋﾗﾀ ｼﾛｳ ひらた歯科 ﾋﾗﾀｼｶ 720-0073 福山市北吉津町2-1-14 084-921-2631 084-921-2657 ●

福山市 村　上　一　郎 ﾑﾗｶﾐ ｲﾁﾛｳ 村上歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 720-0073 福山市北吉津町3-11-17 084-923-8100 084-923-8100

福山市 皷　　　謙　造 ﾂﾂﾞﾐ ｹﾝｿﾞｳ 皷歯科医院 ﾂﾂﾞﾐｼｶｲｲﾝ 720-0076 福山市本庄町中1-26-13 084-926-5058 084-926-7767

福山市 長　谷　康　弘 ﾊｾ ﾔｽﾋﾛ ハセ歯科医院 ﾊｾｼｶｲｲﾝ 720-0076 福山市本庄町中1-22-2 084-923-8831 084-923-8835 ●

福山市 河　村　昭　博 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ かわむら歯科医院 ｶﾜﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0077 福山市南本庄5-7-1 084-932-6262 084-932-6261

福山市 平　地　正　茂 ﾋﾗﾁ ﾏｻｼｹﾞ ひらち歯科医院 ﾋﾗﾁｼｶｲｲﾝ 720-0082 福山市木之庄町1-12-38 084-924-3718 084-924-3718

福山市 兼　森　　　満 ｶﾈﾓﾘ ﾐﾂﾙ 山手町歯科 ﾔﾏﾃﾁｮｳｼｶ 720-0092 福山市山手町4-2-27 084-951-2246 082-553-0504

福山市 前　岡　弘　子 ﾏｴｵｶ ﾋﾛｺ まえおか歯科医院 ﾏｴｵｶｼｶｲｲﾝ 720-0092 福山市山手町4-18-23 084-951-8880 084-951-8501

福山市 森　信　英　雄 ﾓﾘﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞｵ モリノブ歯科医院 ﾓﾘﾉﾌﾞｼｶｲｲﾝ 720-0092 福山市山手町5-3-18 084-951-3315 084-951-3315

福山市 河　村　浩　一 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｲﾁ 河村歯科医院 ｶﾜﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0201 福山市鞆町鞆435-1 084-982-1265 084-982-1264
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福山市 川　本　雅　史 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ かわもと歯科 ｶﾜﾓﾄｼｶ 720-0202 福山市鞆町後地3458-20 084-983-5787 084-983-5787 ●

福山市 友　野　博　記 ﾄﾓﾉ ﾋﾛｷ 友野歯科クリニック ﾄﾓﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-0311 福山市沼隈町草深61-1 084-980-7030 084-980-7051

福山市 三　谷　　　泰 ﾐﾀﾆ ﾔｽｼ 三谷歯科医院 ﾐﾀﾆｼｶｲｲﾝ 720-0311 福山市沼隈町草深1966-2 084-987-3387 084-987-5505

福山市 川　端　英　二 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ かわばた歯科クリニック ｶﾜﾊﾞﾀｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-0411 福山市熊野町乙1075-2 084-920-6120 084-920-6130 ●

福山市 牧　平　周　生 ﾏｷﾋﾗ ｼｭｳｾｲ 牧平歯科医院 ﾏｷﾋﾗｼｶｲｲﾝ 720-0541 福山市金江町金見2522-2 084-935-7049 084-935-7049

福山市 淺　海　秀　明 ｱｻﾐ ﾋﾃﾞｱｷ あさみ歯科医院 ｱｻﾐｼｶｲｲﾝ 720-0542 福山市金江町藁江140 084-930-1864 084-930-1865

尾道市 檀　上　文　雄 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐｵ 檀上歯科医院 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳｼｶｲｲﾝ 720-0551 尾道市浦崎町2062-1 0848-73-3025 0848-73-3025

福山市 立　野　義　雄 ﾀﾃﾉ ﾖｼｵ 立野歯科医院 ﾀﾃﾉｼｶｲｲﾝ 720-0803 福山市花園町1-3-16 084-923-0363 084-923-0363 ●

福山市 木　村　信　男 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ (医)社団義成会木村歯科診療所 ｷﾑﾗｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 720-0805 福山市御門町1-10-14 084-931-8257 084-931-8258

福山市 藤　原　弘　旦 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 藤原歯科医院 ﾌｼﾞﾜﾗｼｶｲｲﾝ 720-0805 福山市御門町1-9-4 084-931-1168 084-931-1658

福山市 杉　原　昭　男 ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷｵ 杉原歯科医院 ｽｷﾞﾊﾗｼｶｲｲﾝ 720-0806 福山市南町15-2 084-923-4426 084-923-4587

福山市 田　中　敏　夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ 田中歯科医院 ﾀﾅｶｼｶｲｲﾝ 720-0807 福山市明治町13-22 084-932-0168 084-921-1818

福山市 信　森　浩　一 ﾉﾌﾞﾓﾘ ｺｳｲﾁ 信森歯科医院 ﾉﾌﾞﾓﾘｼｶｲｲﾝ 720-0807 福山市明治町11－1 084-931-1646 084-931-1645

福山市 谷　本　健　二 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 谷本歯科医院 ﾀﾆﾓﾄｼｶｲｲﾝ 720-0812 福山市霞町1-2-22 084-923-0732 084-923-0339

福山市 平　井　浩　二 ﾋﾗｲ ｺｳｼﾞ ひらい歯科 ﾋﾗｲｼｶ 720-0813 福山市道三町7-14 084-932-3223 084-932-3223

福山市 平　田　道　昭 ﾋﾗﾀ ﾐﾁｱｷ 平田歯科医院 ﾋﾗﾀｼｶｲｲﾝ 720-0813 福山市道三町1-7 084-921-7878 084-923-0247 ●

福山市 小　池　秀　行 ｺｲｹ ﾋﾃﾞﾕｷ (医)秀明会小池デンタルクリニック ｼｭｳﾒｲｶｲｺｲｹﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 720-0814 福山市光南町1-5-23-2F 084-983-0418 084-932-0033

福山市 塩　﨑　高　志 ｼｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 塩﨑歯科医院 ｼｵｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 720-0814 福山市光南町1-10-23 084-922-6707 084-932-1607 ●

福山市 高　橋　宏　治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 720-0814 福山市光南町3-9-24 084-923-3136 084-931-0503

福山市 馬　越　堅　司 ﾏｺﾞｼ ｹﾝｼﾞ (医)馬越歯科医院 ﾏｺﾞｼｼｶｲｲﾝ 720-0814 福山市光南町3-2-12 084-932-0505 084-921-3635 ●

福山市 佐　藤　裕　紀 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 佐藤歯科医院 ｻﾄｳｼｶｲｲﾝ 720-0815 福山市野上町2-15-1 084-922-8148 084-925-7392 ●

福山市 平　田　　　孝 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ はなえみ歯科 ﾊﾅｴﾐｼｶ 720-0815 福山市野上町3-12-21 084-923-8808 084-923-6606 ●

福山市 坂　本　勝　也 ｻｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 坂本歯科医院 ｻｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 720-0818 福山市西桜町1-3-13 084-923-3722 084-923-3722 ●

福山市 足　立　　　均 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾄｼ あだち歯科 ｱﾀﾞﾁｼｶ 720-0822 福山市川口町4-12-46 084-981-2710 084-983-3210

福山市 神　原　庸　典 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ かんばら歯科 ｶﾝﾊﾞﾗｼｶ 720-0822 福山市川口町1-8-1 084-954-8933 084-954-8933

福山市 橘　高　利　尚 ｷｯﾀｶ ﾄｼﾋｻ 橘高歯科医院 ｷｯﾀｶｼｶｲｲﾝ 720-0822 福山市川口町2-22-3 084-957-1188 084-957-1177 ●

福山市 新　田　輝　之 ﾆｯﾀ ﾃﾙﾕｷ 新田歯科医院 ﾆｯﾀｼｶｲｲﾝ 720-0822 福山市川口町2-5-10 084-954-3530 084-954-3539

福山市 猪　原　　　健 ｲﾉﾊﾗ ｹﾝ (医)社団敬崇会猪原歯科・リハビリテーション科 ｲﾉﾊﾗｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町5-28-15 084-959-4601 084-959-4602 ●

福山市 猪　原　信　俊 ｲﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞﾄｼ (医)社団敬崇会猪原歯科・リハビリテーション科 ｲﾉﾊﾗｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町5-28-15 084-959-4601 084-959-4602

福山市 魚　住　洋　次 ｳｵｽﾞﾐ ﾖｳｼﾞ 魚住歯科医院 ｳｵｽﾞﾐｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町4-22-7 084-953-5725 084-957-2328

福山市 占　部　正　弘 ｳﾗﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 占部歯科医院 ｳﾗﾍﾞｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町6-17-22 084-957-5678 084-959-3611 ●

福山市 西　丸　美　加 ﾆｼﾏﾙ ﾐｶ さくら歯科医院 ｻｸﾗｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町5-25-8 084-954-7505 084-954-7505

福山市 林　　　宏　昌 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 多治米歯科 ﾀｼﾞﾒｼｶ 720-0824 福山市多治米町1-25-15 084-920-2099 084-920-2098

福山市 吉　岡　寿　治 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾊﾙ (医)社団吉岡歯科医院 ﾖｼｵｶｼｶｲｲﾝ 720-0824 福山市多治米町2-12-5 084-954-2090 084-971-6231

福山市 神　原　和　暢 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 神原歯科医院 ｶﾝﾊﾞﾗｼｶｲｲﾝ 720-0825 福山市沖野上町4-24-10 084-931-8781 084-931-8781 ●

福山市 木　村　　　誠 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ (医)社団慈誠会沖野上・木村歯科医院 ｵｷﾉｶﾞﾐ･ｷﾑﾗｼｶｲｲﾝ 720-0825 福山市沖野上町1-6-34 084-921-0838 084-926-4321

福山市 横　山　和　範 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 横山歯科医院 ﾖｺﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-0825 福山市沖野上町5-15-1 084-932-1566 084-932-1570

福山市 日　野　光　樹 ﾋﾉ ﾐﾂｷ 日野デンタルクリニック ﾋﾉﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 720-0831 福山市草戸町3-12-10 084-926-0156 084-926-0158

福山市 太　田　吉　宣 ｵｵﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ おおた歯科医院 ｵｵﾀｼｶｲｲﾝ 720-0832 福山市水呑町4487-2 084-956-4556 084-956-4558 ●

福山市 小　林　高　久 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｻ 小林歯科 ｺﾊﾞﾔｼｼｶ 720-0832 福山市水呑町1927 084-956-0174 084-956-5547

福山市 小　林　万里恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｴ 小林歯科診療所 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 720-0832 福山市水呑町1862-3 084-956-3174 084-956-3174

福山市 佐　藤　雅　彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ さとう歯科医院 ｻﾄｳｼｶｲｲﾝ 720-0832 福山市水呑町4394 084-956-1321 084-956-3661

福山市 新　長　恭　英 ｼﾝﾁｮｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 新長歯科医院 ｼﾝﾁｮｳｼｶｲｲﾝ 720-0832 福山市水呑町4991 084-956-5056 084-956-5010

福山市 和　田　佳　之 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ わだ歯科クリニック ﾜﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-0832 福山市水呑町3481-1 084-956-0246 084-983-1211

福山市 神　原　　　滋 ｶﾝﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 明王台クリニック ﾒｲｵｳﾀﾞｲｸﾘﾆｯｸ 720-0834 福山市明王台1-5-8 084-952-2281 084-952-2282

福山市 志渡澤　正　治 ｼﾄｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 志渡沢歯科医院 ｼﾄｻﾞﾜｼｶｲｲﾝ 720-0836 福山市瀬戸町長和字細田195 084-951-5518 084-951-5526 ●

福山市 伊　藤　　　孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 伊藤歯科医院 ｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 720-0837 福山市瀬戸町地頭分字落石693-19 084-951-7273 084-951-7273 ●
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福山市 竹　山　秀　樹 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ (医)社団竹山歯科 ﾀｹﾔﾏｼｶ 720-0841 福山市津之郷町津之郷1261-2 084-951-6480 084-951-6494

福山市 小　林　良　次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 小林歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 720-0843 福山市赤坂町赤坂1090-7 084-951-6007 084-951-6098

福山市 小　川　勝　憲 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ おがわ歯科医院 ｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 720-1131 福山市駅家町万能倉373-39 084-976-6886 084-976-7322

福山市 喜　田　勝　幸 ｷﾀﾞ ｶﾂﾕｷ きだ歯科医院 ｷﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-1131 福山市駅家町万能倉942-1 084-976-6333 084-976-7063 ●

福山市 濱　田　重　光 ﾊﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾐﾂ 濱田歯科医院 ﾊﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-1131 福山市駅家町万能倉1305-3 084-976-0518 084-976-0588

福山市 濱　田　美　保 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾎ むらかみ歯科医院小児歯科 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝｼｮｳﾆｼｶ 720-1131 福山市駅家町万能倉1287-8 084-976-3232 084-976-3232

福山市 門　利　哲　也 ﾓﾝﾘ ﾃﾂﾔ 門利歯科医院 ﾓﾝﾘｼｶｲｲﾝ 720-1131 福山市駅家町万能倉149-7 084-972-2026 084-972-4605

福山市 佐　藤　恒　之 ｻﾄｳ ﾂﾈﾕｷ さとう歯科 ｻﾄｳｼｶ 720-1133 福山市駅家町近田1055-1 084-976-7164 084-945-0554

福山市 卜　部　雅　嗣 ｳﾗﾍﾞ ﾏｻｼﾞ うらべ歯科 ｳﾗﾍﾞｼｶ 720-1141 福山市駅家町江良264-4 084-976-8214 084-976-8236

福山市 白　木　　　篤 ｼﾗｷ ｱﾂｼ 白木歯科医院 ｼﾗｷｼｶｲｲﾝ 720-1141 福山市駅家町江良775-5 084-977-0017 084-977-0018

福山市 田　頭　　　裕 ﾀｶﾞｼﾗ ﾕﾀｶ 田頭歯科医院 ﾀｶﾞｼﾗｼｶｲｲﾝ 720-1141 福山市駅家町江良427-3 084-976-2646 084-976-2646

福山市 岡　本　史　江 ｵｶﾓﾄ ﾌﾐｴ おかもと歯科 ｵｶﾓﾄｼｶ 720-1142 福山市駅家町上山守254 084-976-7848 084-976-7848

福山市 児　玉　和　志 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞｼ 児玉歯科医院 ｺﾀﾞﾏｼｶｲｲﾝ 720-1142 福山市駅家町上山守462-7 084-976-0328 084-976-0328 ●

福山市 甲　斐　敬　康 ｶｲ ﾉﾘﾔｽ 甲斐歯科医院 ｶｲｼｶｲｲﾝ 720-1262 福山市芦田町下有地980-2 084-958-4513 084-958-4513

福山市 門　田　信　彦 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾉﾌﾞﾋｺ 門田歯科医院 ﾓﾝﾃﾞﾝｼｶｲｲﾝ 720-1264 福山市芦田町福田1020-15 084-958-2955 084-983-2251

神石郡 安　名　孝　江 ﾔｽﾅ ﾀｶｴ 小畠歯科医院 ｺﾊﾞﾀｹｼｶｲｲﾝ 720-1522 神石郡神石高原町小畠1503-3 0847-85-2250 0847-85-2325 ●

神石郡 安　名　弘　行 ﾔｽﾅ ﾋﾛﾕｷ 安名歯科医院 ﾔｽﾅｼｶｲｲﾝ 720-1704 神石郡神石高原町下豊松762-4 0847-84-2059 0847-84-2059

神石郡 塚　本　康　雄 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽｵ 塚本歯科医院 ﾂｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 720-1811 神石郡神石高原町安田229-8 0847-82-0048 0847-82-0048

神石郡 宮　本　貴　文 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 宮本歯科医院 ﾐﾔﾓﾄｼｶｲｲﾝ 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1821-1 0847-82-2110 0847-82-0973

福山市 北古賀　　　修 ｷﾀｺｶﾞ ｵｻﾑ きたこが歯科医院 ｷﾀｺｶﾞｼｶｲｲﾝ 720-2104 福山市神辺町道上2701-1 084-960-0318 084-960-0317 ●

福山市 鳥　枝　信　雄 ﾄﾘｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 鳥枝歯科医院 ﾄﾘｴﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-2104 福山市神辺町道上612-2 084-963-3238 084-962-3877

福山市 下　野　敦　弘 ｼﾓﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 信岡歯科医院 ﾉﾌﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 720-2104 福山市神辺町道上1011-5 084-963-8018 084-963-8019 ●

福山市 菅　波　秀　穂 ｽｶﾞﾅﾐ ﾋﾃﾞﾎ すがなみ歯科 ｽｶﾞﾅﾐｼｶ 720-2105 福山市神辺町十三軒屋158-3 084-960-0180 084-960-0180

福山市 重　政　　　昇 ｼｹﾞﾏｻ ﾉﾎﾞﾙ しげまさ歯科医院 ｼｹﾞﾏｻｼｶｲｲﾝ 720-2111 福山市神辺町上御領387-3 084-966-0023 084-965-0135

福山市 下　宮　　　聡 ｼﾓﾐﾔ ｻﾄｼ 下宮歯科医院 ｼﾓﾐﾔｼｶｲｲﾝ 720-2116 福山市神辺町平野字古市28-22.23 084-963-2016 084-963-2016

福山市 柴　田　淳　正 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂﾏｻ しばた歯科 ｼﾊﾞﾀｼｶ 720-2117 福山市神辺町下御領468-9 084-960-1601 084-960-1601

福山市 竹　丸　暁　生 ﾀｹﾏﾙ ｱｷｵ たけまる歯科医院 ﾀｹﾏﾙｼｶｲｲﾝ 720-2121 福山市神辺町湯野265-7 084-963-5565 084-963-5255 ●

福山市 武　田　清　孝 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖﾀｶ タケダ歯科医院 ﾀｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 720-2122 福山市神辺町新湯野56-10 084-963-2790 084-963-2790 ●

福山市 橋　本　泰　伸 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ HARVEST DENTAL CLINIC ﾊｰﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 720-2122 福山市神辺町新湯野3-39-5 084-960-4122 084-960-4122

福山市 菅　波　茂　夫 ｽｶﾞﾅﾐ ｼｹﾞｵ 菅波第二歯科医院 ｽｶﾞﾅﾐﾀﾞｲﾆｼｶｲｲﾝ 720-2123 福山市神辺町川北字領家715-7 084-963-1213 084-963-7252

福山市 助　政　安　伸 ｽｹﾏｻ ﾔｽﾉﾌﾞ (医)かんなべモール歯科 ｶﾝﾅﾍﾞﾓｰﾙｼｶ 720-2123 福山市神辺町川北1442-1 084-962-5820 084-962-5821

福山市 片　山　英　彦 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ 片山歯科医院 ｶﾀﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-2124 福山市神辺町川南1048-2 084-962-3575 084-966-6225 ●

福山市 佐々木　禮　治 ｻｻｷ ﾚｲｼﾞ 佐々木歯科医院 ｻｻｷｼｶｲｲﾝ 720-2124 福山市神辺町川南3173 084-963-3011 084-963-3137

福山市 横　山　正　彦 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 横山歯科医院 ﾖｺﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-2124 福山市神辺町川南741-5 084-962-2255 084-962-0137 ●

福山市 沖　藤　泰　隆 ｵｷﾄｳ ﾔｽﾀｶ (医)社団碧雄会おきとう歯科クリニック ﾍｷﾕｳｶｲｵｷﾄｳｼｸﾘﾆｯｸ 720-2125 福山市神辺町新徳田3-495 084-962-5511 084-962-5511

福山市 渡　辺　克　彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 渡辺歯科医院 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ 720-2125 福山市神辺町新徳田319 084-963-1008 084-963-8045

福山市 高　橋　一　雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 720-2418 福山市加茂町中野375-4 084-972-3957 084-972-3957

福山市 髙　橋　修　平 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 髙橋歯科クリニック ﾀｶﾊｼｼｶｸﾘﾆｯｸ 720-2418 福山市加茂町中野244 084-972-5125 084-972-5275

福山市 横　山　晴　洋 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ 横山歯科医院 ﾖｺﾔﾏｼｶｲｲﾝ 720-2418 福山市加茂町中野812 084-972-2100 084-972-2402 ●

福山市 高　田　和　政 ﾀｶﾀ ｶｽﾞﾏｻ たかた歯科医院 ﾀｶﾀｼｶｲｲﾝ 721-0903 福山市坪生町4-2-6 084-947-8350 084-947-8371 ●

福山市 奥　村　昌　泰 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ (医)歯科EMデンタルクリニック ｼｶEMﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 721-0907 福山市春日町7-5-16 084-982-6925 084-982-6929

福山市 重　森　文　弥 ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾔ (医)しげもり歯科医院 ｼｹﾞﾓﾘｼｶｲｲﾝ 721-0907 福山市春日町6-2-9 084-941-4114 084-941-4156

福山市 中　村　守　一 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾘｶｽﾞ (医)社団中村歯科なかむら歯科 ﾅｶﾑﾗｼｶ 721-0907 福山市春日町1-5-54 084-941-9811 084-943-5919

福山市 中　山　　　弘 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾑ ひろむ歯科医院 ﾋﾛﾑｼｶｲｲﾝ 721-0907 福山市春日町1-13-18 084-945-8033 084-945-8056

福山市 鍋　島　茂　樹 ﾅﾍﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ なべしま歯科医院 ﾅﾍﾞｼﾏｼｶｲｲﾝ 721-0907 福山市春日町1-2-47 084-945-9511 084-945-9511

福山市 鈴　木　直　樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ (医)すずき歯科クリニック ｽｽﾞｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0908 福山市春日町大字吉田字大町834 084-945-1030 084-945-1040

福山市 大　森　海　造 ｵｵﾓﾘ ｶｲｿﾞｳ おおもり歯科医院 ｵｵﾓﾘｼｶｲｲﾝ 721-0911 福山市青葉台1-3-18 084-947-8320 084-947-8320 ●
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福山市 鎌　田　俊　慈 ｶﾏﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 鎌田歯科医院 ｶﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 721-0913 福山市幕山台1-1-16 084-947-3301 084-947-3644

福山市 川　本　芳　夫 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼｵ 川本歯科医院 ｶﾜﾓﾄｼｶｲｲﾝ 721-0913 福山市幕山台2-40-3 084-947-3900 084-947-3900

福山市 日　野　　　香 ﾋﾉ ｶｵﾘ ひの歯科医院 ﾋﾉｼｶｲｲﾝ 721-0914 福山市大谷台3-16-8 084-948-2577 084-940-2682

福山市 大　石　憲　一 ｵｵｲｼ ｹﾝｲﾁ (医)Open UPクローバー歯科 ｸﾛｰﾊﾞｰｼｶ 721-0915 福山市伊勢丘1-1-6 ブレッシングヒルズ1F 084-947-3410 084-947-3409

福山市 高　松　英　也 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高松歯科医院 ﾀｶﾏﾂｼｶｲｲﾝ 721-0915 福山市伊勢丘5-1-20 084-947-1220 084-947-1220 ●

福山市 池　田　　　量 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ IKEDA DENTAL CLINIC ｲｹﾀﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 721-0926 福山市大門町3-23-32 084-945-8417 084-945-0088

福山市 金　　　哲　勲 ｷﾑ ﾁｮﾙﾝ ファミリー歯科クリニック ﾌｧﾐﾘｰｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0926 福山市大門町1-38-26 084-940-4322 084-940-4322

福山市 福　原　克　英 ﾌｸﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ (医)ふくはら歯科医院 ﾌｸﾊﾗｼｶｲｲﾝ 721-0927 福山市大門町津之下島松173-3 084-943-6313 084-943-6313

福山市 兼　森　紀代子 ｶﾈﾓﾘ ｷﾖｺ カネモリデンタルオフィス ｶﾈﾓﾘﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 721-0941 福山市引野町北2-23-2 084-943-0118 084-943-0118 ●

福山市 早　川　文　典 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐﾉﾘ 早川歯科医院 ﾊﾔｶﾜｼｶｲｲﾝ 721-0941 福山市引野町北1-23-14 084-943-1866 084-943-1873

福山市 山　岡　恵　美 ﾔﾏｵｶ ｴﾐ 山岡歯科医院 ﾔﾏｵｶｼｶｲｲﾝ 721-0941 福山市引野町北5-4-28 084-943-5086 084-943-8760

福山市 稲　田　修　三 ｲﾅﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ いなだ歯科医院 ｲﾅﾀﾞｼｶｲｲﾝ 721-0942 福山市引野町4-20-30 084-941-8688 084-941-8688

福山市 作　田　篤　代 ｻｸﾀﾞ ｱﾂﾖ 作田歯科医院 ｻｸﾀﾞｼｶｲｲﾝ 721-0942 福山市引野町5-20-15 084-941-3251 084-941-3251 ●

福山市 寺　島　知　二 ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓｼﾞ 寺島歯科医院 ﾃﾗｼﾏｼｶｲｲﾝ 721-0942 福山市引野町3-3-50 084-943-3300 084-982-5305

福山市 松　本　堅太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 松本歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 721-0951 福山市新浜町1-4-18 084-981-2505 084-981-2506

福山市 橋　本　　　学 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ (医)社団はしもと会はしもと歯科曙診療所 ﾊｼﾓﾄｼｶｱｹﾎﾞﾉｼﾝﾘｮｳｼｮ 721-0952 福山市曙町5-23-47 084-953-6484 084-953-6488 ●

福山市 清　水　克　成 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾅﾘ しみず歯科医院 ｼﾐｽﾞｼｶｲｲﾝ 721-0955 福山市新涯町1-27-47 084-957-1182 084-957-1184

福山市 西　谷　　　満 ﾆｼﾔ ﾐﾂﾙ びんご歯科クリニック ﾋﾞﾝｺﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0955 福山市新涯町2-12-45 084-957-5525 084-957-8620 ●

福山市 古　寺　伸　寛 ﾌﾙﾃﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ ふるてら歯科医院 ﾌﾙﾃﾗｼｶｲｲﾝ 721-0955 福山市新涯町5-30-4 084-954-6418 084-994-1961 ●

福山市 松　本　啓次郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞﾛｳ まつもと歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 721-0955 福山市新涯町5-2-18 084-920-2070 084-920-2070

福山市 森　川　直　樹 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵｷ もりかわ歯科医院 ﾓﾘｶﾜｼｶｲｲﾝ 721-0955 福山市新涯町2-6-31 084-954-0838 084-954-5432 ●

福山市 伊　東　孝　介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ いとう歯科 ｲﾄｳｼｶ 721-0958 福山市西新涯町1-2-35 084-957-9430 050-3730-4529 ●

福山市 武　田　尊　浩 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 明神歯科・矯正歯科医院 ﾐｮｳｼﾞﾝｼｶ・ｷｮｳｾｲｼｶｲｲﾝ 721-0961 福山市明神町1-5-41 084-925-6480 084-925-8558

福山市 立　野　治　雄 ﾀﾃﾉ ﾊﾙｵ たての歯科クリニック ﾀﾃﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0962 福山市東手城町1-29-1 084-945-7111 084-945-7150 ●

福山市 櫻　田　　　篤 ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾂｼ さくらだホワイト歯科医院 ｻｸﾗﾀﾞﾎﾜｲﾄｼｶｲｲﾝ 721-0963 福山市南手城町1-9-20 084-924-6166 084-924-6166

福山市 櫻　田　寛　海 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛﾐ さくらだ歯科 ｻｸﾗﾀﾞｼｶ 721-0963 福山市南手城町1-7-8 084-924-6167 084-931-4038

福山市 藤　本　俊　治 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 藤本歯科医院 ﾌｼﾞﾓﾄｼｶｲｲﾝ 721-0963 福山市南手城町2-11-16 084-921-1724 084-921-1724

福山市 柏　原　誠　二 ｶｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ かしはら歯科医院 ｶｼﾊﾗｼｶｲｲﾝ 721-0966 福山市手城町2-23-14 084-973-1055 084-973-1066

福山市 小　倉　嘉　弘 ｺｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 小倉歯科クリニック ｺｸﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0973 福山市南蔵王町5-16-35 084-940-6858 084-940-6859

福山市 新　木　恒　猪 ｼﾝｷ ﾂﾈｲ しんき歯科医院 ｼﾝｷｼｶｲｲﾝ 721-0973 福山市南蔵王町6-25-5 084-943-1525 084-943-0834

福山市 髙　橋　康　友 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾄﾓ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 721-0973 福山市南蔵王町4-1-14 084-926-2888 084-926-2888 ●

福山市 橋　本　説　郎 ﾊｼﾓﾄ ｾﾂｵ 橋本歯科医院 ﾊｼﾓﾄｼｶｲｲﾝ 721-0973 福山市南蔵王町5-4-26 084-943-8832 084-943-8832 ●

福山市 藤　井　敬　子 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｺ 藤井歯科クリニック ﾌｼﾞｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 721-0973 福山市南蔵王町1-6-9 084-921-4451 084-921-4451

福山市 吉　田　知　生 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ よしだ歯科 ﾖｼﾀﾞｼｶ 721-0973 福山市南蔵王町2-10-18 084-925-1566 084-925-1568

福山市 寺　地　睦　久 ﾃﾗﾁ ﾑﾂﾋｻ テラチ歯科 ﾃﾗﾁｼｶ 721-0974 福山市東深津町3-13-33 084-925-8241 084-925-8686

福山市 渡　邉　武　寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ ふかつ歯科・矯正歯科 ﾌｶﾂｼｶ･ｷｮｳｾｲｼｶ 721-0975 福山市西深津町5-23-41 084-982-5111 084-982-5112

尾道市 小　山　重　夫 ｺﾔﾏ ｼｹﾞｵ 小山歯科医院 ｺﾔﾏｼｶｲｲﾝ 722-0002 尾道市古浜町2-45 0848-22-2981 0848-25-3914 ●

尾道市 岡　田　政　久 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋｻ 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-0006 尾道市沖側町3-8 0848-23-8188 0848-23-8188

尾道市 大　石　浩　司 ｵｵｲｼ ｺｳｼﾞ しまなみ歯科医院 ｼﾏﾅﾐｼｶｲｲﾝ 722-0014 尾道市新浜1-3-46 0848-38-1118 0848-38-1122

尾道市 橋　塚　公　彦 ﾊｼﾂﾞｶ ｷﾐﾋｺ はしづか歯科医院 ﾊｼﾂﾞｶｼｶｲｲﾝ 722-0014 尾道市新浜2-6-25 0848-24-3355 0848-24-3356

尾道市 福　岡　賢　二 ﾌｸｵｶ ｹﾝｼﾞ 福岡歯科医院 ﾌｸｵｶｼｶｲｲﾝ 722-0014 尾道市新浜1-9-22 新浜コーポ2F 0848-22-2001 0848-22-3151 ●

尾道市 丸　山　　　等 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 丸山歯科医院 ﾏﾙﾔﾏｼｶｲｲﾝ 722-0016 尾道市神田町3-27 0848-25-3775 0848-25-3775

尾道市 三　藤　　　聡 ﾐﾄｳ ｻﾄｼ 三藤歯科医院 ﾐﾄｳｼｶｲｲﾝ 722-0017 尾道市門田町2-39 0848-23-5533 0848-23-9372 ●

尾道市 岡　野　邦　彦 ｵｶﾉ ｸﾆﾋｺ オカノ歯科医院 ｵｶﾉｼｶｲｲﾝ 722-0022 尾道市栗原町5950-2 0848-24-0240 0848-24-0240

尾道市 亀　井　靖　之 ｶﾒｲ ﾔｽﾕｷ カメイ歯科 ｶﾒｲｼｶ 722-0022 尾道市栗原町9399-3 誠和ビル1F 0848-25-2557 0848-20-0152

尾道市 田　中　繁　和 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｶｽﾞ 田中第二歯科 ﾀﾅｶﾀﾞｲﾆｼｶ 722-0022 尾道市栗原町9650-61 0848-24-2888 0848-24-2888 ●

尾道市 河　上　千　咲 ｶﾜｶﾐ ﾁｻｷ (医)社団仁至会河上歯科医院 ｶﾜｶﾐｼｶｲｲﾝ 722-0024 尾道市西則末町8-20 0848-22-2882 0848-23-8284
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尾道市 河　上　雄之介 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ (医)社団仁至会河上歯科医院 ｶﾜｶﾐｼｶｲｲﾝ 722-0024 尾道市西則末町8-20 0848-22-2882 0848-23-8284

尾道市 篠　原　正　氣 ｼﾉﾊﾗ ｾｲｷ 篠原歯科医院 ｼﾉﾊﾗｼｶｲｲﾝ 722-0026 尾道市栗原西2-9-9 0848-25-4522 0848-25-4773 ●

尾道市 山　本　敏　弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ やまもと歯科 ﾔﾏﾓﾄｼｶ 722-0026 尾道市栗原西2-1-9 0848-21-1015 0848-21-1026

尾道市 宮　本　隆　正 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾏｻ みやもと歯科医院 ﾐﾔﾓﾄｼｶｲｲﾝ 722-0031 尾道市三軒家町14-9 0848-22-8211 0848-22-8211

尾道市 中　尾　友　紀 ﾅｶｵ ﾕｷ (医)社団萌生会中尾歯科医院 ﾅｶｵｼｶｲｲﾝ 722-0034 尾道市十四日元町6-3 0848-37-2067 0848-37-2584

尾道市 井　上　正　弘 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 井上歯科医院 ｲﾉｳｴｼｶｲｲﾝ 722-0035 尾道市土堂1-17-16 0848-22-3588 0848-22-3588

尾道市 大　本　英　臣 ｵｵﾓﾄ ﾋﾃﾞｵﾐ おおもとクローバー歯科クリニック ｵｵﾓﾄｸﾛｰﾊﾞｰｼｶｸﾘﾆｯｸ 722-0035 尾道市土堂2-6-3 0848-24-7088 0848-24-7088 ●

尾道市 小　川　吉　男 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ 小川歯科診療所 ｵｶﾞﾜｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 722-0035 尾道市土堂2-10-13 0848-22-5566 0848-29-7030

尾道市 進　来　　　実 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 進来歯科医院 ｽｽﾞｷｼｶｲｲﾝ 722-0035 尾道市土堂2-9-11 0848-22-4736 0848-22-4423

尾道市 馬　越　順　一 ﾏｺﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 馬越歯科医院 ﾏｺﾞｼｼｶｲｲﾝ 722-0035 尾道市土堂1-3-24 0848-25-2424 0848-25-2424

尾道市 赤　城　尚　武 ｱｶｷﾞ ﾅｵﾀｹ 苅田歯科医院 ｶﾘﾀｼｶｲｲﾝ 722-0038 尾道市天満町17-8 0848-22-5650 0848-22-5650 ●

尾道市 吉　田　和　生 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 吉田歯科医院 ﾖｼﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-0043 尾道市東久保町13-8 0848-37-1892 0848-37-2039

尾道市 井　上　　　洋 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ (医)至誠会井上歯科クリニック ｲﾉｳｴｼｶｸﾘﾆｯｸ 722-0045 尾道市久保2-1-5 0848-38-2080 0848-38-2081 ●

尾道市 黒　瀬　　　濟 ｸﾛｾ ﾜﾀﾙ 黒瀬歯科医院 ｸﾛｾｼｶｲｲﾝ 722-0045 尾道市久保1-8-23 0848-37-4184 0848-37-4196 ●

尾道市 長　岡　貞　彦 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾀﾞﾋｺ 長岡歯科医院 ﾅｶﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 722-0045 尾道市久保2-25-7 0848-37-7314 0848-37-7314

尾道市 宮　野　隆　則 ﾐﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 宮野歯科医院 ﾐﾔﾉｼｶｲｲﾝ 722-0045 尾道市久保3-7-20 0848-37-3530 0848-37-3530

尾道市 三　谷　信　行 ﾐﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ 三谷歯科医院 ﾐﾀﾆｼｶｲｲﾝ 722-0046 尾道市長江1-7-4 0848-37-3370 0848-37-0762 ●

尾道市 小　川　文　野 ｵｶﾞﾜ ﾌﾐﾉ ふみのデンタルクリニック ﾌﾐﾉﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 722-0051 尾道市東尾道10-2 0848-36-6165 0848-36-6165 ●

尾道市 石　井　公　浩 ｲｼｲ ｷﾐﾋﾛ 石井歯科医院 ｲｼｲｼｶｲｲﾝ 722-0052 尾道市山波町243-19 0848-46-4478 0848-46-4478 ●

尾道市 砂　田　全　亮 ｽﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ (医)社団鶴栄会砂田歯科医院 ｽﾅﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-0052 尾道市山波町1905-9 0848-37-8880 0848-37-8880

尾道市 大　元　一　弘 ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 大元歯科医院 ｵｵﾓﾄｼｶｲｲﾝ 722-0054 尾道市尾崎本町4-9 0848-37-3332 0848-37-8566 ●

尾道市 大　元　康　子 ｵｵﾓﾄ ﾐﾁｺ 大元歯科医院 ｵｵﾓﾄｼｶｲｲﾝ 722-0054 尾道市尾崎本町4-9 0848-37-3332 0848-37-8566

尾道市 布袋屋　智　朗 ﾎﾃｲﾔ ﾄｼｱｷ (医)ほていや歯科 ﾎﾃｲﾔｼｶ 722-0055 尾道市新高山2-2631-40 0848-56-0821 0848-56-0822

尾道市 中　司　　　光 ﾅｶﾂｶ ﾋｶﾙ (医)中司歯科医院 ﾅｶﾂｶｼｶｲｲﾝ 722-0062 尾道市向東町3550-6 0848-44-7078 0848-44-7078

尾道市 宗　永　泰　一 ﾑﾈﾅｶﾞ ﾔｽｲﾁ (医)社団宗仁会宗永歯科医院 ﾑﾈﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 722-0062 尾道市向東町8861-1 0848-44-6470 0848-44-6370 ●

尾道市 柏　原　太　郎 ｶｼﾊﾗ ﾀﾛｳ 柏原ファミリー歯科 ｶｼﾊﾗﾌｧﾐﾘｰｼｶ 722-0073 尾道市向島町5581-20 0848-45-4618 0848-45-4618

尾道市 勝　島　直　行 ｶﾂｼﾏ ﾅｵﾕｷ (医)社団友愛会カツシマ歯科 ｶﾂｼﾏｼｶ 722-0073 尾道市向島町5420-1 0848-44-2666 0848-44-3748

尾道市 黒　瀬　寿　康 ｸﾛｾ ﾋｻﾔｽ (医)くろせ歯科クリニック ｸﾛｾｼｶｸﾘﾆｯｸ 722-0073 尾道市向島町5534-123 0848-20-6480 0848-20-6481 ●

尾道市 桑　原　俊　明 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼｱｷ 桑原歯科医院 ｸﾜﾊﾗｼｶｲｲﾝ 722-0073 尾道市向島町576-13 0848-44-2220 0848-44-2523

尾道市 渡　邉　卓　郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ さくら歯科クリニック ｻｸﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 722-0073 尾道市向島町字七軒島5553-112 0848-45-0707 0848-45-0707 ●

尾道市 齊　田　健　一 ｻｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ さいだ歯科医院 ｻｲﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1138-1 0848-48-0014 0848-48-3312 ●

尾道市 古　川　龍　太 ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 古川歯科医院 ﾌﾙｶﾜｼｶｲｲﾝ 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1066-7 0848-48-2666 020-4666-8821 ●

尾道市 齊　田　拓　也 ｻｲﾀﾞ ﾀｸﾔ さいだ歯科医院 ｻｲﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1138-1 0848-48-0014 0848-48-3312 ●

御調．世羅郡 日　野　星　児 ﾋﾉ ｾｲｼﾞ 日野歯科医院 ﾋﾉｼｶｲｲﾝ 722-0311 尾道市御調町市1133 0848-76-0153 0848-77-0785

御調．世羅郡 村　上　　　哲 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 村上歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 722-0341 尾道市御調町神149-2 0848-76-2511 0848-24-9876

御調．世羅郡 横　田　博　文 ﾖｺﾀ ﾋﾛﾌﾐ よこた歯科医院 ﾖｺﾀｼｶｲｲﾝ 722-0342 尾道市御調町大田78-1 0848-76-3320 0848-76-3320 ●

御調．世羅郡 平　岡　秀　樹 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞｷ 平岡歯科医院 ﾋﾗｵｶｼｶｲｲﾝ 722-1111 世羅郡世羅町寺町1221-1 0847-25-0418 0847-25-0419

御調．世羅郡 谷　川　昌　生 ﾀﾆｶﾜ ﾖｼｵ 谷川歯科医院 ﾀﾆｶﾜｼｶｲｲﾝ 722-1112 世羅郡世羅町本郷字川口30-7 0847-22-5222 0847-22-5153 ●

御調．世羅郡 橋　本　清　德 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ 橋本歯科医院 ﾊｼﾓﾄｼｶｲｲﾝ 722-1112 世羅郡世羅町本郷867-6 0847-22-3356 0847-22-3643

御調．世羅郡 正　田　靖　史 ﾏｻﾀﾞ ﾔｽｼ 正田歯科医院 ﾏｻﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-1121 世羅郡世羅町西上原90-2 0847-22-3530 0847-22-3530

三原市 中　山　　　一 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 中山歯科医院 ﾅｶﾔﾏｼｶｲｲﾝ 722-1303 三原市久井町下津1727 0847-32-8335 0847-32-6021

御調．世羅郡 宮　本　修　司 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ みやもと歯科医院 ﾐﾔﾓﾄｼｶｲｲﾝ 722-1701 世羅郡世羅町小国3319-4 0847-37-2218 0847-37-2214

因島 岡　﨑　利　次 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾂｸﾞ 瀬戸内歯科医院 ｾﾄｳﾁｼｶｲｲﾝ 722-2102 尾道市因島重井町2955-1 0845-25-0663 0845-25-0663

因島 今　井　　　豊 ｲﾏｲ ﾕﾀｶ あおかげ歯科 ｱｵｶｹﾞｼｶ 722-2211 尾道市因島中庄町3172-1 0845-24-2777 0845-24-2777

因島 酒　井　清　文 ｻｶｲ ｷﾖﾌﾐ 酒井歯科医院 ｻｶｲｼｶｲｲﾝ 722-2211 尾道市因島中庄町2021 0845-24-3648 0845-24-3648 ●

因島 宮　地　伸　治 ﾐﾔﾁﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ ファミリー歯科宮地 ﾌｧﾐﾘｰｼｶﾐﾔﾁﾞ 722-2211 尾道市因島中庄町3314-2 0845-24-2555 0845-24-2555 ●

因島 宮　地　弘　展 ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宮地歯科医院 ﾐﾔﾁｼｶｲｲﾝ 722-2322 尾道市因島三庄町1569-1 0845-22-0336 0845-22-0336 ●
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因島 岡　野　主　裕 ｵｶﾉ ｷﾐﾋﾛ (医)社団岡野歯科クリニック ｵｶﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 722-2323 尾道市因島土生町1899-8 0845-22-7100 0845-22-8055

因島 斎　藤　　　顕 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 歯科・斎藤クリニック ｼｶｻｲﾄｳｸﾘﾆｯｸ 722-2323 尾道市因島土生町郷区1217-7 0845-22-8844 0845-22-1123

因島 齋　藤　徹　雄 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ 斎藤歯科医院 ｻｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 722-2323 尾道市因島土生町1896-4 0845-22-0283 0845-22-0289 ●

因島 林　　　克　宏 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ 林歯科医院 ﾊﾔｼｼｶｲｲﾝ 722-2323 尾道市因島土生町2009-7 0845-22-0106 0845-22-0106

因島 林　　　　　亮 ﾊﾔｼ ﾘｮｳ 林歯科医院 ﾊﾔｼｼｶｲｲﾝ 722-2323 尾道市因島土生町2009-7 0845-22-0106 0845-22-0106 ●

因島 村　上　俊　一 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｲﾁ 因島村上歯科医院 ｲﾝﾉｼﾏﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 722-2323 尾道市因島土生町1902-2 0845-22-8388 0845-22-5935 ●

因島 岡　田　公　生 ｵｶﾀﾞ ｷﾐｵ 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-2324 尾道市因島田熊町1105-3 0845-22-0877 0845-22-0877

因島 宗　金　龍　二 ﾑﾈｶﾈ ﾘｭｳｼﾞ 宗金歯科医院 ﾑﾈｶﾈｼｶｲｲﾝ 722-2324 尾道市因島田熊町4334-2 0845-22-7216 0845-22-7238 ●

因島 岡　田　公　生 ｵｶﾀﾞ ｷﾐｵ 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 722-2324 尾道市因島田熊町1105-3 0845-22-0877 0845-22-0877 ●

竹原．豊田 冨士田　　　聰 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 冨士田歯科医院 ﾌｼﾞﾀｼｶｲｲﾝ 722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田316-9 0845-27-0178 0845-27-0178

三原市 郷　田　　　浩 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 郷田歯科医院 ｺﾞｳﾀﾞｼｶｲｲﾝ 723-0003 三原市中之町9-2-15 0848-67-6665 0848-67-6665 ●

三原市 坂　内　大　造 ｻｶｳﾁ ﾀﾞｲｿﾞｳ 第一歯科医院 ﾀﾞｲｲﾁｼｶｲｲﾝ 723-0003 三原市中之町1-21-17 0848-62-6300 050-1392-9840

三原市 田　渕　順　治 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 田渕歯科医院 ﾀﾌﾞﾁｼｶｲｲﾝ 723-0003 三原市中之町1-23-20 0848-67-4976 0848-67-8664 ●

三原市 永　金　幸　治 ﾅｶﾞｶﾈ ｺｳｼﾞ 永金歯科医院 ﾅｶﾞｶﾈｼｶｲｲﾝ 723-0003 三原市中之町2-8-17 0848-62-9395 0848-62-9395 ●

三原市 岡　田　　　覚 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ ファミリー歯科診療所 ﾌｧﾐﾘｰｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 723-0014 三原市城町2-2-17 岡田ビル2F 0848-62-5277 0848-64-6241

三原市 岡　田　臨　三 ｵｶﾀﾞ ﾘﾝｿﾞｳ ファミリー歯科診療所 ﾌｧﾐﾘｰｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 723-0014 三原市城町2-2-17 岡田ビル2F 0848-62-5277 0848-64-6241

三原市 中　本　貴　之 ﾅｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 中本デンタルクリニック ﾅｶﾓﾄﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 723-0014 三原市城町1-4-20 0848-64-8161 0848-64-8161

三原市 林　　　克　典 ﾊﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 林歯科医院 ﾊﾔｼｼｶｲｲﾝ 723-0014 三原市城町3-8-22 0848-64-4780 0848-64-4780

三原市 皆　川　幸　俊 ﾐﾅｶﾜ ﾕｷﾄｼ みなかわ歯科 ﾐﾅｶﾜｼｶ 723-0014 三原市城町2-13-1 イオン三原店内 0848-62-8845 0848-62-8845

三原市 伊　藤　昭　文 ｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 伊藤歯科医院 ｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 723-0015 三原市円一町3-13-3 0848-62-2428 0848-62-2615

三原市 伊　藤　弘　文 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 伊藤歯科医院 ｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 723-0015 三原市円一町3-13-3 0848-62-2428 0848-62-2615

三原市 佐　藤　　　力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ さとう歯科 ｻﾄｳｼｶ 723-0015 三原市円一町4-2-6 Kビル2F 0848-64-0141 0848-64-0141

三原市 高　橋　健　太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ みどり歯科クリニック ﾐﾄﾞﾘｼｶｸﾘﾆｯｸ 723-0015 三原市円一町1-1-7 フジグラン三原別棟2F 0848-67-8700 0848-67-8704

三原市 栗　原　幹　直 ｸﾘﾊﾗ ﾐｷﾅｵ くりはら歯科医院 ｸﾘﾊﾗｼｶｲｲﾝ 723-0016 三原市宮沖3-8-13 0848-61-0418 0848-61-0421

三原市 田　中　　　晃 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 田中歯科医院 ﾀﾅｶｼｶｲｲﾝ 723-0016 三原市宮沖2-1-18 0848-62-2377 0848-62-1503

三原市 田　中　　　稔 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 田中歯科医院 ﾀﾅｶｼｶｲｲﾝ 723-0016 三原市宮沖2-1-18 0848-62-2377 0848-62-1503

三原市 船　木　洋　治 ﾌﾅｷ ﾖｳｼﾞ 船木歯科医院 ﾌﾅｷｼｶｲｲﾝ 723-0016 三原市宮沖1-9-2 0848-64-5533 0848-64-9683 ●

三原市 海　田　博　文 ｶｲﾀ ﾋﾛﾌﾐ 海田歯科医院 ｶｲﾀｼｶｲｲﾝ 723-0017 三原市港町1-2-14 0848-62-2374 0848-62-2374 ●

三原市 宗　廣　素　徳 ﾑﾈﾋﾛ ﾓﾄﾉﾘ むねひろ・歯科・クリニック ﾑﾈﾋﾛｼｶｸﾘﾆｯｸ 723-0032 三原市須波西2-1-10 0848-67-6744 0848-67-6744

三原市 稲　田　達　史 ｲﾅﾀﾞ ﾀﾂｼ 稲田歯科診療所 ｲﾅﾀﾞｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 723-0041 三原市和田3-3-20 0848-64-4182 0848-64-4106

三原市 坂　本　順　一 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 坂本歯科医院 ｻｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 723-0041 三原市和田1-7-16 0848-62-6438 0848-62-6438

三原市 向　井　伸　二 ﾑｶｲ ｼﾝｼﾞ 向井歯科医院 ﾑｶｲｼｶｲｲﾝ 723-0041 三原市和田2-5-3 0848-64-2733 0848-64-0766 ●

三原市 岸　田　　　徹 ｷｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 宗郷町デンタルクリニック ｿｳｺﾞｳﾁｮｳﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 723-0044 三原市宗郷3-3-5 0848-62-0440 0848-62-0440

三原市 裏　崎　英　之 ｳﾗｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ うらさき歯科 ｳﾗｻｷｼｶ 723-0046 三原市明神2-11-10 0848-64-0422 0848-64-0423 ●

三原市 大　名　幸　一 ｵｵﾐｮｳ ｺｳｲﾁ (医)クワトロサンテ大名歯科 ｸﾜﾄﾛｻﾝﾃｵｵﾐｮｳｼｶ 723-0051 三原市宮浦3-24-26 0848-81-2117 0848-81-2280

三原市 小　方　好一郎 ｵｶﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ おがた歯科 ｵｶﾞﾀｼｶ 723-0051 三原市宮浦3-30-30 0848-61-5775 0848-61-5779

三原市 河　田　眞　樹 ｶﾜﾀ ﾏｷ 河田歯科医院 ｶﾜﾀｼｶｲｲﾝ 723-0051 三原市宮浦4-6-16 0848-62-2232 0848-62-2262 ●

三原市 近　藤　和　生 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 近藤歯科 ｺﾝﾄﾞｳｼｶ 723-0051 三原市宮浦5-2-7 0848-67-8811 0848-67-1184

三原市 玉　山　廣　忠 ﾀﾏﾔﾏ ﾋﾛﾀﾀﾞ たまやま歯科医院 ﾀﾏﾔﾏｼｶｲｲﾝ 723-0051 三原市宮浦6-7-27 0848-64-6432 0848-64-7064 ●

三原市 土　橋　加　伸 ﾂﾁﾊｼ ｶﾉﾌﾞ つちはし歯科医院 ﾂﾁﾊｼｼｶｲｲﾝ 723-0051 三原市宮浦5-6-19 0848-62-1044 0848-62-3313 ●

三原市 安　坂　将　樹 ﾔｽｻｶ ﾏｻｷ やすさか歯科 ﾔｽｻｶｼｶ 723-0051 三原市宮浦6-6-27-101 0848-62-3457 0848-62-3457

三原市 木　川　仁　志 ｷｶﾜ ﾋﾄｼ キカワ歯科医院 ｷｶﾜｼｶｲｲﾝ 723-0052 三原市皆実3-2-5 中田ビル1F 0848-63-0821 0848-63-0831

三原市 藤　原　　　秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳ (医)社団大聖会よりかね歯科医院 ﾖﾘｶﾈｼｶｲｲﾝ 723-0054 三原市頼兼1-2-12 0848-64-5339 0848-29-5301

三原市 永　井　一　夫 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 永井歯科医院 ﾅｶﾞｲｼｶｲｲﾝ 723-0062 三原市本町3-14-31 0848-62-2364 0848-62-2364

三原市 藤　本　欣　司 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾝｼﾞ 藤本歯科医院 ﾌｼﾞﾓﾄｼｶｲｲﾝ 723-0062 三原市本町1-9-25 0848-64-6480 0848-64-6480

三原市 三　宅　卓　士 ﾐﾔｹ ﾀｸｼ みやけ歯科医院 ﾐﾔｹｼｶｲｲﾝ 723-0063 三原市西町2-1-23 0848-62-2624 0848-62-2625

三原市 砂　田　　　岳 ｽﾅﾀﾞ ﾀｶｼ 砂田歯科医院 ｽﾅﾀﾞｼｶｲｲﾝ 723-0147 三原市沼田東町本市413-3 0848-66-2088 0848-66-2089
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三原市 平　田　秀　己 ﾋﾗﾀ ﾋﾃﾞﾐ 平田歯科医院 ﾋﾗﾀｼｶｲｲﾝ 723-0148 三原市沼田東町七宝1299-1 0848-66-3851 0848-66-3851

竹原．豊田 片　岡　浩　二 ｶﾀｵｶ ｺｳｼﾞ 西野歯科 ﾆｼﾉｼｶ 725-0002 竹原市西野町2153-3 0846-29-2229 0846-29-2890

竹原．豊田 安　田　一　彰 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 安田歯科医院 ﾔｽﾀﾞｼｶｲｲﾝ 725-0012 竹原市下野町3245-12 0846-22-7727 0846-22-7728

竹原．豊田 石　井　光　道 ｲｼｲ ｺｳﾄﾞｳ 石井歯科クリニック ｲｼｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 725-0021 竹原市竹原町3078-14 0846-22-6695 0846-22-7599

竹原．豊田 大　田　康　弘 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ (医)弘仁会大田歯科医院 ｵｵﾀｼｶｲｲﾝ 725-0021 竹原市竹原町3511-7 0846-22-0879 0846-22-0948

竹原．豊田 三　好　敏　朗 ﾐﾖｼ ﾄｼﾛｳ 三好歯科医院 ﾐﾖｼｼｶｲｲﾝ 725-0021 竹原市竹原町3552-7 0846-22-0959 0846-22-5852 ●

竹原．豊田 米　田　哲　也 ﾖﾈﾀﾞ ﾃﾂﾔ 米田歯科医院 ﾖﾈﾀﾞｼｶｲｲﾝ 725-0021 竹原市竹原町3572 0846-22-2122 0846-22-2370 ●

竹原．豊田 岡　田　和　也 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ (医)二十二会おかだ歯科 ｵｶﾀﾞｼｶ 725-0026 竹原市中央4-5-17 0846-22-7111 0846-22-7111

竹原．豊田 高　橋　宏　司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 725-0026 竹原市中央3-16-36 0846-22-2074 0846-22-7766

竹原．豊田 高　橋　史　夫 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｵ 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 725-0026 竹原市中央3-16-36 0846-22-2074 0846-22-7766

竹原．豊田 好　中　輝良史 ﾖｼﾅｶ ｷﾖｼ 好中歯科医院 ﾖｼﾅｶｼｶｲｲﾝ 725-0301 豊田郡大崎上島町中野1737-1 0846-64-4012 0846-64-4011

竹原．豊田 黒　川　貞　幸 ｸﾛｶﾜ ｻﾀﾞﾕｷ 正畠歯科医院 ｼｮｳﾊﾞﾀｹｼｶｲｲﾝ 725-0401 豊田郡大崎上島町木江丙246 0846-62-0064 0846-62-1661

府中地区 瀬　尾　宰一郎 ｾｵ ｻｲｲﾁﾛｳ 瀬尾歯科医院 ｾｵｼｶｲｲﾝ 726-0002 府中市鵜飼町537-3 0847-45-6474 0847-45-6486

府中地区 細　川　敬　司 ﾎｿｶﾜ ｹｲｼﾞ 細川歯科 ﾎｿｶﾜｼｶ 726-0002 府中市鵜飼町37-5 0847-40-0145 0847-40-0146

府中地区 藤　岡　大　助 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ (医)社団藤岡歯科 ﾌｼﾞｵｶｼｶ 726-0003 府中市元町534-8 0847-41-6690 0847-41-9510

府中地区 住　田　真　一 ｽﾐﾀﾞ ｼﾝｲﾁ すみだ歯科医院 ｽﾐﾀﾞｼｶｲｲﾝ 726-0004 府中市府川町341-3 0847-47-1182 0847-47-1182

府中地区 小　西　貞　夫 ｺﾆｼ ｻﾀﾞｵ (医)小西歯科小児歯科医院 ｺﾆｼｼｶｼｮｳﾆｼｶｲｲﾝ 726-0005 府中市府中町93-10 0847-41-2900 0847-41-2900 ●

府中地区 小　林　弘　治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾊﾙ 小林歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 726-0005 府中市府中町28-7 0847-41-2072 0847-41-2078 ●

府中地区 繁　原　　　宏 ｼｹﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ しげはら歯科クリニック ｼｹﾞﾊﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 726-0005 府中市府中町713-1 0847-47-6091 0847-47-6092

府中地区 佐　藤　正　彰 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ さくら歯科クリニック ｻｸﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 726-0012 府中市中須町735-1 0847-54-0145 0847-54-0140

府中地区 佐　藤　雅　和 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 佐藤歯科医院 ｻﾄｳｼｶｲｲﾝ 726-0012 府中市中須町1696-2 0847-45-8338 0847-45-8348

府中地区 佐　野　倫　三 ｻﾉ ﾘﾝｿﾞｳ さの歯科医院 ｻﾉｼｶｲｲﾝ 726-0012 府中市中須町15-5 0847-52-2441 0847-52-7757

府中地区 藤　本　隆　三 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｿﾞｳ (医)社団フジモト歯科 ﾌｼﾞﾓﾄｼｶ 726-0012 府中市中須町721-8 0847-52-3137 0847-52-3206

府中地区 門　田　誠四郎 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｾｲｼﾛｳ (医)社団門田歯科医院 ﾓﾝﾃﾞﾝｼｶｲｲﾝ 726-0013 府中市高木町545-2 0847-46-3888 0847-46-3080

府中地区 和　田　龍　彦 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ (医)暁侑会ワダ歯科クリニック ﾜﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 726-0013 府中市高木町61-3 0847-45-0066 0847-45-0088

府中地区 濵　原　哲　夫 ﾊﾏﾊﾗ ﾃﾂｵ はまはら歯科 ﾊﾏﾊﾗｼｶ 726-0023 府中市栗柄町3149-1 0847-45-9228 0847-45-9232

府中地区 小　林　郁　夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ 府中第一歯科医院 ﾌﾁｭｳﾀﾞｲｲﾁｼｶｲｲﾝ 726-0032 府中市出口町887-1 0847-41-8148 0847-43-6655

府中地区 粟　根　昭　嘉 ｱﾜﾈ ｱｷﾖｼ 父石歯科 ﾁｲｼｼｶ 726-0035 府中市父石町333 0847-41-3311 0847-41-8351

庄原市 片　岡　主　一 ｶﾀｵｶ ｼｭｲﾁ (医)社団片岡歯科医院 ｶﾀｵｶｼｶｲｲﾝ 727-0012 庄原市中本町1-4-1 0824-72-0637 0824-72-0637

庄原市 佐々木　や　え ｻｻｷ ﾔｴ 佐々木歯科医院 ｻｻｷｼｶｲｲﾝ 727-0012 庄原市中本町1-2-21 0824-72-0158 0824-72-0158

庄原市 徳　永　勝　子 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂｺ 徳永歯科医院 ﾄｸﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 727-0012 庄原市中本町2-2-12 0824-72-0120 0824-72-5240

庄原市 長谷川　美　江 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｴ すずらん歯科クリニック ｽｽﾞﾗﾝｼｶｸﾘﾆｯｸ 727-0013 庄原市西本町2-19-1 ジョイフル1F 0824-75-0050 0824-75-0004

庄原市 牧　原　由紀子 ﾏｷﾊﾗ ﾕｷｺ 牧原歯科医院 ﾏｷﾊﾗｼｶｲｲﾝ 727-0013 庄原市西本町2-16-17 0824-72-6811 0824-72-8554 ●

庄原市 八　谷　和　彦 ﾔﾀｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 八谷歯科クリニック ﾔﾀｶﾞｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 727-0013 庄原市西本町1-8-14 0824-72-6210 0824-72-6210 ●

庄原市 大　門　　　忍 ｵｵｶﾄﾞ ｼﾉﾌﾞ おおかど歯科医院 ｵｵｶﾄﾞｼｶｲｲﾝ 727-0014 庄原市板橋町160-1 0824-75-4822 0824-75-4833 ●

庄原市 高　橋　真　治 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ (医)社団高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 727-0014 庄原市板橋町76-1 0824-72-3811 0824-72-3819 ●

庄原市 坂　口　　　洋 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｼ (医)社団慈恩会坂口歯科医院 ｻｶｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 727-0301 庄原市比和町比和779-1 0824-85-2171 0824-85-2174

三次市 松　尾　友太郎 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾀﾛｳ まつお歯科医院 ﾏﾂｵｼｶｲｲﾝ 728-0006 三次市畠敷町24-1 0824-64-3132 0824-64-3137 ●

三次市 林　　　　　翔 ﾊﾔｼ ｶｹﾙ 林歯科医院 ﾊﾔｼｼｶｲｲﾝ 728-0011 三次市十日市西1-2-10 0824-63-5470 0824-62-8187

三次市 林　　　　　点 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾙ 林歯科医院 ﾊﾔｼｼｶｲｲﾝ 728-0011 三次市十日市西1-2-10 0824-63-5470 0824-62-8187 ●

三次市 尾　関　隆　司 ｵｾﾞｷ ﾀｶｼ おぜき歯科 ｵｾﾞｷｼｶ 728-0012 三次市十日市中2-14-5 0824-63-1814 0824-63-1814

三次市 尾　関　良　賢 ｵｾﾞｷ ﾖｼﾀｶ おぜき歯科 ｵｾﾞｷｼｶ 728-0012 三次市十日市中2-14-5 0824-63-1814 0824-63-1814 ●

三次市 折　田　伸二郎 ｵﾘﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 折田歯科医院 ｵﾘﾀｼｶｲｲﾝ 728-0012 三次市十日市中3-9-3 0824-62-5544 0824-62-7017 ●

三次市 片　岡　雅　英 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ 片岡歯科医院 ｶﾀｵｶｼｶｲｲﾝ 728-0012 三次市十日市中2-14-30 0824-62-2306 0824-62-8214 ●

三次市 西　村　親　樹 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶｷ 西村歯科医院 ﾆｼﾑﾗｼｶｲｲﾝ 728-0012 三次市十日市中2-6-28 0824-64-3003 0824-64-3005

三次市 掛　川　香代子 ｶｹｶﾞﾜ ｶﾖｺ 瀬山備北歯科 ｾﾔﾏﾋﾞﾎｸｼｶ 728-0013 三次市十日市東4-3-6 0824-63-8288 0824-62-8236 ●

三次市 片　山　　　巖 ｶﾀﾔﾏ ｲﾜｵ (医)社団仁屋会片山歯科医院 ｶﾀﾔﾏｼｶｲｲﾝ 728-0013 三次市十日市東1-7-1 0824-63-8476 0824-62-8180 ●
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三次市 片　山　莊太郎 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ (医)社団仁屋会片山歯科医院 ｶﾀﾔﾏｼｶｲｲﾝ 728-0013 三次市十日市東1-7-1 0824-63-8476 0824-62-8180 ●

三次市 瀬　山　　　淳 ｾﾔﾏ ｱﾂｼ 瀬山備北歯科 ｾﾔﾏﾋﾞﾎｸｼｶ 728-0013 三次市十日市東4-3-6 0824-63-8288 0824-62-8236 ●

三次市 大　倉　知　久 ｵｵｸﾗ ﾄﾓﾋｻ (医)ともみ会大倉歯科医院 ｵｵｸﾗｼｶｲｲﾝ 728-0017 三次市南畑敷町140-5 0824-62-0418 0824-62-0419 ●

三次市 松　田　哲　也 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 松田歯科医院 ﾏﾂﾀﾞｼｶｲｲﾝ 728-0017 三次市南畑敷町506-11 0824-63-7400 0824-62-8238

三次市 角　谷　三　郎 ｶｸﾀﾆ ｻﾌﾞﾛｳ かくたに歯科医院 ｶｸﾀﾆｼｶｲｲﾝ 728-0021 三次市三次町1345-8 0824-64-5036 0824-64-5037 ●

三次市 紙　谷　　　寛 ｶﾐﾀﾞﾆ ｶﾝ 紙谷歯科医院 ｶﾐﾀﾞﾆｼｶｲｲﾝ 728-0021 三次市三次町1388-1 0824-62-1182 0824-62-1184 ●

三次市 金　子　昌　平 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ スマイル歯科クリニック ｽﾏｲﾙｼｶｸﾘﾆｯｸ 728-0023 三次市東酒屋町513-3 0824-63-2171 0824-63-2172 ●

福山市 井　上　　　廣 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 井上歯科医院 ｲﾉｳｴｼｶｲｲﾝ 729-0102 福山市高西町真田387-5 084-934-0246 084-934-9016 ●

福山市 石　井　敏　也 ｲｼｲ ﾄｼﾔ いしい歯科クリニック ｲｼｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 729-0104 福山市松永町3-7-15 084-930-4535 084-930-4536 ●

福山市 岡　本　　　信 ｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ (医)社団秀信会岡本歯科医院 ｵｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 729-0104 福山市松永町352-13 084-930-4730 084-930-4731

福山市 小　川　秀　典 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 小川歯科医院 ｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 729-0104 福山市松永町4-16-6 084-933-3598 084-934-2174

福山市 茅　野　晃　弘 ｶﾔﾉ ﾃﾙﾋﾛ かやの歯科医院 ｶﾔﾉｼｶｲｲﾝ 729-0104 福山市松永町5-9-16 084-933-0560 084-933-0581

福山市 髙　橋　之　衛 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ キタカ歯科医院 ｷﾀｶｼｶｲｲﾝ 729-0104 福山市松永町1-10-2 084-934-3220 084-934-3220

福山市 風呂川　　　彰 ﾌﾛｶﾜ ｱｷﾗ フロカワ歯科医院 ﾌﾛｶﾜｼｶｲｲﾝ 729-0105 福山市南松永町1-10-10 084-934-8558 084-934-8559 ●

福山市 荒　木　光　徳 ｱﾗｷ ﾐﾂﾉﾘ 荒木歯科医院 ｱﾗｷｼｶｲｲﾝ 729-0111 福山市今津町4-1-8 084-933-3757 084-933-0138

福山市 矢　野　　　勉 ﾔﾉ ﾂﾄﾑ 矢野歯科医院 ﾔﾉｼｶｲｲﾝ 729-0111 福山市今津町760 084-933-4679 084-933-1989

福山市 矢　野　暢　人 ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾄ 矢野歯科医院 ﾔﾉｼｶｲｲﾝ 729-0111 福山市今津町760 084-933-4679 084-933-1989 ●

福山市 吉　岡　洋　治 ﾖｼｵｶ ﾖｳｼﾞ (医)社団プラチナ会吉岡歯科医院 ﾖｼｵｶｼｶｲｲﾝ 729-0111 福山市今津町5-1-7 084-934-6480 084-934-8330

福山市 小　林　修　之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 小林歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 729-0112 福山市神村町766-3 084-933-3867 084-939-7778 ●

福山市 吉　光　雅　志 ﾖｼﾐﾂ ﾏｻｼ 吉光歯科医院 ﾖｼﾐﾂｼｶｲｲﾝ 729-0113 福山市宮前町2-5-26 084-933-5050 084-933-5523

福山市 徳　久　行　夫 ﾄｸﾋｻ ﾕｷｵ 徳久歯科医院 ﾄｸﾋｻｼｶｲｲﾝ 729-0114 福山市柳津町2-11-23 084-933-3538 084-933-2068 ●

尾道市 板　阪　宗　生 ｲﾀｻｶ ﾑﾈｵ 板阪歯科医院 ｲﾀｻｶｼｶｲｲﾝ 729-0141 尾道市高須町4756-29 0848-55-0007 0848-55-0008

尾道市 小　川　一　壽 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 第二小川歯科医院 ﾀﾞｲﾆｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 729-0141 尾道市高須町5053-1 0848-46-4568 0848-46-4578

尾道市 勝　島　康次郎 ｶﾂｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 勝島歯科医院 ｶﾂｼﾏｼｶｲｲﾝ 729-0141 尾道市高須町3700-3 0848-46-3610 0848-46-3630

尾道市 添　田　　　歩 ｿｴﾀﾞ ｱﾕﾑ そえだ歯科医院 ｿｴﾀﾞｼｶｲｲﾝ 729-0141 尾道市高須町1371-5 0848-46-5044 0848-46-5098

尾道市 橋　本　啓　史 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ はしもと歯科 ﾊｼﾓﾄｼｶ 729-0141 尾道市高須町893-1 0848-47-0848 0848-47-0848 ●

福山市 小　林　　　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ こばやし歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 729-0252 福山市本郷町平田3065-2 084-936-1963 084-936-2142

三原市 山　口　誠　子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｺ 愛真歯科医院 ｱｲｼﾝｼｶｲｲﾝ 729-0324 三原市糸崎4-9-23 0848-62-6160 0848-38-7988 ●

三原市 山　口　隆　志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 愛真歯科医院 ｱｲｼﾝｼｶｲｲﾝ 729-0324 三原市糸崎4-9-23 0848-62-6160 0848-38-7988

三原市 小早川　岳　伸 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ 小早川歯科医院 ｺﾊﾞﾔｶﾜｼｶｲｲﾝ 729-0414 三原市下北方1-6-20 0848-86-6679 0848-86-6734

三原市 天　野　晋　吾 ｱﾏﾉ ｼﾝｺﾞ あまの歯科・矯正歯科クリニック ｱﾏﾉｼｶ・ｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 729-0417 三原市本郷南6-12-20 0848-86-2105 0848-86-1776 ●

三原市 坂　本　裕　樹 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ つばさ歯科 ﾂﾊﾞｻｼｶ 729-0417 三原市本郷南5-14-15 0848-86-1610 0848-86-1610

三原市 松　田　信　隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ まつだ歯科医院 ﾏﾂﾀﾞｼｶｲｲﾝ 729-0417 三原市本郷南6-24-14 0848-86-4844 0848-86-4844

三原市 冨　田　洋　道 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾐﾁ 冨田歯科医院 ﾄﾐﾀｼｶｲｲﾝ 729-1321 三原市大和町和木1525-2 0847-34-0328 0847-34-0328

三原市 梶　原　幹　生 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷｵ かじわら歯科医院 ｶｼﾞﾜﾗｼｶｲｲﾝ 729-1406 三原市大和町下徳良1782-10 0847-33-1607 0847-33-1609

竹原．豊田 米　田　　　節 ﾖﾈﾀﾞ ﾐｻｵ 第2米田歯科医院 ﾀﾞｲﾆﾖﾈﾀﾞｼｶｲｲﾝ 729-2312 竹原市福田町1287-1 0846-24-1224 0846-24-1224

竹原．豊田 安　原　昭　子 ﾔｽﾊﾗ ｱｷｺ 今田歯科医院 ｲﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 729-2316 竹原市忠海中町2-2-51 0846-26-0018 0846-26-0018 ●

竹原．豊田 三　好　浩　之 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ (医)和心会三好歯科クリニック忠海診療所 ﾐﾖｼｼｶｸﾘﾆｯｸﾀﾀﾞﾉｳﾐｼﾝﾘｮｳｼｮ 729-2317 竹原市忠海東町2-7-8 0846-26-1133 0846-26-1133

府中地区 内　海　誠　司 ｳﾂﾐ ｾｲｼ うつみ歯科医院 ｳﾂﾐｼｶｲｲﾝ 729-3101 福山市新市町戸手586 0847-51-3111 0847-51-3191

府中地区 田　上　浩　三 ﾀｶﾞﾐ ｺｳｿﾞｳ たがみ歯科医院 ﾀｶﾞﾐｼｶｲｲﾝ 729-3101 福山市新市町戸手701-7 0847-52-5678 0847-52-5678 ●

府中地区 和　田　康　宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 和田戸手歯科医院 ﾜﾀﾞﾄﾃﾞｼｶｲｲﾝ 729-3101 福山市新市町戸手148-1 0847-52-6117 0847-52-6121

府中地区 寺　岡　　　宏 ﾃﾗｵｶ ﾋﾛｼ てらおか歯科クリニック ﾃﾗｵｶｼｶｸﾘﾆｯｸ 729-3103 福山市新市町新市387-3 0847-52-5118 0847-44-0088

府中地区 深　尾　賢　一 ﾌｶｵ ｹﾝｲﾁ 新市歯科医院 ｼﾝｲﾁｼｶｲｲﾝ 729-3103 福山市新市町新市462-1 0847-51-2289 0847-51-2281

府中地区 松　本　靖　可 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｶ 松本歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 729-3103 福山市新市町新市779-2 0847-51-5742 0847-51-5742

府中地区 和　田　　　勝 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ (医)社団東陽会和田歯科医院 ﾜﾀﾞｼｶｲｲﾝ 729-3103 福山市新市町新市695-2 0847-52-6480 0847-52-6441

府中地区 井　上　眞　吾 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ いのうえ歯科医院 ｲﾉｳｴｼｶｲｲﾝ 729-3104 福山市新市町宮内362 0847-52-4188 0847-52-4210

府中地区 福　島　　　誠 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ ふくしま歯科医院 ﾌｸｼﾏｼｶｲｲﾝ 729-3104 福山市新市町宮内264-1 0847-52-2470 0847-52-2470
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府中地区 田　中　宣　夫 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｵ 田中歯科医院 ﾀﾅｶｼｶｲｲﾝ 729-3431 府中市上下町上下2054-10 0847-62-3140 0847-62-4812

府中地区 松　山　多　男 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｵ 松山歯科クリニック ﾏﾂﾔﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 729-3431 府中市上下町上下845-1 0847-62-4767 0847-62-4767

神石郡 秋　山　敬　三 ｱｷﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ 秋山歯科医院 ｱｷﾔﾏｼｶｲｲﾝ 729-3511 神石郡神石高原町高光2032-6 0847-87-0011 0847-87-0248

三次市 佐　藤　　　徳 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ さとう歯科医院 ｻﾄｳｼｶｲｲﾝ 729-4211 三次市吉舎町吉舎1584-1 0824-43-7888 0824-43-7555 ●

三次市 伊　藤　　　英 ｲﾄｳ ｴｲ 伊藤歯科医院 ｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 729-4304 三次市三良坂町三良坂746-1 0824-44-2068 0824-44-3150

三次市 髙　本　章　司 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 高本歯科医院 ﾀｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 729-4304 三次市三良坂町三良坂4254-1 0824-44-2771 0824-44-2805 ●

庄原市 宮　地　　　譲 ﾐﾔｼﾞ ｼﾞｮｳ みやじ歯科 ﾐﾔｼﾞｼｶ 729-5121 庄原市東城町川東1134 08477-2-3114 08477-2-3183

庄原市 細　川　英　生 ﾎｿｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 細川歯科医院 ﾎｿｶﾜｼｶｲｲﾝ 729-5124 庄原市東城町東城238 08477-2-1001 08477-2-1001

庄原市 横　山　　　勝 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾙ (医)社団横山歯科医院 ﾖｺﾔﾏｼｶｲｲﾝ 729-5125 庄原市東城町川西792-1 08477-2-4018 08477-2-1140 ●

庄原市 堀　田　博　光 ﾎｯﾀ ﾋﾛﾐﾂ (医)社団博施会堀田歯科医院 ﾎｯﾀｼｶｲｲﾝ 729-5501 庄原市東城町小奴可2651-1 08477-5-0017 08477-5-0950 ●

庄原市 宮　崎　純　男 ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐｵ 宮崎歯科クリニック ﾐﾔｻﾞｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 729-5722 庄原市西城町大佐748-2 0824-82-3976 0824-82-3976

広島市 森　野　　　茂 ﾓﾘﾉ ｼｹﾞﾙ 森野歯科医院 ﾓﾘﾉｼｶｲｲﾝ 730-0001 広島市中区白島北町14-23 082-223-8558 082-223-0554

広島市 森　本　　　進 ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾑ 森本歯科クリニック ﾓﾘﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0003 広島市中区白島九軒町24-3-101 082-502-1212 082-502-1213 ●

広島市 上　川　克　己 ｶﾐｶﾜ ｶﾂﾐ 上川歯科医院 ｶﾐｶﾜｼｶｲｲﾝ 730-0005 広島市中区西白島町20-15 メディカルプラザ西白島2F 082-228-5539 082-228-5539 ●

広島市 辻　　　高　昭 ﾂｼﾞ ﾀｶｱｷ 辻歯科医院 ﾂｼﾞｼｶｲｲﾝ 730-0011 広島市中区基町13-13-5F 082-221-1800 082-221-1800

広島市 本　山　智　得 ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾓﾄｸ (医)本山歯科医院 ﾓﾄﾔﾏｼｶｲｲﾝ 730-0012 広島市中区上八丁堀7-9 本山ビル2F 082-221-3746 082-221-3749 ●

広島市 香　川　次　郎 ｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 香川歯科 ｶｶﾞﾜｼｶ 730-0013 広島市中区八丁堀14-7 八丁堀宮田ビル6F 082-221-6485 082-223-4588 ●

広島市 仁　野　克　明 ﾆﾉ ｶﾂｱｷ 仁野歯科クリニック ﾆﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0013 広島市中区八丁堀12-22 築地ビル2F 082-221-5567 082-221-8898

広島市 川　原　正　照 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾃﾙ (医)社団誠美会川原歯科医院 ｶﾜﾊﾗｼｶｲｲﾝ 730-0016 広島市中区幟町6-26 082-228-1224 082-224-0118 ●

広島市 森　田　　　薫 ﾓﾘﾀ ｶｵﾙ 森田歯科医院 ﾓﾘﾀｼｶｲｲﾝ 730-0016 広島市中区幟町14-14 広島教販ビル2F 082-221-2231 082-221-2261

広島市 山　本　正　純 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｽﾞﾐ 橋本歯科 ﾊｼﾓﾄｼｶ 730-0022 広島市中区銀山町6-23 ピュアコート橋本201 082-541-7700 082-541-7700

広島市 小　松　大　造 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｿﾞｳ ア歯科広島東G小松診療所 ｱｼｶﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾏﾂｼﾝﾘｮｳｼｮ 730-0024 広島市中区西平塚町8-13 広島立駐ビル3F 082-244-6526 082-244-6486 ●

広島市 小　松　昭　紀 ｺﾏﾂ ﾃﾙｷ ア歯科広島東G小松診療所 ｱｼｶﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾏﾂｼﾝﾘｮｳｼｮ 730-0024 広島市中区西平塚町8-13 広島立駐ビル3F 082-244-6526 082-244-6486

広島市 松　田　　　浩 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ まつだ歯科クリニック ﾏﾂﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0025 広島市中区東平塚町8-2 082-249-4618 082-249-5922

広島市 中　田　正　樹 ﾅｶﾀ ﾏｻｷ ブライトデンタルクリニック ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 730-0029 広島市中区三川町2-8 井手ビル3A 082-545-6700 082-545-6711

広島市 林　　　靖一郎 ﾊﾔｼ ｾｲｲﾁﾛｳ 紙屋町歯科医院 ｶﾐﾔﾁｮｳｼｶｲｲﾝ 730-0031 広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル201 082-247-9461 082-247-9462

広島市 和田本　昌　良 ﾜﾀﾞﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 和田本デンタルオフィス ﾜﾀﾞﾓﾄﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3F 082-544-0418 082-544-0008

広島市 大　石　正　臣 ｵｵｲｼ ﾏｻｵﾐ 大石歯科医院 ｵｵｲｼｼｶｲｲﾝ 730-0034 広島市中区新天地6-12 新天地MRビル 2F 082-246-7317 082-246-8050

広島市 荒　川　信　介 ｱﾗｶﾜ ｼﾝｽｹ 荒川歯科 ｱﾗｶﾜｼｶ 730-0036 広島市中区袋町6-53 082-244-0418 082-247-2807 ●

広島市 岸　本　一　雄 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ 中町歯科医院 ﾅｶﾏﾁｼｶｲｲﾝ 730-0037 広島市中区中町5-8 第2下中町ビル2F 082-241-7906 082-249-7906

広島市 若　林　大　輔 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 若林デンタルクリニック並木通り ﾜｶﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸﾅﾐｷﾄﾞｵﾘ 730-0037 広島市中区中町1-3 ダイヤ並木ビル2F 082-247-8660 082-247-8661 ●

広島市 山　田　庸　二 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 山田歯科医院 ﾔﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 730-0042 広島市中区国泰寺町1-3-12 082-244-5955 082-244-5988

広島市 今　井　正　人 ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾄ いまい歯科医院 ｲﾏｲｼｶｲｲﾝ 730-0043 広島市中区富士見町12-7 082-241-6480 082-241-6480

広島市 延　本　充　弘 ﾉﾌﾞﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ (医)社団のぶもと歯科 ﾉﾌﾞﾓﾄｼｶ 730-0044 広島市中区宝町9-25 広島クリニックビル3F 082-246-0600 082-242-0089

広島市 森　田　行　雄 ﾓﾘﾀ ﾕｷｵ 森田歯科医院 ﾓﾘﾀｼｶｲｲﾝ 730-0044 広島市中区宝町2-1 フジグラン広島4F 082-241-4953 082-241-4953

広島市 荒　谷　恭　史 ｱﾗﾀﾆ ﾔｽｼ 荒谷歯科医院 ｱﾗﾀﾆｼｶｲｲﾝ 730-0051 広島市中区大手町2-5-6 082-247-6468 082-247-6468 ●

広島市 有　田　一　喜 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾖｼ (医)アリタ会わかさ歯科クリニック ﾜｶｻｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0051 広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル201 082-240-6480 082-240-6481 ●

広島市 佐　野　隆　志 ｻﾉ ﾀｶｼ (医)社団有和会佐野歯科クリニック ｻﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0051 広島市中区大手町3-8-4 082-246-2933 082-246-2932

広島市 背　戸　辰　之 ｾﾄ ﾀﾂﾕｷ せと歯科クリニック ｾﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0051 広島市中区大手町3-1-11 平野ビル2F 082-542-4182 082-542-4182

広島市 津　田　祐　一 ﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 津田歯科医院 ﾂﾀﾞｼｶｲｲﾝ 730-0051 広島市中区大手町3-6-19 082-247-3633 082-247-3637

広島市 中　村　　　衛 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ 中村歯科医院 ﾅｶﾑﾗｼｶｲｲﾝ 730-0051 広島市中区大手町5-4-14 082-241-8502 082-241-8503

広島市 三　宅　茂　樹 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｷ 愛児歯科医院 ｱｲｼﾞｼｶｲｲﾝ 730-0051 広島市中区大手町5-2-20 鷹の橋パーキングビル3F 082-243-1660 082-243-1660 ●

広島市 山　﨑　保　彦 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾋｺ 山﨑医院歯科 ﾔﾏｻｷｲｲﾝｼｶ 730-0051 広島市中区大手町2-6-11 082-247-1101 082-247-1101

広島市 峯　岡　　　茜 ﾐﾈｵｶ ｱｶﾈ (医)康慈会ハート歯科クリニック ﾊｰﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0051 広島市中区大手町3-13-8-1F 082-567-5727 082-567-5728 ●

広島市 中　村　　　衛 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ 中村歯科医院 ﾅｶﾑﾗｼｶｲｲﾝ 730-0051 広島市中区大手町5-4-14 082-241-8502 082-241-8503 ●

広島市 関　野　憲　三 ｾｷﾉ ｹﾝｿﾞｳ 関野歯科クリニック ｾｷﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0052 広島市中区千田町1-4-17 井沢ビル 082-247-3100 082-247-3421

広島市 山　﨑　健　次 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞ 千田町歯科クリニック ｾﾝﾀﾞﾏﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0052 広島市中区千田町2-1-10 Y's BLD 2F 082-542-1801 082-542-1802 ●
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広島市 加　藤　千　季 ｶﾄｳ ｶﾂﾞｷ 加藤歯科医院 ｶﾄｳｼｶｲｲﾝ 730-0052 広島市中区千田町1-5-8 082-240-4180 082-240-4181 ●

広島市 花　木　清　隆 ﾊﾅｷ ｷﾖﾀｶ 花木歯科医院 ﾊﾅｷｼｶｲｲﾝ 730-0803 広島市中区広瀬北町5-1-101 082-942-6677 082-942-6678

広島市 津　島　隆　司 ﾂｼﾏ ﾀｶｼ 津島歯科クリニック ﾂｼﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0804 広島市中区広瀬町7-5 082-231-2866 082-208-5223

広島市 後　藤　光　宏 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 十日市歯科クリニック ﾄｳｶｲﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0805 広島市中区十日市町1-5-28 十日市ゴトービル2F 082-232-7626 082-232-7628

広島市 吉　岡　道　治 ﾖｼｵｶ ﾐﾁﾊﾙ 吉岡歯科医院 ﾖｼｵｶｼｶｲｲﾝ 730-0805 広島市中区十日市町2-9-5 082-293-0418 082-293-0418

広島市 熊　谷　　　宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ (医)鳩医会熊谷歯科クリニック ｸﾏｶﾞｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0806 広島市中区西十日市町1-4-2F 082-532-1212 082-532-1211 ●

広島市 森　川　真　理 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾘ かこまち歯科医院 ｶｺﾏﾁｼｶｲｲﾝ 730-0812 広島市中区加古町6-7 082-544-5566 082-544-5567 ●

広島市 波　田　佳　範 ﾊﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 波田歯科医院 ﾊﾀﾞｼｶｲｲﾝ 730-0823 広島市中区吉島西1-20-5 082-241-4513 082-241-4513 ●

広島市 平　野　隆　司 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ 平野歯科医院 ﾋﾗﾉｼｶｲｲﾝ 730-0825 広島市中区光南1-9-18 082-247-7354 082-246-1813

広島市 三　宅　正　純 ﾐﾔｹ ﾏｻｽﾞﾐ 三宅歯科医院 ﾐﾔｹｼｶｲｲﾝ 730-0825 広島市中区光南1-3-26 082-241-5523 082-246-1772

広島市 石　嶋　誠　司 ｲｼｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 石嶋歯科医院 ｲｼｼﾞﾏｼｶｲｲﾝ 730-0831 広島市中区江波西1-25-6 082-231-8688 082-233-6408

広島市 柳　井　俊　二 ﾔﾅｲ ｼｭﾝｼﾞ やない歯科クリニック ﾔﾅｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0832 広島市中区江波東1-12-50 082-234-5121 082-234-5121

広島市 鎌　田　一　道 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐﾁ 鎌田歯科クリニック ｶﾏﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 730-0847 広島市中区舟入南1-4-61-2F 082-293-0007 082-293-0007

広島市 前　田　羊　一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 前田歯科医院 ﾏｴﾀﾞｼｶｲｲﾝ 730-0851 広島市中区榎町10-13 やまきビル2F 082-291-8391 082-294-4573 ●

広島市 藤　岡　良　暢 ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 藤岡歯科診療所 ﾌｼﾞｵｶｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 730-0852 広島市中区猫屋町3-28 082-231-3535 082-231-3535

広島市 鈴　木　良　貴 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ よしたか歯科医院 ﾖｼﾀｶｼｶｲｲﾝ 730-0856 広島市中区河原町9-10-201 082-296-4100 082-555-1817

安佐 八　谷　忠　伸 ﾔﾀｶﾞｲ ｱﾂﾉﾌﾞ 八谷歯科クリニック ﾔﾀｶﾞｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0101 広島市安佐南区八木8-11-17 カンファタブル田川202 082-873-6661 082-873-7373

安佐 一　瀬　智　生 ｲﾁﾉｾ ﾄｼｵ いちのせ小児歯科 ｲﾁﾉｾｼｮｳﾆｼｶ 731-0102 広島市安佐南区川内5-32-12 082-876-5030 082-876-5030

安佐 川　本　博　也 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾔ おりづる歯科医院 ｵﾘﾂﾞﾙｼｶｲｲﾝ 731-0102 広島市安佐南区川内5-10-20 082-870-8102 082-870-8162

安佐 高　崎　靖　士 ﾀｶｻｷ ﾔｽｼ 高崎歯科医院 ﾀｶｻｷｼｶｲｲﾝ 731-0102 広島市安佐南区川内5-21-21 082-879-0505 082-879-3388

安佐 坂　　　暢　江 ｻｶ ﾉﾌﾞｴ (医)サカもみの木会サカ緑井病院歯科 ｻｶﾐﾄﾞﾘｲﾋﾞｮｳｲﾝｼｶ 731-0103 広島市安佐南区緑井6-28-1 082-831-3718 082-831-3728 ●

安佐 杉　岡　英　明 ｽｷﾞｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ (医)M．コラソンほほえみ歯科クリニック ﾎﾎｴﾐｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0103 広島市安佐南区緑井4-11-22 サーラシティ緑井2F 082-830-0118 082-830-0129 ●

安佐 原　田　美　彦 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 原田歯科医院 ﾊﾗﾀﾞｼｶｲｲﾝ 731-0103 広島市安佐南区緑井6-9-1 082-831-1010 082-831-1010

安佐 早乙女　裕　彦 ｻｵﾄﾒ ﾔｽﾋｺ さおとめ歯科医院 ｻｵﾄﾒｼｶｲｲﾝ 731-0113 広島市安佐南区西原2-11-8 第4森下ビル101 082-850-1740 082-850-1741 ●

安佐 佐々木　　　直 ｻｻｷ ﾅｵｼ ささき歯科 ｻｻｷｼｶ 731-0113 広島市安佐南区西原1-25-13-1 082-850-0880 082-850-0881

安佐 西　村　好　一 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 西村歯科医院 ﾆｼﾑﾗｼｶｲｲﾝ 731-0113 広島市安佐南区西原9-19-24 082-874-4188 082-874-1133 ●

安佐 松　本　仁　門 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｶﾄﾞ 松本歯科クリニック ﾏﾂﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0113 広島市安佐南区西原8-34-5 サンパレス元山ビル2F 082-871-5727 082-871-5728 ●

安佐 八　島　愛　富 ﾔｼﾏ ﾖｼﾄﾐ 八島歯科クリニック ﾔｼﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0113 広島市安佐南区西原4-35-10 082-874-2646 082-874-2645 ●

安佐 山　田　真　司 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 祇園歯科クリニック ｷﾞｵﾝｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0113 広島市安佐南区西原5-17-1 082-874-4416 082-874-4428

安佐 小羽田　敦　正 ｺﾊﾀﾞ ｱﾂﾏｻ (医)社団双葉会こはだ歯科医院 ｺﾊﾀﾞｼｶｲｲﾝ 731-0122 広島市安佐南区中筋3-27-16 中筋クリニックビル4F 082-870-3388 082-870-3025

安佐 小羽田　康　博 ｺﾊﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ (医)社団双葉会こはだ歯科医院 ｺﾊﾀﾞｼｶｲｲﾝ 731-0122 広島市安佐南区中筋3-27-16 中筋クリニックビル4F 082-870-3388 082-870-3025

安佐 藤　岡　卓　雄 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸｵ 藤岡歯科医院 ﾌｼﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 731-0123 広島市安佐南区古市2-17-3 岡田ビル2F 082-879-8811 082-879-4848

東広島市 藤　中　慎　治 ﾌｼﾞﾅｶ ｼﾝｼﾞ (医)健康プロ医院ふるいち歯の健康ドクター ｲｲﾝﾌﾙｲﾁﾊﾉｹﾝｺｳﾄﾞｸﾀｰ 731-0123 広島市安佐南区古市1-16-17 082-962-2550 082-962-2551 ●

安佐 泉　川　卓　也 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸﾔ 泉川歯科医院 ｲｽﾞﾐｶﾜｼｶｲｲﾝ 731-0124 広島市安佐南区大町東1-7-12 082-877-0050 082-877-0050

安佐 竹　下　　　哲 ﾀｹｼﾀ ｻﾄｼ (医)社団健美会竹下歯科医院 ﾀｹｼﾀｼｶｲｲﾝ 731-0125 広島市安佐南区大町西3-5-28 吉川ビル201 082-879-5252 082-879-5703

安佐 田　尾　良　憲 ﾀｵ ﾖｼﾉﾘ 衣笠歯科医院 ｷﾇｶﾞｻｼｶｲｲﾝ 731-0137 広島市安佐南区山本3-21-10 082-874-8577 082-874-8226

安佐 中　井　健　富 ﾅｶｲ ﾀｹﾄﾐ 中井歯科医院 ﾅｶｲｼｶｲｲﾝ 731-0137 広島市安佐南区山本1-8-19 082-871-5353 082-871-5454 ●

安佐 市　川　健　司 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 桑原歯科医院 ｸﾜﾊﾞﾗｼｶｲｲﾝ 731-0138 広島市安佐南区祇園2-39-4 082-874-0165 082-874-1101 ●

安佐 桑　原　一　通 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 安佐祇園デンタルクリニック ｱｻｷﾞｵﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 731-0138 広島市安佐南区祇園2-11-16-1F 082-874-1184 082-874-8040

安佐 山野井　　　裕 ﾔﾏﾉｲ ﾕﾀｶ 山野井歯科医院 ﾔﾏﾉｲｼｶｲｲﾝ 731-0138 広島市安佐南区祇園1-10-19 082-874-0413 082-875-1581

安佐 岡　橋　伸　吾 ｵｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ 岡橋歯科医院 ｵｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 731-0138 広島市安佐南区祇園2-23-20 082-874-0151 082-875-6732 ●

安佐 深　山　　　優 ﾐﾔﾏ ﾏｻﾙ ミヤマ歯科医院 ﾐﾔﾏｼｶｲｲﾝ 731-0141 広島市安佐南区相田2-6-12 品村ビル3F 082-872-4448 082-872-4447

安佐 円　林　義　一 ｴﾝﾘﾝ ｷﾞｲﾁ (医)社団円林歯科医院 ｴﾝﾘﾝｼｶｲｲﾝ 731-0143 広島市安佐南区長楽寺1-8-11 田中ビル1F 082-872-0033 082-872-0033

安佐 大心池　清　和 ｵｺﾞﾛﾁ ｷﾖｶｽﾞ おごろち歯科クリニック ｵｺﾞﾛﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0144 広島市安佐南区高取北1-4-25-1 082-872-4044 082-872-4044 ●

安佐 宮　﨑　誠　也 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾔ 宮崎歯科医院 ﾐﾔｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 731-0144 広島市安佐南区高取北3-1-35 082-872-5454 082-872-5454 ●

安佐 勝　田　浩　二 ｶﾂﾀ ｺｳｼﾞ 勝田歯科医院 ｶﾂﾀｼｶｲｲﾝ 731-0152 広島市安佐南区毘沙門台3-22-17 082-870-7155 082-870-7155

安佐 高　橋　雄　幸 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺｳ (医)ゆうこうゆうこう歯科 ﾕｳｺｳｼｶ 731-0153 広島市安佐南区安東2-10-2 082-872-7878 082-872-7588 ●
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安佐 片　山　　　淳 ｶﾀﾔﾏ ｱﾂｼ 片山歯科医院 ｶﾀﾔﾏｼｶｲｲﾝ 731-0154 広島市安佐南区上安6-26-1 082-878-0118 082-878-0610 ●

安佐 前　田　秀　朗 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 前田歯科 ﾏｴﾀﾞｼｶ 731-0154 広島市安佐南区上安2-4-39 MGビル3F 082-872-6457 082-872-6457

安佐 岩　崎　　　博 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ 岩崎歯科医院 ｲﾜｻｷｼｶｲｲﾝ 731-0221 広島市安佐北区可部4-8-15 082-814-5201 082-814-6349 ●

安佐 釜　山　憲　二 ｶﾏﾔﾏ ｹﾝｼﾞ かまやま歯科 ｶﾏﾔﾏｼｶ 731-0221 広島市安佐北区可部4-24-27 和田商事ビル101 082-815-8833 082-815-8832

安佐 下　永　知　己 ｼﾓﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 下永歯科医院 ｼﾓﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 731-0221 広島市安佐北区可部3-37-40 082-814-2211 082-814-2211

安佐 野見山　幸　治 ﾉﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 野見山歯科医院 ﾉﾐﾔﾏｼｶｲｲﾝ 731-0221 広島市安佐北区可部2-33-17 082-815-0003 082-815-0221

安佐 穐　田　　　肇 ｱｷﾀ ﾊｼﾞﾒ (医)山崎歯科医院 ﾔﾏｻｷｼｶｲｲﾝ 731-0221 広島市安佐北区可部5-15-33 082-814-2225 082-815-1028 ●

安佐 島　筒　裕　之 ｼﾏﾂﾞﾂ ﾋﾛﾕｷ しまづつ歯科医院 ｼﾏﾂﾞﾂｼｶｲｲﾝ 731-0223 広島市安佐北区可部南5-15-16 082-810-0118 082-810-0121 ●

安佐 山　下　哲　朗 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾛｳ やました歯科 ﾔﾏｼﾀｼｶ 731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-23 082-812-0202 082-819-0176 ●

安佐 宇都宮　　　誠 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ うつのみや歯科 ｳﾂﾉﾐﾔｼｶ 731-0231 広島市安佐北区亀山2-6-18 082-815-5551 082-815-5531

安佐 河　野　美　紀 ｺｳﾉ ﾖｼﾉﾘ 河野歯科医院 ｺｳﾉｼｶｲｲﾝ 731-0231 広島市安佐北区亀山9-12-40 山本ビル2F 082-814-0418 082-814-0418

安佐 堀　尾　弘　治 ﾎﾘｵ ｺｳｼﾞ ほりお歯科クリニック ﾎﾘｵｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-0231 広島市安佐北区亀山3-24-15 082-819-1577 082-819-1578

安佐 松　本　浩　一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ (医)社団松本歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 731-0231 広島市安佐北区亀山3-1-44 082-815-5000 082-815-5007 ●

安芸高田市 近　藤　嘉　人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ 近藤歯科医院 ｺﾝﾄﾞｳｼｶｲｲﾝ 731-0303 安芸高田市八千代町佐々井1391-1 0826-52-7777 0826-52-7788

安芸高田市 谷　　　成　寛 ﾀﾆ ﾅﾙﾋﾛ 谷歯科医院 ﾀﾆｼｶｲｲﾝ 731-0304 安芸高田市八千代町下根617-7 0826-52-3939 0826-52-3412 ●

安芸高田市 和　泉　昌　義 ｲｽﾞﾐ ｱﾂﾖｼ イズミ歯科医院 ｲｽﾞﾐｼｶｲｲﾝ 731-0501 安芸高田市吉田町吉田765-1 0826-42-4618 0826-42-4698

安芸高田市 上　野　　　修 ｳｴﾉ ｵｻﾑ 上野歯科医院 ｳｴﾉｼｶｲｲﾝ 731-0501 安芸高田市吉田町吉田1218 0826-42-0252 0826-42-3878

安芸高田市 桂　　　啓　介 ｶﾂﾗ ｹｲｽｹ 桂歯科医院 ｶﾂﾗｼｶｲｲﾝ 731-0501 安芸高田市吉田町吉田1890-1 0826-42-2030 0826-42-0029 ●

安芸高田市 貞　岡　道　也 ｻﾀﾞｵｶ ﾐﾁﾔ 貞岡歯科医院 ﾅｶﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 731-0501 安芸高田市吉田町吉田626-1 0826-42-2885 0826-42-1065

安芸高田市 山　﨑　信　義 ﾔﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 山﨑歯科医院 ﾔﾏｻｷｼｶｲｲﾝ 731-0521 安芸高田市吉田町常友1267-2 0826-42-3527 0826-42-3527 ●

安芸高田市 吉　村　直　規 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ 吉村歯科医院 ﾖｼﾑﾗｼｶｲｲﾝ 731-0523 安芸高田市吉田町山手1217-1 0826-43-2076 0826-43-2075 ●

安佐 松　木　　　明 ﾏﾂｷ ｱｷﾗ まつき歯科医院 ﾏﾂｷｼｶｲｲﾝ 731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室1570-1 082-835-2138 082-835-0888

山県郡 清見原　加　代 ｷﾖﾐﾊﾗ ｶﾖ 中尾歯科医院 ﾅｶｵｼｶｲｲﾝ 731-1222 山県郡北広島町阿坂4448-1 0826-84-0037 0826-84-0138 ●

山県郡 日　山　　　孝 ﾋﾔﾏ ﾀｶｼ スマイル歯科医院 ｽﾏｲﾙｼｶｲｲﾝ 731-1533 山県郡北広島町有田字河本659-1 0826-72-8168 0826-72-8168 ●

山県郡 三　宅　陽　介 ﾐﾔｹ ﾖｳｽｹ (医)共愛会三宅歯科医院 ﾐﾔｹｼｶｲｲﾝ 731-1533 山県郡北広島町有田98-4 0826-72-2175 0826-72-6252 ●

山県郡 元　林　　　大 ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 元林歯科医院 ﾓﾄﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 731-2104 山県郡北広島町大朝4523-1 0826-82-2325 0826-82-3780

安佐 谷　口　雅　昭 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 谷口歯科医院 ﾀﾆｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 731-3164 広島市安佐南区伴東4-7-27 082-848-0014 082-848-3073

安佐 湯　浅　賢　一 ﾕｱｻ ｹﾝｲﾁ (医)大原駅前歯科 ｵｵﾊﾞﾗｴｷﾏｴｼｶ 731-3164 広島市安佐南区伴東7-59-1 大原ビル3F 082-849-0305 082-849-0305

安佐 中　島　　　旬 ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ 中島歯科クリニック ﾅｶｼﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-3167 広島市安佐南区大塚西2-1-32 第12平勝ビル201 082-849-4220 082-849-4221

山県郡 廣　安　敬　之 ﾋﾛﾔｽ ﾀｶﾕｷ (医)社団樹会戸河内廣安歯科医院 ﾄｺﾞｳﾁﾋﾛﾔｽｼｶｲｲﾝ 731-3664 山県郡安芸太田町上殿字東神田1862-1 0826-28-2552 0826-28-2542 ●

山県郡 廣　安　まさみ ﾋﾛﾔｽ ﾏｻﾐ (医)社団樹会筒賀廣安歯科医院 ﾂﾂｶﾞﾋﾛﾔｽｼｶｲｲﾝ 731-3702 山県郡安芸太田町中筒賀1893 0826-32-2230 0826-32-2230 ●

安芸 岡　田　信　彦 ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 731-4213 安芸郡熊野町萩原7-14-19 082-854-5311 082-854-5339

安芸 各　和　伸　悟 ｶｸﾜ ｼﾝｺﾞ かくわ歯科医院 ｶｸﾜｼｶｲｲﾝ 731-4213 安芸郡熊野町萩原2-2-10 082-855-4646 082-855-4747

安芸 広　瀬　佐都子 ﾋﾛｾ ｻﾄｺ とまと歯科クリニック ﾄﾏﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-4221 安芸郡熊野町出来庭4-17-2 082-855-3746 082-855-3746

安芸 久　世　祥　二 ｸｾ ｼｮｳｼﾞ くせ歯科医院 ｸｾｼｶｲｲﾝ 731-4227 安芸郡熊野町貴船2-13 082-854-1551 082-854-2044

安芸 山 野 智要之亮 ﾔﾏﾉ ﾁﾖﾉｽｹ (医)社団皓歯会山野歯科医院 ﾔﾏﾉｼｶｲｲﾝ 731-4227 安芸郡熊野町貴船18-18 082-854-1139 082-854-1139

安芸 山　野　亮　介 ﾔﾏﾉ ﾘｮｳｽｹ (医)社団皓歯会山野歯科医院 ﾔﾏﾉｼｶｲｲﾝ 731-4227 安芸郡熊野町貴船18-18 082-854-1139 082-854-1139

安芸 久　保　和　雄 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｵ (医)誠和会クボ歯科クリニック ｸﾎﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-4314 安芸郡坂町坂西1-23-8 082-884-4242 082-885-0022

安芸 中　村　謙　一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ なかむら歯科医院 ﾅｶﾑﾗｼｶｲｲﾝ 731-4323 安芸郡坂町横浜中央1-3-5 082-820-1811 082-820-1868

佐伯 岡　田　光　正 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 731-5101 広島市佐伯区五月が丘3-1-36 082-941-1222 082-941-1239

佐伯 中　本　康　道 ﾅｶﾓﾄ ﾔｽﾐﾁ 中本歯科クリニック ﾅｶﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-5101 広島市佐伯区五月が丘2-6-1 082-941-1114 082-941-1114

佐伯 堀　江　泰　史 ﾎﾘｴ ﾔｽｼ ほりえ歯科 ﾎﾘｴｼｶ 731-5103 広島市佐伯区藤の木3-21-14 082-929-7101 082-929-7101

佐伯 半　澤　泰　紀 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ はんざわ歯科医院 ﾊﾝｻﾞﾜｼｶｲｲﾝ 731-5106 広島市佐伯区利松2-22-3 082-208-1170 082-208-1172 ●

佐伯 河　野　　　淳 ｺｳﾉ ｱﾂｼ 河野歯科医院 ｺｳﾉｼｶｲｲﾝ 731-5114 広島市佐伯区美鈴が丘西1-5-20 082-928-2899 082-928-2899 ●

佐伯 伊　丹　宏　之 ｲﾀﾐ ﾋﾛﾕｷ 伊丹歯科クリニック ｲﾀﾐｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-5115 広島市佐伯区八幡東2-28-54-2F 082-928-1888 082-928-1899

佐伯 國　司　政　則 ｸﾆｼ ﾏｻﾉﾘ (医)くにし歯科医院 ｸﾆｼｼｶｲｲﾝ 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-28-17 クロスロード4F 082-929-4500 082-929-4501

佐伯 櫻　井　宏　樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ さくらい歯科クリニック ｻｸﾗｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-5115 広島市佐伯区八幡東4-32-2 082-929-6480 082-929-6480
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佐伯 松　山　智　博 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ (医)松山歯科医院 ﾏﾂﾔﾏｼｶｲｲﾝ 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-19-11-5 082-927-0555 082-927-0560

佐伯 桑　原　雅　夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻｵ くわばら歯科医院 ｸﾜﾊﾞﾗｼｶｲｲﾝ 731-5116 広島市佐伯区八幡4-7-25 ウィンディア202号 082-927-1181 082-927-7581

佐伯 兼　池　宏　治 ｶﾈｲｹ ｺｳｼﾞ 兼池歯科 ｶﾈｲｹｼｶ 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前2-15-2 KDCビル2F 082-943-1881 082-943-3113

佐伯 小　島　一　郎 ｺｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ イチロー歯科診療所 ｲﾁﾛｰｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-5-25 082-943-6841 082-943-6841

佐伯 平　田　庸　祐 ﾋﾗﾀ ﾖｳｽｹ ひらた歯科 ﾋﾗﾀｼｶ 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-13-4-201 082-943-4488 082-943-4411

佐伯 小　嶺　龍　治 ｺﾐﾈ ﾘｭｳｼﾞ 慈晃歯科医院 ｼﾞｺｳｼｶｲｲﾝ 731-5127 広島市佐伯区五日市5-11-21 第二桂ビル202号 082-923-7400 082-923-7400

佐伯 平　野　斉　之 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾕｷ 平野歯科医院 ﾋﾗﾉｼｶｲｲﾝ 731-5127 広島市佐伯区五日市7-4-31 082-921-4798 082-922-0421

佐伯 柳　原　琢　磨 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ ハートフル歯科 ﾊｰﾄﾌﾙｼｶ 731-5127 広島市佐伯区五日市5-15-3 第一コーポ1F 082-943-2007 082-961-3114

佐伯 森　野　芳　之 ﾓﾘﾉ ﾖｼﾕｷ (医)社団いちこ歯科医院 ｲﾁｺｼｶｲｲﾝ 731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-10-17 荒木ビル1F 082-925-6480 082-925-6481

佐伯 藤　井　宗　仁 ﾌｼﾞｲ ﾑﾈﾋﾄ なぎさ歯科 ﾅｷﾞｻｼｶ 731-5131 広島市佐伯区藤垂園6-1 082-921-2133 082-921-2133 ●

佐伯 山　根　　　昭 ﾔﾏﾈ ｱｷﾗ (医)社団あきひろ会山根歯科医院 ﾔﾏﾈｼｶｲｲﾝ 731-5133 広島市佐伯区旭園4-29-201 082-923-3123 082-924-5763

佐伯 楳　林　正　夫 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 楳林歯科医院 ｳﾒﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 731-5135 広島市佐伯区海老園1-5-51 桂ビル2F 082-921-5557 082-921-5895

佐伯 中　林　浩　樹 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 中林歯科クリニック ﾅｶﾊﾞﾔｼｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-5135 広島市佐伯区海老園2-6-22 082-923-0573 082-923-0671 ●

佐伯 門　脇　敬　二 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲｼﾞ かどわき歯科医院 ｶﾄﾞﾜｷｼｶｲｲﾝ 731-5136 広島市佐伯区楽々園5-2-1 楠ビル1F 082-921-2572 082-921-3219

佐伯 讃　岐　　　淳 ｻﾇｷ ｼﾞｭﾝ さぬき歯科医院 ｻﾇｷｼｶｲｲﾝ 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-2-17 082-921-0334 082-921-5115 ●

佐伯 新　田　栄　治 ﾆｯﾀ ｴｲｼﾞ 新田歯科医院 ﾆｯﾀｼｶｲｲﾝ 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-13-14 082-921-7778 082-921-7776

佐伯 谷　口　洋　平 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 谷口歯科クリニック ﾀﾆｸﾞﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 731-5142 広島市佐伯区坪井1-33-9 082-943-8020 082-943-8024

佐伯 齋　藤　　　淳 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ さいとう歯科医院 ｻｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 731-5144 広島市佐伯区三筋2-7-2 082-925-1100 082-925-1155

佐伯 桂　　　和　之 ｶﾂﾗ ｶｽﾞﾕｷ 桂歯科医院 ｶﾂﾗｼｶｲｲﾝ 731-5145 広島市佐伯区隅の浜3-9-1 082-925-6025 082-923-2010

佐伯 片　岡　直　樹 ｶﾀｵｶ ﾅｵｷ 片岡歯科医院 ｶﾀｵｶｼｶｲｲﾝ 731-5152 広島市佐伯区五日市町下河内60-1 082-927-8211 082-927-8211

佐伯 甲　野　峰　基 ｺｳﾉ ﾐﾈｷ 甲野歯科医院 ｺｳﾉｼｶｲｲﾝ 731-5155 広島市佐伯区城山1-15-8 082-921-2652 082-921-8883 ●

広島市 藤　範　恭　弘 ﾌｼﾞﾉﾘ ﾀｶﾋﾛ ふじのり歯科医院 ﾌｼﾞﾉﾘｼｶｲｲﾝ 732-0012 広島市東区戸坂新町1-4-1 082-229-8211 082-229-8211 ●

広島市 木　村　太　言 ｷﾑﾗ ﾀｺﾞﾝ きむら歯科 ｷﾑﾗｼｶ 732-0025 広島市東区中山西2-6-15 082-289-7676 082-521-8439

安芸 澤　村　　　豊 ｻﾜﾑﾗ ﾕﾀｶ (医)豊誠会沢村歯科医院 ｻﾜﾑﾗｼｶｲｲﾝ 732-0029 広島市東区福田2-342-3 082-899-2211 082-899-2283

安芸 毛　利　雅　哉 ﾓｳﾘ ﾏｻﾔ もうり歯科 ﾓｳﾘｼｶ 732-0029 広島市東区福田7-3-14 ニューコスモス101 082-899-5890 082-899-3320 ●

安芸 山　城　啓　文 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾌﾐ (医)やましろ歯科クリニック ﾔﾏｼﾛｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0029 広島市東区福田5-4084-6 082-883-0461 082-883-0462

安芸 三　善　陸　朗 ﾐﾖｼ ﾘｸﾛｳ 三善歯科医院 ﾐﾖｼｼｶｲｲﾝ 732-0031 広島市東区馬木5-1455 082-899-8331 082-899-8733 ●

安芸 髙　山　智　行 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 高山歯科 ﾀｶﾔﾏｼｶ 732-0033 広島市東区温品7-18-4 秀和ビル201号 082-280-1148 082-280-1148 ●

安芸 花　本　　　裕 ﾊﾅﾓﾄ ﾕﾀｶ 花本歯科医院 ﾊﾅﾓﾄｼｶｲｲﾝ 732-0033 広島市東区温品6-2-11 082-289-4848 082-289-4848

安芸 藤　井　　　孝 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 安芸歯科クリニック ｱｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0033 広島市東区温品5-2-62 082-280-2133 082-280-1170 ●

安芸 李　　　浩　成 ﾘ ﾋﾛﾅﾘ フォレオ歯科医院 ﾌｫﾚｵｼｶｲｲﾝ 732-0033 広島市東区温品1-3-2 フォレオ広島東 B棟2F 082-847-3116 082-847-3117

広島市 宮　地　　　謙 ﾐﾔｼﾞ ｹﾝ 宮地デンタルクリニック ﾐﾔｼﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 732-0045 広島市東区曙5-3-30 082-506-1184 082-506-1185 ●

広島市 細　原　賢　一 ﾎｿﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 細原歯科医院 ﾎｿﾊﾗｼｶｲｲﾝ 732-0047 広島市東区尾長西2-11-30 082-263-0077 082-263-0077 ●

広島市 竹　本　美　保 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ ひかりまち小児歯科・矯正歯科 ﾋｶﾘﾏﾁｼｮｳﾆｼｶ･ｷｮｳｾｲｼｶ 732-0052 広島市東区光町2-4-19 082-506-2270 082-506-2269

広島市 前　島　真紀子 ﾏｴｼﾏ ﾏｷｺ ななほし歯科クリニック ﾅﾅﾎｼｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0052 広島市東区光町1-8-6 サンハウス山岡1F 082-568-2877 082-568-2872 ●

広島市 野　村　登志夫 ﾉﾑﾗ ﾄｼｵ (医)社団シャンヴィラージュ会野村歯科医院 ﾉﾑﾗｼｶｲｲﾝ 732-0052 広島市東区光町2-6-1 万勝ビル2F 082-262-6865 082-261-0999 ●

広島市 竹　本　美　保 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ ひかりまち小児歯科・矯正歯科 ﾋｶﾘﾏﾁｼｮｳﾆｼｶ･ｷｮｳｾｲｼｶ 732-0052 広島市東区光町2-4-19 082-506-2270 082-506-2269 ●

広島市 尾　﨑　昌　康 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔｽ おざき歯科クリニック ｵｻﾞｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0063 広島市東区牛田東2-1-22 082-511-6776 082-511-6776

広島市 宮　村　健　一 ﾐﾔﾑﾗ ｹﾝｲﾁ クリスタル歯科クリニック ｸﾘｽﾀﾙｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0063 広島市東区牛田東2-12-36 082-223-5400 082-223-5401

広島市 中　西　惠　治 ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾞ 中西歯科クリニック ﾅｶﾆｼｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0065 広島市東区牛田中1-11-12 セリジェ・ド・セキ2F 082-228-7588 082-228-7588 ●

広島市 能　美　和　基 ﾉｳﾐ ｶｽﾞｷ 能美歯科医院 ﾉｳﾐｼｶｲｲﾝ 732-0065 広島市東区牛田中2-1-24 082-228-2881 082-228-5823 ●

広島市 寺　迫　　　環 ﾃﾗｻｺ ﾀﾏｷ たまき歯科医院 ﾀﾏｷｼｶｲｲﾝ 732-0066 広島市東区牛田本町2-1-21 リライアンス牛田1F 082-502-2900 082-502-2901 ●

広島市 坂　井　理奈子 ｻｶｲ ﾘﾅｺ 梶谷歯科医院 ｶｼﾞﾀﾆｼｶｲｲﾝ 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-11 082-221-0645 082-221-0645 ●

広島市 加　藤　正　昭 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ かとう歯科・矯正歯科 ｶﾄｳｼｶｷｮｳｾｲｼｶ 732-0068 広島市東区牛田新町3-7-43 082-229-7331 082-229-7331 ●

広島市 野　坂　　　寛 ﾉｻｶ ﾋﾛｼ 野坂歯科医院 ﾉｻｶｼｶｲｲﾝ 732-0068 広島市東区牛田新町1-6-36 みつふじビル2F 082-223-2882 082-223-2882 ●

広島市 小　田　正　秀 ｵﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 小田歯科医院 ｵﾀﾞｼｶｲｲﾝ 732-0802 広島市南区大州4-9-17 082-283-0077 082-286-0077 ●

広島市 杉　原　隆　英 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ (医)杉原歯科医院 ｽｷﾞﾊﾗｼｶｲｲﾝ 732-0802 広島市南区大州1-3-24 082-284-0020 082-553-0022
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広島市 森　永　虎　雄 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾄﾗｵ 森永歯科医院 ﾓﾘﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 732-0802 広島市南区大州3-9-21 082-283-8241 082-286-8214

広島市 森　永　虎　雄 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾄﾗｵ 森永歯科医院 ﾓﾘﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 732-0802 広島市南区大州3-9-21 082-283-8241 082-286-8214 ●

広島市 児　玉　安　弘 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 児玉歯科 ｺﾀﾞﾏｼｶ 732-0804 広島市南区西蟹屋4-2-38 082-261-8241 082-261-8270

広島市 上　田　裕　次 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ イースト歯科クリニック ｲｰｽﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 732-0814 広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル2F 082-567-0505 082-567-2323 ●

広島市 古　谷　知　之 ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ ふるたに歯科 ﾌﾙﾀﾆｼｶ 732-0814 広島市南区段原南2-12-25 082-263-0263 082-262-8611

広島市 中　西　保　二 ﾅｶﾆｼ ﾔｽｼﾞ (医)あした会中西歯科医院 ﾅｶﾆｼｼｶｲｲﾝ 732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター12F 082-251-6480 082-251-6488

広島市 今　田　愛　子 ｲﾏﾀﾞ ｱｲｺ 野村歯科医院 ﾉﾑﾗｼｶｲｲﾝ 732-0818 広島市南区段原日出1-1-13 082-281-1067 082-281-1067

広島市 中　川　　　誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 中川歯科 ﾅｶｶﾞﾜｼｶ 732-0819 広島市南区段原山崎3-2-28 さくらビル1F 082-581-6101 082-258-3361 ●

広島市 向　井　泰　司 ﾑｶｲ ﾀｲｼﾞ 向井歯科医院 ﾑｶｲｼｶｲｲﾝ 732-0819 広島市南区段原山崎2-9-25 082-286-1414 082-281-4661

広島市 鈴　木　淳　司 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ (医)広島もみじ会すずき歯科小児歯科 ｽｽﾞｷｼｶｼｮｳﾆｼｶ 732-0822 広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店10F 082-568-3010 082-506-2056

広島市 出　﨑　邦　彦 ﾃﾞｻｷ ｸﾆﾋｺ (医)出崎歯科医院 ﾃﾞｻｷｼｶｲｲﾝ 732-0822 広島市南区松原町3-1-119 エキシティ・イースト 082-263-3063 082-263-3063

広島市 出　﨑　義　規 ﾃﾞｻｷ ﾖｼﾉﾘ (医)出崎歯科医院 ﾃﾞｻｷｼｶｲｲﾝ 732-0822 広島市南区松原町3-1-119 エキシティ・イースト 082-263-3063 082-263-3063

広島市 中　島　朋　見 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾐ (医)中島歯科 ﾅｶｼﾏｼｶ 732-0822 広島市南区松原町10-25 芙蓉ビル3F 082-264-1108 082-264-6168

広島市 水　内　裕　之 ﾐｽﾞｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 水内歯科医院 ﾐｽﾞｳﾁｼｶｲｲﾝ 732-0822 広島市南区松原町3-1-204 エキシティ・イースト 082-568-0255 082-568-0266 ●

広島市 長　澤　和　彦 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 長澤歯科医院 ﾅｶﾞｻﾜｼｶｲｲﾝ 732-0824 広島市南区的場町2-5-21 082-263-3925 082-264-6130

広島市 森　永　行　雄 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｷｵ 森永歯科医院 ﾓﾘﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 732-0826 広島市南区松川町5-3 エーワンビル2F 082-263-4618 082-263-4618 ●

広島市 楠　田　雄　一 ｸｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 楠田歯科医院 ｸｽﾀﾞｼｶｲｲﾝ 732-0827 広島市南区稲荷町4-1 住友生命広島ビル7F 082-261-5888 082-261-5888

広島市 橋　岡　　　優 ﾊｼｵｶ ｽｸﾞﾙ すぐる歯科 ｽｸﾞﾙｼｶ 732-0828 広島市南区京橋町6-5-2F 082-264-4618 082-264-4619

広島市 田　原　弓　子 ﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ (医)アーク歯科クリニック ｱｰｸｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0003 広島市西区三篠町3-6-9 082-238-8148 082-238-6254 ●

広島市 仁　野　裕美子 ﾆﾉ ﾕﾐｺ ドーン歯科クリニック ﾄﾞｰﾝｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0003 広島市西区三篠町3-10-9 082-509-2548 082-509-2549

広島市 福　島　一　則 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 福島歯科医院 ﾌｸｼﾏｼｶｲｲﾝ 733-0003 広島市西区三篠町3-20-10 082-230-1188 082-230-1188

広島市 山　田　俊　二 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 山田歯科医院 ﾔﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 733-0003 広島市西区三篠町3-24-18 082-230-6480 082-230-5709

広島市 田　中　英　樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 大宮歯科医院 ｵｵﾐﾔｼｶｲｲﾝ 733-0007 広島市西区大宮1-27-4 大宮クラブ2F 082-238-8300 082-230-1792

広島市 藤　田　友　昭 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｱｷ (医)志友会ともデンタルクリニック ﾄﾓﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 733-0007 広島市西区大宮2-2-2 今村ビル1F 082-237-0018 082-237-0019 ●

広島市 三分一　福　展 ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾌｸﾉﾌﾞ よこがわ歯科 ﾖｺｶﾞﾜｼｶ 733-0011 広島市西区横川町3-2-29 横川駅NKビル3F 082-296-2888 082-296-2888 ●

広島市 松　原　博　久 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾋｻ 聖ケ丘歯科医院 ﾋｼﾞﾘｶﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 733-0011 広島市西区横川町3-10-5 082-293-7775 082-293-7772 ●

広島市 三　戸　敦　史 ﾐﾄ ｱﾂｼ 三戸歯科医院 ﾐﾄｼｶｲｲﾝ 733-0012 広島市西区中広町2-25-12 082-293-6846 082-293-6847 ●

広島市 天　間　裕　文 ﾃﾝﾏ ﾋﾛﾌﾐ 新谷歯科医院 ｼﾝﾀﾆｼｶｲｲﾝ 733-0022 広島市西区天満町18-6 082-291-9111 082-291-9112 ●

広島市 岸　　　文　子 ｷｼ ﾌﾐｺ きし歯科医院 ｷｼｼｶｲｲﾝ 733-0033 広島市西区観音本町1-20-16 082-295-2323 082-293-4843

広島市 山　崎　　　香 ﾔﾏｻｷ ｶｵﾙ 山崎歯科医院 ﾔﾏｻｷｼｶｲｲﾝ 733-0033 広島市西区観音本町1-22-30 082-231-6873 082-231-6873 ●

広島市 山　野　玲　子 ﾔﾏﾉ ﾚｲｺ 梅木歯科医院 ｳﾒｷｼｶｲｲﾝ 733-0033 広島市西区観音本町2-7-28 082-231-6726 082-231-6726

広島市 吉　岡　憲　彦 ﾖｼｵｶ ﾉﾘﾋｺ 吉岡歯科医院 ﾖｼｵｶｼｶｲｲﾝ 733-0033 広島市西区観音本町1-2-6 082-293-1230 082-293-1230

広島市 鵜　﨑　裕　則 ｳｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ (医)社団うざき歯科 ｳｻﾞｷｼｶ 733-0035 広島市西区南観音7-13-20 ひらいちビル2F 082-292-0648 082-292-0648

広島市 平　尾　慶　太 ﾋﾗｵ ｹｲﾀ 平尾歯科医院 ﾋﾗｵｼｶｲｲﾝ 733-0035 広島市西区南観音7-5-14 ロイヤルシャトー中田102 082-234-1180 082-234-1180

広島市 村　上　和　億 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｵ むらかみ歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 733-0035 広島市西区南観音3-1-4 082-503-3335 082-503-3348 ●

広島市 原　田　公　麿 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾐﾏﾛ 原田歯科医院 ﾊﾗﾀﾞｼｶｲｲﾝ 733-0036 広島市西区観音新町2-2-7 082-231-0366 082-231-0363

広島市 坂　田　雅　昭 ｻｶﾀ ﾏｻｱｷ (医)坂田歯科医院 ｻｶﾀｼｶｲｲﾝ 733-0812 広島市西区己斐本町3-13-15 082-272-9719 082-273-3769

広島市 松　村　英　朗 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ (医)社団翠松会松村歯科クリニック ﾏﾂﾑﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0812 広島市西区己斐本町2-15-4 082-272-5600 ●

広島市 森　本　慎　樹 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷ (医)社団いつき会もりもと歯科クリニック ﾓﾘﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0815 広島市西区己斐上1-11-36 ここから己斐上ビル3F 082-271-8020 082-275-1182 ●

広島市 窪　内　信　男 ｸﾎﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 大迫歯科クリニック ｵｵｻｺｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0816 広島市西区己斐大迫2-21 082-273-1140 082-273-1140

広島市 伊　藤　　　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ いとう歯科 ｲﾄｳｼｶ 733-0821 広島市西区庚午北2-6-6 082-271-7102 082-271-7182

広島市 宮　迫　隆　典 ﾐﾔｻｺ ﾀｶﾉﾘ ベアーズ小児歯科 ﾍﾞｱｰｽﾞｼｮｳﾆｼｶ 733-0821 広島市西区庚午北2-16-4 シャムロック2F 082-273-8148 082-273-8148 ●

広島市 林　　　優　美 ﾊﾔｼ ﾕﾐ グレイス歯科 ｸﾞﾚｲｽｼｶ 733-0822 広島市西区庚午中4-4-24 082-273-6006 082-273-6006

広島市 江　盛　司　郎 ｴﾓﾘ ｼﾛｳ 江盛歯科医院 ｴﾓﾘｼｶｲｲﾝ 733-0823 広島市西区庚午南2-35-20 082-271-3749 082-271-3749 ●

広島市 佐々木　　　元 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 佐々木歯科 ｻｻｷｼｶ 733-0833 広島市西区商工センター1-14-1 082-277-1700 082-277-0377

広島市 山　本　敏　也 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾔ 山本歯科医院 ﾔﾏﾓﾄｼｶｲｲﾝ 733-0842 広島市西区井口1-1-1 Fビル2F 082-278-6464 082-278-6464

広島市 佐久間　高　志 ｻｸﾏ ﾀｶｼ (医)志高会佐久間歯科クリニック ｼｻｸﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0844 広島市西区井口台2-23-32 082-278-6540 082-278-6540 ●
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広島市 豊　田　育　星 ﾄﾖﾀ ｲｯｾｲ ステラデンタルクリニック ｽﾃﾗﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 733-0844 広島市西区井口台2-1-1 082-277-8648 082-277-8648 ●

広島市 木　本　　　極 ｷﾓﾄ ｷﾜﾑ 木本歯科医院 ｷﾓﾄｼｶｲｲﾝ 733-0861 広島市西区草津東1-9-11 082-271-3924 082-273-8501

広島市 濱　岡　代　枝 ﾊﾏｵｶ ﾉﾘｴ のぞみ歯科医院 ﾉｿﾞﾐｼｶｲｲﾝ 733-0861 広島市西区草津東1-7-5 082-271-1441 082-299-1881 ●

広島市 藤　原　　　彰 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 藤原歯科医院 ﾌｼﾞﾜﾗｼｶｲｲﾝ 733-0861 広島市西区草津東2-1-13 082-272-5848 082-272-5848 ●

広島市 二　川　陽　子 ﾆｶﾜ ﾖｳｺ 古江東歯科クリニック ﾌﾙｴｼｶｸﾘﾆｯｸ 733-0872 広島市西区古江東町3-4 082-507-4810 082-507-4814

広島市 浅　川　敏　文 ｱｻｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 浅川歯科 ｱｻｶﾜｼｶ 733-0873 広島市西区古江新町17-34 082-273-5757 082-274-3401

広島市 石　川　　　潔 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ いしかわ歯科 ｲｼｶﾜｼｶ 734-0003 広島市南区宇品東2-10-6 082-252-8148 082-252-8148 ●

広島市 岡　野　　　聡 ｵｶﾉ ﾄｵﾙ おかの歯科医院 ｵｶﾉｼｶｲｲﾝ 734-0004 広島市南区宇品神田1-1-19 ラ・プルミエール101 082-505-4321 082-505-4322

広島市 和　田　本　城 ﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ 和田歯科医院 ﾜﾀﾞｼｶｲｲﾝ 734-0004 広島市南区宇品神田5-5-1 082-253-1184 082-253-1193

広島市 豊　岡　博　夫 ﾄﾖｵｶ ﾋﾛｵ (医)鵬瑛会豊岡ヘルシー歯科クリニック ﾄﾖｵｶﾍﾙｼｰｼｶ 734-0005 広島市南区翠5-22-26 082-255-0600 082-255-0618

広島市 豊　岡　正　隆 ﾄﾖｵｶ ﾏｻﾀｶ (医)鵬瑛会豊岡ヘルシー歯科クリニック ﾄﾖｵｶﾍﾙｼｰｼｶ 734-0005 広島市南区翠5-22-26 082-255-0600 082-255-0618

広島市 橋　本　直　典 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾉﾘ 橋本歯科医院 ﾊｼﾓﾄｼｶｲｲﾝ 734-0005 広島市南区翠3-11-12 082-251-7800 082-251-7800

広島市 大　出　和　宏 ｵｵﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ (医)中村歯科 ﾅｶﾑﾗｼｶ 734-0007 広島市南区皆実町4-2-12 082-251-0930 082-251-6684

広島市 伊　藤　良　明 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ うじな歯科医院 ｳｼﾞﾅｼｶｲｲﾝ 734-0014 広島市南区宇品西4-3-2 082-505-1180 082-505-1182

広島市 木　村　一　水 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ (医)社団一水会木村歯科医院 ｷﾑﾗｼｶｲｲﾝ 734-0014 広島市南区宇品西5-11-1-104 082-255-8148 082-255-0073

広島市 河　内　勝　和 ｺｳﾁ ﾖｼｶｽﾞ 河内歯科医院 ｺｳﾁｼｶｲｲﾝ 734-0014 広島市南区宇品西4-1-1 082-255-5822 082-255-5862

広島市 小笠原　　　健 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝ 小笠原歯科医院 ｵｶﾞｻﾜﾗｼｶｲｲﾝ 734-0015 広島市南区宇品御幸1-3-6 アネックス田村1F 082-252-7557 082-252-7957

広島市 平　井　由　美 ﾋﾗｲ ﾕﾐ あゆみ歯科 ｱﾕﾐｼｶ 734-0022 広島市南区東雲3-3-21 082-890-8241 082-890-8250 ●

広島市 江　夏　俊　央 ｴﾅﾂ ﾄｼｵ 江夏歯科医院 ｴﾅﾂｼｶｲｲﾝ 734-0023 広島市南区東雲本町2-13-30 クレールDATE2F 082-288-6175 082-288-6175

広島市 小早川　　　靖 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾔｽｼ 小早川歯科医院 ｺﾊﾞﾔｶﾜｼｶｲｲﾝ 734-0023 広島市南区東雲本町2-5-17 082-282-7280 082-282-2471

広島市 土　江　健　也 ﾄﾞｴ ｹﾝﾔ (医)D・F・Cどえ歯科医院 ﾄﾞｴｼｶｲｲﾝ 734-0023 広島市南区東雲本町2-4-20 082-282-7777 082-283-6300 ●

広島市 有　馬　和　孝 ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾀｶ 有馬歯科医院 ｱﾘﾏｼｶｲｲﾝ 734-0025 広島市南区東本浦町22-26 082-581-3900 082-581-3883

広島市 藤　林　多美子 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀﾐｺ 藤林歯科医院 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 734-0025 広島市南区東本浦町10-13 082-281-8211 082-281-8211

広島市 大　保　順　一 ｵｵﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大保歯科医院 ｵｵﾎﾞｼｶｲｲﾝ 734-0034 広島市南区丹那町5-2 082-254-0010 082-254-8822

広島市 大　平　勇　治 ｵｵﾋﾗ ﾕｳｼﾞ 旭町歯科医院 ｱｻﾋﾏﾁｼｶｲｲﾝ 734-0036 広島市南区旭2-3-21 082-254-1811 082-254-1811

広島市 髙　橋　悠　夫 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ (医)社団高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 734-0036 広島市南区旭2-19-7 082-255-1717 082-255-9922 ●

広島市 山　本　眞理子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ スマイル歯科医院 ｽﾏｲﾙｼｶｲｲﾝ 734-0036 広島市南区旭3-1-8 コーポ山本2F 082-256-1122 082-256-1130

広島市 小　島　　　隆 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 小島歯科医院 ｺｼﾞﾏｼｶｲｲﾝ 734-0044 広島市南区西霞町7-13 082-251-7018 082-253-0150

広島市 有　馬　　　隆 ｱﾘﾏ ﾀｶｼ 有馬歯科医院 ｱﾘﾏｼｶｲｲﾝ 734-0053 広島市南区青崎2-10-28 082-281-5467 082-281-5467 ●

広島市 河　原　利　哉 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾔ かわはら歯科クリニック ｶﾜﾊﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 734-0053 広島市南区青崎2-4-32 082-282-8341 082-285-8212

広島市 小　谷　博　夫 ｺﾀﾆ ﾋﾛｵ 小谷歯科医院 ｺﾀﾆｼｶｲｲﾝ 734-0053 広島市南区青崎1-6-12 082-281-2378 082-281-2378 ●

広島市 吉　武　政　博 ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 洋光歯科クリニック ﾖｳｺｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 734-0062 広島市南区向洋本町5-5-101 082-284-0022 082-284-0022

安芸 佐久間　理　恵 ｻｸﾏ ﾘｴ 佐久間歯科医院 ｻｸﾏｼｶｲｲﾝ 735-0003 安芸郡府中町みくまり2-13-14 082-288-7377 082-288-7380

安芸 小　田　恵　子 ｵﾀﾞ ｹｲｺ あおぞら歯科医院 ｱｵｿﾞﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 735-0005 安芸郡府中町宮の町1-1-26 082-555-5060 082-555-5061

安芸 竹　中　利　彦 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾋｺ 竹中歯科医院 ﾀｹﾅｶｼｶｲｲﾝ 735-0005 安芸郡府中町宮の町2-5-27 古田ビル2F 082-281-4886 082-281-5264 ●

安芸 三反田　　　孝 ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾀｶｼ さんたんだ歯科医院 ｻﾝﾀﾝﾀﾞｼｶｲｲﾝ 735-0006 安芸郡府中町本町2-5-11 グランドピア府中2F 082-282-4180 082-282-4178 ●

安芸 津　川　紀久子 ﾂｶﾞﾜ ｷｸｺ きく歯科医院 ｷｸｼｶｲｲﾝ 735-0006 安芸郡府中町本町4-12-14 082-286-0118 082-286-0118

安芸 田　辺　文　彦 ﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 田辺歯科医院 ﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ 735-0007 安芸郡府中町石井城1-5-32 ソフィア石井城101号 082-284-3838 082-284-3838

安芸 野　村　昌　利 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄｼ (医)社団昌佳会野村歯科医院 ﾉﾑﾗｼｶｲｲﾝ 735-0008 安芸郡府中町鶴江2-12-11 082-284-3232 082-282-2884

安芸 有　森　良　壯 ｱﾘﾓﾘ ﾘｮｳｿｳ ありもり歯科医院 ｱﾘﾓﾘｼｶｲｲﾝ 735-0012 安芸郡府中町八幡2-13-20 082-890-0088 082-890-0088 ●

安芸 倉　田　昌　典 ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ (医)社団輝真会くらた歯科医院 ｸﾗﾀｼｶｲｲﾝ 735-0013 安芸郡府中町浜田1-3-16-202 082-288-8855 082-288-8877

安芸 甲　元　欣　治 ｺｳﾓﾄ ｷﾝｼﾞ 甲元歯科医院 ｺｳﾓﾄｼｶｲｲﾝ 735-0013 安芸郡府中町浜田2-2-16 082-285-8800 082-285-8800 ●

安芸 髙　木　秀　樹 ﾀｶｷ ﾋﾃﾞｷ くるみ歯科医院 ｸﾙﾐｼｶｲｲﾝ 735-0013 安芸郡府中町浜田3-5-12 082-890-0303 082-287-1122

安芸 飯　田　康　二 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ いいだ歯科クリニック ｲｲﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 735-0021 安芸郡府中町大須2-3-71 082-287-0648 082-287-0648 ●

安芸 西　川　正　雄 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｵ 西川歯科医院 ﾆｼｶﾜｼｶｲｲﾝ 735-0021 安芸郡府中町大須1-17-23 082-281-1112 082-283-2668

安芸 盛　植　泰　照 ﾓﾘｳｴ ﾔｽﾃﾙ (医)社団もりうえ歯科 ﾓﾘｳｴｼｶ 735-0021 安芸郡府中町大須3-8-56 大田ビル1F 082-283-6633 082-283-6717

安芸 山　中　威　典 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹﾉﾘ やまなか歯科医院 ﾔﾏﾅｶｼｶｲﾝ 735-0022 安芸郡府中町大通2-8-21-101 大興クリニックビル 082-299-6480 082-299-6481
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安芸 新　谷　宏　規 ｼﾝﾀﾆ ﾋﾛｷ 新谷歯科医院 ｼﾝﾀﾆｼｶｲｲﾝ 735-0024 安芸郡府中町緑ケ丘16-9 082-285-1007 082-209-7981 ●

安芸 安　富　慶　昌 ﾔｽﾄﾐ ﾖｼﾏｻ やすとみ歯科 ﾔｽﾄﾐｼｶ 735-0025 安芸郡府中町鹿籠2-13-12 ALBAFUCHU101 082-890-3353 082-890-3373

安芸 竹　下　　　稔 ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾙ (医)社団竹下歯科医院 ﾀｹｼﾀｼｶｲｲﾝ 735-0026 安芸郡府中町桃山1-8-4-103 082-285-1110 082-285-1110

安芸 奥　村　龍　一 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 奥村歯科医院 ｵｸﾑﾗｼｶｲｲﾝ 736-0012 安芸郡海田町稲葉11-10 082-824-3711 082-824-3712

安芸 二　神　正　文 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ 二神歯科医院 ﾌﾀｶﾞﾐｼｶｲｲﾝ 736-0021 安芸郡海田町成本11-27-102 082-822-5510 082-822-5510

安芸 小　川　俊　夫 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｵ おがわ歯科医院 ｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 736-0035 安芸郡海田町日の出町6-6 グランステイツ海田1F 082-821-1118 082-821-1118

安芸 小　嶺　満希子 ｺﾐﾈ ﾏｷｺ かいた駅前歯科 ｶｲﾀｴｷﾏｴｼｶ 736-0046 安芸郡海田町窪町2-14 ハンドウビル3F 082-823-5717 082-823-5717

安芸 長　畑　　　光 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾋｶﾙ (医)社団健口会長畑歯科医院 ﾅｶﾞﾊﾀｼｶ 736-0046 安芸郡海田町窪町4-51 082-822-2488 082-824-0119

安芸 岡　本　佳　明 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ (医)社団湧泉会ひまわり歯科 ﾕｳｾﾝｶｲﾋﾏﾜﾘｼｶ 736-0064 安芸郡海田町昭和中町2-38 082-820-0800 082-820-0801

安芸 根　石　雄　二 ﾈｲｼ ﾕｳｼﾞ 根石歯科医院 ﾈｲｼｼｶｲｲﾝ 736-0064 安芸郡海田町昭和中町2-21 082-822-5125 082-822-5125

安芸 石　通　宏　行 ｲｼﾄﾞｵﾘ ﾋﾛﾕｷ (医)社団コアラ小児歯科 ｺｱﾗｼｮｳﾆｼｶ 736-0065 安芸郡海田町南昭和町13-9 082-821-1888 082-821-1555

安芸 三　宅　雄次郎 ﾐﾔｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 海田デンタルクリニック ｶｲﾀﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 736-0065 安芸郡海田町南昭和町9-22 082-821-0118 082-821-0118 ●

安芸 稻　垣　穗　積 ｲﾅｶﾞｷ ﾎｽﾞﾐ 稲垣歯科医院 ｲﾅｶﾞｷｼｶｲｲﾝ 736-0068 安芸郡海田町新町19-10 082-823-2044 082-823-2044 ●

安芸 家　頭　照　彦 ﾔｶﾞｼﾗ ﾃﾙﾋｺ 家頭歯科医院 ﾔｶﾞｼﾗｼｶｲｲﾝ 736-0081 広島市安芸区船越5-13-9 082-823-3768 082-823-3768

安芸 山　田　　　純 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 山田歯科医院 ﾔﾏﾀﾞｼｶｲｲﾝ 736-0081 広島市安芸区船越3-13-16 082-823-2121 082-823-2647

安芸 楠　　　政　広 ｸｽﾉｷ ﾏｻﾋﾛ くすのき歯科医院 ｸｽﾉｷｼｶｲｲﾝ 736-0082 広島市安芸区船越南2-18-20 082-820-0418 082-820-0418

安芸 宮　本　文　男 ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾐｵ 宮本歯科医院 ﾐﾔﾓﾄｼｶｲｲﾝ 736-0082 広島市安芸区船越南2-20-18-301 082-823-0088 082-823-0088

安芸 平　野　浩　史 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ ひらの歯科クリニック ﾋﾗﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 736-0082 広島市安芸区船越南3-27-30 NTT海田ビル1F 082-516-7581 082-516-7582 ●

安芸 橋　本　和　人 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾄ (医)社団En fleurs アイリス歯科 ｱｲﾘｽｼｶ 736-0083 広島市安芸区矢野東2-23-15 082-889-6480 082-889-6480

安芸 生　長　洋　次 ｲｸﾅｶﾞ ﾖｳｼﾞ いくなが歯科医院 ｲｸﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 736-0083 広島市安芸区矢野東5-3-15 ペガッソ木村1F 082-888-3338 082-888-3338 ●

安芸 児　玉　正　治 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 児玉歯科医院 ｺﾀﾞﾏｼｶｲｲﾝ 736-0085 広島市安芸区矢野西4-6-2 082-888-7666 082-888-7798

安芸 佐　藤　淳　子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ さとう歯科クリニック ｻﾄｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 736-0085 広島市安芸区矢野西4-56-22 082-888-7310 082-888-7307

安芸 若　松　　　聖 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 聖歯科クリニック ﾋｼﾞﾘｼｶｸﾘﾆｯｸ 736-0085 広島市安芸区矢野西1-32-11 アイスタ矢野2F 082-888-0408 082-888-0407

安芸 野　村　俊　夫 ﾉﾑﾗ ﾄｼｵ (医)社団俊美会野村歯科医院 ﾉﾑﾗｼｶｲｲﾝ 736-0086 広島市安芸区矢野南1-17-11 082-888-8188 082-888-8155

呉市 栗　原　靖　之 ｸﾘﾊﾗ ﾔｽﾕｷ (医)社団記念歯科 ｷﾈﾝｼｶ 737-0001 呉市阿賀北9-8-15 0823-76-6464 0823-76-6755

呉市 森　岡　一　宰 ﾓﾘｵｶ ｶｽﾞｿｳ 森岡歯科医院 ﾓﾘｵｶｼｶｲｲﾝ 737-0001 呉市阿賀北5-34-2 0823-73-6171 0823-73-6711 ●

呉市 池　田　敦　治 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾊﾙ 池田歯科医院 ｲｹﾀﾞｼｶｲｲｲﾝ 737-0003 呉市阿賀中央2-3-8 0823-71-8226 0823-71-8226 ●

呉市 小　出　康　子 ｺｲﾃﾞ ﾔｽｺ 宇根本歯科医院 ｳﾈﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-0003 呉市阿賀中央8-3-13 0823-73-7714 0823-74-8677 ●

呉市 谷　本　澄　江 ﾀﾆﾓﾄ ｽﾐｴ 小早川歯科医院 ｺﾊﾞﾔｶﾜｼｶｲｲﾝ 737-0003 呉市阿賀中央6-12-19 0823-73-4180 0823-73-4188 ●

呉市 平　田　敦　司 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ ひらたデンタルクリニック ﾋﾗﾀﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 737-0003 呉市阿賀中央4-5-28 0823-36-4182 0823-36-4182

呉市 向　山　　　勝 ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｻﾙ 向山歯科医院 ﾑｶｲﾔﾏｼｶｲｲﾝ 737-0004 呉市阿賀南4-4-15 0823-74-1182 0823-71-8049

呉市 松　本　健　司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 松本歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-0029 呉市宝町1-16 ステーションプラザ呉クレスト3F 0823-25-0303 0823-25-0338 ●

呉市 桧　垣　一　夫 ﾋｶﾞｷ ｶｽﾞｵ (医)アペイロンアルファデンタルオフィス ｱﾙﾌｧﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 737-0041 呉市和庄1-3-1 0823-32-6482 0823-32-6483 ●

呉市 大　附　敏　之 ｵｵﾂｷ ﾄｼﾕｷ 大附歯科医院 ｵｵﾂｷｼｶｲｲﾝ 737-0045 呉市本通8-9-1 0823-21-2873 0823-21-2873 ●

呉市 沖　山　誠　司 ｵｷﾔﾏ ｾｲｼﾞ 第二沖山歯科医院 ﾀﾞｲﾆｵｷﾔﾏｼｶｲｲﾝ 737-0045 呉市本通6-7-3-101 0823-26-6755 0823-26-6755 ●

呉市 柏　村　　　真 ｶｼﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ (医)社団柏村歯科 ｶｼﾜﾑﾗｼｶ 737-0045 呉市本通3-1-19 0823-25-3601 0823-24-3293

呉市 木　本　知　秀 ｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾃﾞ キモト歯科 ｷﾓﾄｼｶ 737-0045 呉市本通3-6-15-2F 0823-24-2422 0823-24-2422

呉市 木　本　秀　清 ｷﾓﾄ ﾋﾃﾞｷﾖ キモト歯科 ｷﾓﾄｼｶ 737-0045 呉市本通3-6-15-2F 0823-24-2422 0823-24-2422

呉市 己　斐　　　守 ｺｲ ﾏﾓﾙ 己斐歯科医院 ｺｲｼｶｲｲﾝ 737-0045 呉市本通1-8-14 0823-25-7532 0823-25-7532

呉市 佐　伯　正　治 ｻｲｷ ﾏｻﾊﾙ (医)社団新風会佐伯歯科 ｻｲｷｼｶ 737-0045 呉市本通1-5-12 0823-21-5937 0823-21-5947

呉市 難　波　一　郎 ﾅﾝﾊﾞ ｲﾁﾛｳ (医)ナンバ歯科 ﾅﾝﾊﾞｼｶ 737-0045 呉市本通2-1-19 0823-21-2837 0823-21-5208

呉市 米　谷　　　明 ﾖﾈﾀﾆ ｱｷﾗ 米谷歯科医院 ﾖﾈﾀﾆｼｶｲｲﾝ 737-0045 呉市本通4-7-3 0823-21-4123 0823-21-4123 ●

呉市 熊　佐　俊　介 ｸﾏｻ ｼｭﾝｽｹ くまさ歯科医院 ｸﾏｻｼｶｲｲﾝ 737-0046 呉市中通4-12-18 0823-26-4618 0823-26-4619

呉市 武　田　典　子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ のりこ歯科医院 ﾉﾘｺｼｶｲｲﾝ 737-0046 呉市中通2-2-4 河内ビル201 0823-21-1023 0823-21-1023 ●

呉市 灘　田　義　弘 ﾅﾀﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 灘田歯科医院 ﾅﾀﾞﾀｼｶｲｲﾝ 737-0046 呉市中通3-3-27 0823-21-2438 0823-21-2469

呉市 仁井谷　　　幸 ﾆｲﾀﾆ ﾐﾕｷ (医)社団仁井谷医院にいたにクリニック ﾆｲﾀﾆｸﾘﾆｯｸ 737-0046 呉市中通2-8-18 0823-27-8580 0823-21-8586 ●

呉市 舟　橋　博　隆 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾀｶ 舟橋歯科クリニック ﾌﾅﾊｼｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0046 呉市中通2-2-9 0823-26-8811 0823-26-8811
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呉市 高　森　　　晃 ﾀｶﾓﾘ ｱｷﾗ 高森歯科医院 ﾀｶﾓﾘｼｶｲｲﾝ 737-0051 呉市中央3-11-12 パンビル1F D号 0823-21-7319 0823-21-7319 ●

呉市 福　場　祥　郎 ﾌｸﾊﾞ ｼｮｳﾛｳ 福場歯科医院 ﾌｸﾊﾞｼｶｲｲﾝ 737-0051 呉市中央3-12-4 0823-24-7171 0823-24-7171

呉市 吉　田　幸　惠 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁｴ よしだ歯科 ﾖｼﾀﾞｼｶ 737-0051 呉市中央6-6-2 0823-32-6188 0823-32-6133 ●

呉市 里　見　誠　勇 ｻﾄﾐ ﾉﾌﾞｵ (医)社団里見歯科 ｻﾄﾐｼｶ 737-0052 呉市東中央4-4-32 0823-21-3966 0823-21-3966

呉市 土　本　康　博 ﾂﾁﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 土本歯科医院 ﾂﾁﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-0077 呉市伏原1-3-18 Tビル3F 0823-20-6474 0823-20-6475

呉市 市　川　二　郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾞﾛｳ (医)社団琴奈会イチカワ歯科クリニック ｲﾁｶﾜｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0112 呉市広古新開1-3-1 0823-74-1118 0823-74-1118

呉市 濱　田　貴　仁 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ はまだ歯科クリニック ﾊﾏﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0112 呉市広古新開4-2-18 0823-74-1211 0823-74-1311

呉市 谷　　　信　吾 ﾀﾆ ｼﾝｺﾞ たに歯科医院 ﾀﾆｼｶｲｲﾝ 737-0114 呉市広文化町9-4 0823-74-6480 0823-74-6484

呉市 佐々木　　　元 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 佐々木歯科医院 ｻｻｷｼｶｲｲﾝ 737-0123 呉市広両谷3-2-7 0823-71-3377 0823-71-2985 ●

呉市 堂　脇　一　朗 ﾄﾞｳﾜｷ ｲﾁﾛｳ 堂脇歯科医院 ﾄﾞｳﾜｷｼｶｲｲﾝ 737-0125 呉市広本町3-1-19 0823-71-1161 0823-71-4000

呉市 西　田　弘　明 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ひろ歯科医院 ﾋﾛｼｶｲｲﾝ 737-0125 呉市広本町1-12-9 0823-71-1181 0823-71-1181 ●

呉市 前　谷　照　男 ﾏｴﾀﾆ ﾃﾙｵ (医)前谷歯科クリニック ﾏｴﾀﾆｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0125 呉市広本町2-15-7 0823-74-0654 0823-71-7160

呉市 水　野　良　行 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾕｷ 水野歯科医院 ﾐｽﾞﾉｼｶｲｲﾝ 737-0125 呉市広本町3-16-5 0823-73-0120 0823-73-0120

呉市 森　岡　昌　子 ﾓﾘｵｶ ﾏｻｺ あおぞら歯科医院 ｱｵｿﾞﾗｼｶｲｲﾝ 737-0125 呉市広本町3-12-12 0823-36-2396 0823-36-2396 ●

呉市 宮　田　秀　政 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ 歯科医院スマイルライン ｼｶｲｲﾝｽﾏｲﾙﾗｲﾝ 737-0141 呉市広大新開1-3-9 0823-70-0707 0823-70-0707 ●

呉市 市　川　一　平 ｲﾁｶﾜ ｲｯﾍﾟｲ (医)社団仁方歯科医院 ﾆｶﾞﾀｼｶｲｲﾝ 737-0152 呉市仁方本町1-1-3 0823-79-6866 0823-79-6883

呉市 鎌　田　郁太郎 ｶﾏﾀ ｲｸﾀﾛｳ カマタ歯科医院 ｶﾏﾀｼｶｲｲﾝ 737-0154 呉市仁方桟橋通6-26 0823-79-1114 0823-79-1114 ●

安芸 鎌　田　一　診 ｶﾏﾀ ｶｽﾞﾐ 鎌田歯科医院 ｶﾏﾀｼｶｲｲﾝ 737-0401 呉市蒲刈町宮盛912-2 0823-66-0607 0823-66-0007 ●

呉市 黒　田　裕　樹 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ (医)社団くろだ歯科クリニック ｸﾛﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0803 呉市郷町6-31 0823-21-7088 0823-69-4988

呉市 川　本　陽　司 ｶﾜﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 川本歯科医院 ｶﾜﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-0811 呉市西中央2-1-11 0823-25-4648 0823-25-6485

呉市 野　間　正　孝 ﾉﾏ ﾏｻﾀｶ 野間歯科医院 ﾉﾏｼｶｲｲﾝ 737-0811 呉市西中央1-3-10 0823-24-7600 0823-24-7600

呉市 福　永　　　誠 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ ふくなが歯科クリニック ﾌｸﾅｶﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0821 呉市三条1-5-16 0823-21-7759 0823-21-7783

呉市 山　口　智香子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶｺ 三条歯科 ｻﾝｼﾞｮｳｼｶ 737-0821 呉市三条2-11-17 井上ビル101 0823-32-5111 0823-32-5111 ●

呉市 中　原　裕　穂 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾎ 中原歯科クリニック ﾅｶﾊﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0843 呉市吉浦潭鼓町3-18 0823-31-0770 0823-31-0216 ●

呉市 足　利　　　明 ｱｼｶｶﾞ ｱｷﾗ 足利歯科医院 ｱｼｶｶﾞｼｶｲｲﾝ 737-0853 呉市吉浦中町2-6-9 0823-31-8011 0823-31-1665

呉市 亀　本　興　紀 ｶﾒﾓﾄ ｵｷﾉﾘ (医)興祉会亀本歯科クリニック ｶﾒﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0853 呉市吉浦中町1-4-1 0823-31-0118 0823-31-1133

呉市 平　山　仙　哉 ﾋﾗﾔﾏ ﾋｻﾔ 平山歯科医院 ﾋﾗﾔﾏｼｶｲｲﾝ 737-0875 呉市天応大浜2-4-3 0823-30-0203 0823-30-0204

呉市 盛　實　俊　也 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾄｼﾔ もりざね歯科医院 ﾓﾘｻﾞﾈｼｶｲｲﾝ 737-0902 呉市焼山此原町4-2 0823-33-3383 0823-33-3383 ●

呉市 藤　原　鋼　一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 藤原歯科クリニック ﾌｼﾞﾜﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-0903 呉市焼山西3-20-21 ヒルズ焼山 0823-34-4100 0823-34-4100

呉市 岡　本　直　治 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾊﾙ (医)社団おおぞら会おかもと歯科医院 ｵｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-0915 呉市押込4-28-2 0823-33-7100 0823-33-7100

呉市 國　原　崇　洋 ｸﾆﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ やけやま歯科医院 ﾔｹﾔﾏｼｶｲｲﾝ 737-0933 呉市焼山桜ケ丘1-3-6 0823-34-1099 0823-34-5153

呉市 田　口　耕　右 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ (医)社団田口歯科医院 ﾀｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 737-0933 呉市焼山桜ケ丘3-3-21 0823-33-0827 0823-33-0827

呉市 佐　藤　享　一 ｻﾄｳ ｷｮｳｲﾁ 佐藤歯科医院 ｻﾄｳｼｶｲｲﾝ 737-0935 呉市焼山中央1-10-8 石田ビル201号 0823-34-0700 0823-33-2253

呉市 里　見　俊　文 ｻﾄﾐ ﾖｼﾌﾐ 里見歯科医院 ｻﾄﾐｼｶｲｲﾝ 737-0935 呉市焼山中央2-9-12 0823-34-5600 0823-34-5601

安芸 池　田　広　子 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 池田歯科医院 ｲｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 737-1204 呉市音戸町北隠渡1-4-7 0823-52-0123 0823-51-0555

安芸 藤　田　　　満 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾙ ふじた歯科医院 ﾌｼﾞﾀｼｶｲｲﾝ 737-1206 呉市音戸町高須3-8-7-12 0823-50-0418 0823-50-0419 ●

安芸 梶　川　正　文 ｶｼﾞｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 梶川歯科クリニック ｶｼﾞｶﾜｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-1207 呉市音戸町波多見1-1-44 0823-51-0210 0823-51-0212

安芸 吉　田　　　孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ よしだ歯科 ﾖｼﾀﾞｼｶ 737-1207 呉市音戸町波多見1-35-28 0823-50-0064 0823-50-0064 ●

安芸 宮　本　和　儀 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 宮本歯科医院 ﾐﾔﾓﾄｼｶｲｲﾝ 737-1214 呉市音戸町藤脇1-21-25 0823-56-1184 0823-56-2525

安芸 二　木　由　峰 ﾆｷ ﾖｼﾐﾈ (医)社団峰良会二木歯科医院 ﾆｷｼｶｲｲﾝ 737-2121 江田島市江田島町小用2-3-2 0823-42-4180 0823-42-3221 ●

安芸 金　田　高　志 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ かねだ歯科 ｶﾈﾀﾞｼｶ 737-2133 江田島市江田島町鷲部2-11-3 0823-42-5394 0823-42-5394

安芸 長　坂　公　治 ﾅｶﾞｻｶ ｺｳｼﾞ 長坂歯科医院 ﾅｶﾞｻｶｼｶｲｲﾝ 737-2211 江田島市大柿町柿浦1545 0823-57-2172 0823-57-6778

安芸 山　崎　一　義 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾖｼ やまさき歯科医院 ﾔﾏｻｷｼｶｲｲﾝ 737-2302 江田島市能美町鹿川3230-2 0823-45-4511 0823-45-4511 ●

安芸 世良田　治　彦 ｾﾗﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ せらだ歯科クリニック ｾﾗﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-2313 江田島市沖美町是長410-4 0823-49-1161 0823-49-1183

呉市 土　本　浩　嗣 ﾂﾁﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ 安登歯科クリニック ｱﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 737-2512 呉市安浦町安登西6-1-18 0823-84-2118 0823-84-2118

呉市 坂　本　智　則 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ (医)坂本会坂本歯科 ｻｶﾓﾄｼｶ 737-2516 呉市安浦町中央4-1-5 0823-85-0118 0823-85-0117

呉市 中　川　　　淳 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 中川歯科医院 ﾅｶｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 737-2516 呉市安浦町中央4-4-1 0823-84-6812 0823-84-6824 ●
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呉市 小　川　祐　司 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ おがわ歯科医院 ｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 737-2603 呉市川尻町西1-6-33 0823-87-6480 0823-70-5028

呉市 重　森　和　子 ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｺ 重森歯科医院 ｼｹﾞﾓﾘｼｶｲｲﾝ 737-2603 呉市川尻町西5-1-26 0823-87-3818 0823-87-3818 ●

呉市 橘　　　裕　文 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾌﾐ 橘歯科医院 ﾀﾁﾊﾞﾅｼｶｲｲﾝ 737-2603 呉市川尻町西2-1-24 0823-87-6116 0823-87-0823

佐伯 貝　出　泰　範 ｶｲﾃﾞ ﾋﾛﾉﾘ かいで歯科医院 ｶｲﾃﾞｼｶｲｲﾝ 738-0005 廿日市市桜尾本町7-5 0829-32-1777 0829-32-1777

佐伯 西　野　　　宏 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ 西野歯科医院 ﾆｼﾉｼｶｲｲﾝ 738-0013 廿日市市廿日市1-8-18 0829-31-5800 0829-31-5801 ●

佐伯 橋　田　光　正 ﾊｼﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 橋田歯科医院 ﾊｼﾀﾞｼｶｲｲﾝ 738-0024 廿日市市新宮1-2-26 0829-34-2109 0829-34-2646

佐伯 岩　井　進　悟 ｲﾜｲ ｼﾝｺﾞ いわい歯科クリニック ｲﾜｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 738-0026 廿日市市上平良1307-2 0829-38-7788 082-553-0488

佐伯 茅　田　義　明 ｶﾔﾀﾞ ﾖｼｱｷ かやだ歯科医院 ｶﾔﾀﾞｼｶｲｲﾝ 738-0026 廿日市市上平良122-1 0829-37-0024 0829-37-0025

佐伯 奥　井　　　寛 ｵｸｲ ｶﾝ (医)奥井歯科医院 ｵｸｲｼｶｲｲﾝ 738-0033 廿日市市串戸2-16-2 0829-32-8188 0829-32-8188

佐伯 清　水　靖　志 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ シミズ歯科・矯正歯科医院 ｼﾐｽﾞｼｶｷｮｳｾｲｼｶｲｲﾝ 738-0033 廿日市市串戸3-21-2 0829-32-4100 0829-32-4148

佐伯 森　山　　　透 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｵﾙ 串戸歯科クリニック ｸｼﾄﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 738-0033 廿日市市串戸4-13-1 エコービル2F 0829-32-6000 0829-32-7200

佐伯 栗　栖　文　夫 ｸﾘｽ ﾌﾐｵ 栗栖歯科クリニック ｸﾘｽｼｶｸﾘﾆｯｸ 738-0034 廿日市市宮内1097-2 0829-37-1818 0829-37-1819 ●

佐伯 藤　田　裕　樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ ふじた歯科 ﾌｼﾞﾀｼｶ 738-0034 廿日市市宮内4481-2 ソレーユ宮内1F 0829-37-4181 0829-37-4180

佐伯 宮　内　　　忍 ﾐﾔｳﾁ ｼﾉﾌﾞ みやうち歯科医院 ﾐﾔｳﾁｼｶｲｲﾝ 738-0034 廿日市市宮内1057-1 アーバンモール宮内2F 0829-38-3535 0829-38-3535 ●

佐伯 藤　田　裕　樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ ふじた歯科 ﾌｼﾞﾀｼｶ 738-0034 廿日市市宮内4481-2 ソレーユ宮内1F 0829-37-4181 0829-37-4180 ●

佐伯 細　川　隆　史 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 細川歯科医院 ﾎｿｶﾜｼｶｲｲﾝ 738-0035 廿日市市宮園2-2-2 0829-38-2323 0829-38-2586

佐伯 梶　井　正　文 ｶｼﾞｲ ﾏｻﾌﾐ 地御前歯科クリニック ｼﾞｺﾞｾﾞﾝｼｶｸﾘﾆｯｸ 738-0042 廿日市市地御前1-4-21 0829-36-0804 0829-36-2418

佐伯 藤　岡　道　治 ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾁﾊﾙ (医)社団つくも会藤岡歯科医院 ﾌｼﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 738-0042 廿日市市地御前1-9-30 0829-36-1666 0829-36-2196

佐伯 安　田　明　敏 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾄｼ 安田歯科医院 ﾔｽﾀﾞｼｶｲｲﾝ 738-0053 廿日市市阿品台3-11-17 0829-39-2567 0829-39-2567

佐伯 金　田　竜　典 ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ (医)Dentiste-innovナタリーデンタルクリニック ﾅﾀﾘｰﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 738-0054 廿日市市阿品3-1-1-M113 0829-20-3363 0829-20-3363

佐伯 久　保　　　修 ｸﾎﾞ ｵｻﾑ 阿品ファミリー歯科 ｱｼﾞﾅﾌｧﾐﾘｰｼｶ 738-0054 廿日市市阿品4-48-17 0829-36-1818 0829-36-5678

佐伯 川　端　康　司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 川端歯科医院 ｶﾜﾊﾞﾀｼｶｲｲﾝ 738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂3526-1 0829-86-1122 0829-86-1651

佐伯 岩　本　隆　二 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ いわもと歯科 ｲﾜﾓﾄｼｶ 738-0513 広島市佐伯区湯来町伏谷字東川角115-1 0829-86-2228 0829-86-2229

佐伯 松　島　寛　明 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｱｷ まつしま歯科クリニック ﾏﾂｼﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 738-0601 広島市佐伯区湯来町和田178-1 0829-83-0119 0829-83-1741 ●

東広島市 武　本　和　久 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ (医)社団ミドリ歯科医院 ﾐﾄﾞﾘｼｶｲｲﾝ 739-0005 東広島市西条大坪町2-12 082-423-8880 082-423-8880 ●

東広島市 歌野原　　　之 ｳﾀﾉﾊﾗ ﾋﾄｼ (医)社団有貴会歌野原歯科 ｳﾀﾉﾊﾗｼｶ 739-0013 東広島市西条御条町3-19 082-422-3744 082-423-2349 ●

東広島市 早　志　光　由 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾖｼ (医)社団光誠会早志歯科診療所 ﾊﾔｼｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 739-0014 東広島市西条昭和町13-37 シュプリーム松屋ビル2F 082-423-9195 082-423-9195

東広島市 川　口　健　二 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 川口歯科医院 ｶﾜｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 739-0015 東広島市西条栄町1-4 フラットフォーム201 082-422-2039 082-422-2984 ●

東広島市 永　井　伸　司 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｼﾞ 永井歯科医院 ﾅｶﾞｲｼｶｲｲﾝ 739-0015 東広島市西条栄町6-20 ラ.フォーレ西条ビル3F 082-422-3600 082-422-7983 ●

東広島市 藪　本　　　修 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｵｻﾑ 薮本歯科クリニック ﾔﾌﾞﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-0016 東広島市西条岡町3-25 082-421-5655 082-421-5650 ●

東広島市 羽　毛　克　彦 ﾊﾓｳ ｶﾂﾋｺ はもう歯科クリニック ﾊﾓｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-0024 東広島市西条町御薗宇4281-1 日高クリニックビル301 082-421-6480 082-421-5477 ●

東広島市 西　原　　　泰 ﾆｼﾊﾗ ﾔｽｼ にしはら歯科 ﾆｼﾊﾗｼｶ 739-0025 東広島市西条中央4-4-5 082-421-8118 082-421-8118 ●

東広島市 野　崎　晋　一 ﾉｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ のざき歯科医院 ﾉｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 739-0025 東広島市西条中央6-12-16 082-424-5100 082-424-5101

東広島市 宗　近　雅　博 ﾑﾈﾁｶ ﾏｻﾋﾛ 宗近歯科医院 ﾑﾈﾁｶｼｶｲｲﾝ 739-0036 東広島市西条町田口2725-1 082-425-2521 082-425-2567 ●

東広島市 藪　本　正　文 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 第二薮本歯科医院 ﾀﾞｲﾆﾔﾌﾞﾓﾄｼｶｲｲﾝ 739-0036 東広島市西条町田口3452-1 082-425-6480 082-425-6486

東広島市 池　上　明　雄 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷｵ (医)社団asuiro会いけがみ小児歯科 ｲｹｶﾞﾐｼｮｳﾆｼｶ 739-0041 東広島市西条町寺家字猿屋敷6537-11 082-490-5489 082-490-3603 ●

東広島市 杉　岡　卓　郎 ｽｷﾞｵｶ ﾀｸﾛｳ きらら歯科 ｷﾗﾗｼｶ 739-0041 東広島市西条町寺家3791-1 082-422-3513 082-422-3513 ●

東広島市 田　嶋　　　真 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ たじま歯科医院 ﾀｼﾞﾏｼｶｲｲﾝ 739-0041 東広島市西条町寺家7938-4 082-431-5525 082-431-5525 ●

東広島市 佐竹田　　　久 ｻﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ 佐竹田歯科医院 ｻﾀｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 739-0042 東広島市西条町西条東1282-2 082-431-5999 082-431-5998 ●

東広島市 土　井　喜美子 ﾄﾞｲ ｷﾐｺ (医)悠喜会ゆりの木歯科 ﾕﾘﾉｷｼｶ 739-0043 東広島市西条西本町16-15 082-424-0228 082-424-0228 ●

東広島市 里　見　圭　一 ｻﾄﾐ ｹｲｲﾁ サトミ歯科 ｻﾄﾐｼｶ 739-0044 東広島市西条町下見4343-2 082-422-4300 082-422-4301 ●

東広島市 内　藤　良　和 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 内藤歯科医院 ﾅｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 739-0133 東広島市八本松町米満640-2 082-497-0780 082-497-0781 ●

東広島市 廣　畠　英　雄 ﾋﾛﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ ひろはた歯科医院 ﾋﾛﾊﾀｼｶｲｲﾝ 739-0142 東広島市八本松東6-11-15 082-428-8585 082-428-2125 ●

東広島市 佐　藤　美穂子 ｻﾄｳ ﾐﾎｺ (医)社団裕穂会さとう歯科 ｻﾄｳｼｶ 739-0144 東広島市八本松南2-2-8 082-428-5505 082-428-8966

東広島市 島　﨑　晶　子 ｼﾏｻｷ ｼｮｳｺ エトワール歯科 ｴﾄﾜｰﾙｼｶ 739-0144 東広島市八本松南4-1-28 082-420-1855 082-420-1877

東広島市 坪　島　充　男 ﾂﾎﾞｼﾏ ﾐﾂｵ 坪島歯科診療所 ﾂﾎﾞｼﾏｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 739-0146 東広島市八本松飯田5-8-32 082-428-7177 082-428-7177 ●

東広島市 歌野原　　　公 ｳﾀﾉﾊﾗ ｲｻｵ 歌野原歯科医院 ｳﾀﾉﾊﾗｼｶｲｲﾝ 739-0146 東広島市八本松飯田3-4-10 082-428-0120 082-428-0018 ●
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東広島市 舛　本　　　修 ﾏｽﾓﾄ ｵｻﾑ ますもと歯科医院 ﾏｽﾓﾄｼｶｲｲﾝ 739-0147 東広島市八本松西1-12-22 082-427-0077 082-427-0077

東広島市 井　上　真　一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ (医)社団ひまわり会井上歯科医院 ｲﾉｳｴｼｶｲｲﾝ 739-0264 東広島市志和町七条椛坂462-3 082-433-2029 082-433-2873 ●

安芸 青　地　達　朗 ｱｵｼﾞ ﾀﾂｵ あおじ歯科医院 ｱｵｼﾞｼｶｲｲﾝ 739-0301 広島市安芸区上瀬野2-12-46 082-894-1510 082-894-1512

安芸 福　原　健　治 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 福原歯科医院 ﾌｸﾊﾗｼｶｲｲﾝ 739-0311 広島市安芸区瀬野1-16-1 082-894-2233 082-894-2233

安芸 藤　井　洋　司 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ 藤井歯科医院 ﾌｼﾞｲｼｶｲｲﾝ 739-0311 広島市安芸区瀬野1-23-29 082-820-3718 082-820-3717

安芸 阿　部　高　士 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 阿部歯科医院 ｱﾍﾞｼｶｲｲﾝ 739-0321 広島市安芸区中野5-3-40 レジデンス中野1F 082-892-1616 082-892-3550

安芸 砂　古　隆　壱 ｻｺ ﾘｭｳｲﾁ さこ歯科医院 ｻｺｼｶｲｲﾝ 739-0321 広島市安芸区中野5-15-29 082-892-3555 082-892-3966

安芸 中　村　茂　夫 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ 中村歯科医院 ﾅｶﾑﾗｼｶｲｲﾝ 739-0321 広島市安芸区中野3-9-6 れんげビル3F 082-893-3955 082-893-5611

安芸 三　戸　應　則 ﾐﾄ ﾏｻﾉﾘ 三戸歯科医院 ﾐﾄｼｶｲｲﾝ 739-0321 広島市安芸区中野2-15-7 082-893-0002 082-892-2546

安芸 宮　木　克　章 ﾐﾔｷ ｶﾂｱｷ 宮木歯科医院 ﾐﾔｷｼｶｲｲﾝ 739-0321 広島市安芸区中野2-17-16 082-892-1531 082-892-1531

佐伯 安　藤　　　茂 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ 安藤歯科医院 ｱﾝﾄﾞｳｼｶｲｲﾝ 739-0402 廿日市市対厳山2-14-12 0829-56-2216 0829-56-2214

佐伯 村　上　誠　一 ﾑﾗｶﾐ ｾｲｲﾁ 村上歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 739-0424 廿日市市前空5-2-5 0829-50-6666 0829-50-6480 ●

佐伯 栗　栖　紀　夫 ｸﾘｽ ﾉﾘｵ 栗栖歯科医院 ｸﾘｽｼｶｲｲﾝ 739-0434 廿日市市大野1-3-19 0829-55-0558 0829-55-0558

佐伯 松　原　一　光 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾐﾂ 松原歯科医院 ﾏﾂﾊﾞﾗｼｶｲｲﾝ 739-0441 廿日市市大野原2-4-28 0829-55-0133 0829-55-0620

佐伯 中　丸　　　茂 ﾅｶﾏﾙ ｼｹﾞﾙ オリーブデンタルクリニック ｵﾘｰﾌﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 739-0443 廿日市市沖塩屋4-4-51 0829-50-0020 0829-55-0335

佐伯 山　中　史　教 ﾔﾏﾅｶ ﾌﾐﾉﾘ (医)社団安芸歯科クリニック ｱｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-0488 廿日市市大野3300-16 0829-56-3888 0829-56-1022 ●

大竹市 荒　田　　　齋 ｱﾗﾀ ｷﾖｼ 荒田歯科クリニック ｱﾗﾀｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-0603 大竹市西栄1-8-19 0827-52-6480 0827-52-2025

大竹市 伊　藤　光　康 ｲﾄｳ ﾐﾂﾔｽ (医)社団きらら歯科医院 ｷﾗﾗｼｶｲｲﾝ 739-0603 大竹市西栄3-17-7 0827-54-1182 0827-54-1188

大竹市 藤　井　量　一 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｲﾁ みどり橋歯科医院 ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼｼｶｲｲﾝ 739-0605 大竹市立戸1-3-10 0827-52-8110 0827-52-8110

大竹市 伊　東　純　子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 伊東歯科医院 ｲﾄｳｼｶｲｲﾝ 739-0611 大竹市新町1-12-13 0827-52-4756 0827-52-4756

大竹市 神　波　　　治 ｶﾝﾊﾞ ｵｻﾑ 神波歯科医院 ｶﾝﾊﾞｼｶｲｲﾝ 739-0611 大竹市新町1-11-17 0827-52-3240 0827-52-3283

大竹市 廣　中　克　三 ﾋﾛﾅｶ ｶﾂﾐ 広中歯科医院 ﾋﾛﾅｶｼｶｲｲﾝ 739-0611 大竹市新町1-2-11 0827-53-0888 0827-53-0777

大竹市 藤　井　寛　之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 藤井歯科医院 ﾌｼﾞｲｼｶｲｲﾝ 739-0612 大竹市油見3-4-3 0827-53-2206 0827-52-3855

大竹市 角　田　収　司 ｶｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ (医)角田歯科医院 ｶｸﾀﾞｼｶｲｲﾝ 739-0613 大竹市本町2-9-9 0827-53-0118 0827-53-7783

大竹市 角　田　　　隆 ｶｸﾀﾞ ﾀｶｼ (医)角田歯科医院 ｶｸﾀﾞｼｶｲｲﾝ 739-0613 大竹市本町2-9-9 0827-53-0118 0827-53-7783

大竹市 久保田　　　卓 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ (医)角田歯科医院 ｶｸﾀﾞｼｶｲｲﾝ 739-0613 大竹市本町2-9-9 0827-53-0118 0827-53-7783

大竹市 是　永　佳　成 ｺﾚﾅｶﾞ ﾖｼﾅﾘ これなが歯科医院 ｺﾚﾅｶﾞｼｶｲｲﾝ 739-0622 大竹市晴海1-6-10-2F 0827-57-0118 0827-59-2030

大竹市 谷　口　静　登 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｽﾞﾄ 谷口歯科クリニック ﾀﾆｸﾞﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-0623 大竹市小方1-13-32 0827-57-7456 0827-57-7456

大竹市 川　口　裕　之 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 川口歯科医院 ｶﾜｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 739-0651 大竹市玖波1-5-2 0827-57-7350 0827-57-8350

大竹市 長　岡　　　隆 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ 長岡歯科医院 ﾅｶﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 739-0653 大竹市黒川1-8-27 0827-57-6430 0827-57-5882

安芸高田市 藤　東　琢　也 ﾌｼﾞﾄｳ ﾀｸﾔ (医)ふじとう歯科 ﾌｼﾞﾄｳｼｶ 739-1101 安芸高田市甲田町高田原1160-7 0826-45-3533 0826-45-3530

安芸高田市 政　永　美　絵 ﾏｻﾅｶﾞ ﾐｴ 政永内科・まさなが歯科クリニック ﾏｻﾅｶﾞﾅｲｶﾏｻﾅｶﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-1101 安芸高田市甲田町高田原1451 0826-45-7733 0826-45-3333

安芸高田市 黒　岩　整　治 ｸﾛｲﾜ ｾｲｼﾞ 黒岩歯科医院 ｸﾛｲﾜｼｶｲｲﾝ 739-1201 安芸高田市向原町坂9-1 0826-46-2123 0826-46-2993 ●

安芸高田市 有　木　千加子 ｱﾘｷ ﾁｶｺ 有木歯科医院 ｱﾘｷｼｶｲｲﾝ 739-1201 安芸高田市向原町坂297 0826-46-2101 0826-46-2101 ●

安佐 岸　本　秀　樹 ｷｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 岸本歯科医院 ｷｼﾓﾄｼｶｲｲﾝ 739-1731 広島市安佐北区落合1-44-2 082-843-0006 082-845-1108

安佐 横　畑　裕　之 ﾖｺﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ (医)横畑歯科医院 ﾖｺﾊﾀｼｶｲｲﾝ 739-1731 広島市安佐北区落合5-28-12 082-843-0008 082-843-0081

安佐 山　本　晃　生 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｵ (医)社団やまもと歯科医院 ﾔﾏﾓﾄｼｶｲｲﾝ 739-1732 広島市安佐北区落合南4-1-3 082-845-6480 082-845-6480

安佐 木　村　真　人 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 木村歯科医院 ｷﾑﾗｼｶｲｲﾝ 739-1733 広島市安佐北区口田南2-12-3 082-842-0120 082-842-0120 ●

安佐 今　岡　康　一 ｲﾏｵｶ ｺｳｲﾁ (医)いまおか歯科クリニック ｲﾏｵｶｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-1734 広島市安佐北区口田1-15-20-101 082-843-6480 082-843-6480

安佐 小早川　秀　雄 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 小早川歯科医院 ｺﾊﾞﾔｶﾜｼｶｲｲﾝ 739-1734 広島市安佐北区口田4-9-23 082-845-0118 082-845-0115

安佐 瀬　川　和　司 ｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ 瀬川歯科医院 ｾｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 739-1734 広島市安佐北区口田3-26-5 MDRビル3F 082-841-6880 082-841-6881 ●

安佐 山　﨑　　　浩 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ 山﨑歯科クリニック ﾔﾏｻｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-1734 広島市安佐北区口田1-5-9 082-843-2882 082-845-5988

安佐 二　井　　　亮 ﾆｲ ﾏｺﾄ (医)二井歯科クリニック ﾆｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-1742 広島市安佐北区亀崎1-3-23 082-841-2665 082-841-2667

安佐 石　橋　昌　彦 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋｺ いしばし歯科医院 ｲｼﾊﾞｼｼｶｲｲﾝ 739-1751 広島市安佐北区深川6-8-18 082-845-0008 082-845-0418

東広島市 大　谷　裕　幸 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ おおたに歯科 ｵｵﾀﾆｼｶ 739-2102 東広島市高屋町杵原1108-15 082-439-0001 082-439-0001 ●

東広島市 藤　中　千恵美 ﾌｼﾞﾅｶ ﾁｴﾐ (医)健康プロ医院歯の健康ドクター ｲｲﾝﾊﾉｹﾝｺｳﾄﾞｸﾀｰ 739-2113 東広島市高屋町高屋東2389-1 082-434-8500 082-434-8501

東広島市 友　安　淑　江 ﾄﾓﾔｽ ｼｭｸｴ 友安歯科診療所 ﾄﾓﾔｽｼｶｼﾝﾘｮｳｼｮ 739-2114 東広島市高屋町白市1046-2 082-439-0770 082-439-0770 ●
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東広島市 笛　吹　惠美子 ｳｽｲ ｴﾐｺ スマイルデンタルクリニック ｽﾏｲﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 739-2125 東広島市高屋町中島451-5 伊東ビル2F 082-420-4380 082-420-4381 ●

東広島市 藤　田　光　訓 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 藤田歯科医院 ﾌｼﾞﾀｼｶｲｲﾝ 739-2125 東広島市高屋町中島429-1-2F 082-426-5514 082-426-5514 ●

東広島市 佐々木　正　親 ｻｻｷ ﾏｻﾁｶ (医)ささき歯科クリニック ｻｻｷｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-2201 東広島市河内町中河内655-1 082-420-7700 082-420-7711 ●

東広島市 土　田　和　範 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ (医)社団高志会土田歯科医院 ﾂﾁﾀﾞｼｶｲｲﾝ 739-2402 東広島市安芸津町三津4385-3 0846-45-1177 0846-45-3577

東広島市 坂　本　初　恵 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂｴ (医)坂本会坂本歯科いとう歯科クリニック ｲﾄｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-2402 東広島市安芸津町三津4209-9 0846-45-0272 0846-45-1268 ●

東広島市 山　口　純　生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｵ マイ歯科 ﾏｲｼｶ 739-2403 東広島市安芸津町風早字江川1118-1 0846-45-6927 0846-45-6927

東広島市 吉　川　　　敦 ｷｯｶﾜ ｱﾂｼ きっかわ歯科クリニック ｷｯｶﾜｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-2613 東広島市黒瀬町楢原100-1 ゆめタウン黒瀬2F 0823-83-0117 0823-83-0116 ●

東広島市 吉　岡　慎　一 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ よしおか歯科クリニック ﾖｼｵｶｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-2613 東広島市黒瀬町楢原894-2 0823-81-0418 0823-81-0419 ●

東広島市 重　本　康　晴 ｼｹﾞﾓﾄ ﾔｽﾊﾙ (医)社団しげもと歯科クリニック ｼｹﾞﾓﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 739-2616 東広島市黒瀬町兼広141 0823-83-6055 0823-83-6056

東広島市 筈　谷　純三郎 ﾊｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ ハズタニ歯科医院 ﾊｽﾞﾀﾆｼｶｲｲﾝ 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾荒谷1083-1 0823-82-8444 0823-82-8448
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