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北海道 山田歯科医院 070-0031 旭川市一条八丁目花輪ビル６F 0116-25-2225 山田雅昭

青森 畑中歯科医院 035-0071 むつ市小川町1－17－3 0175-23-4348 畑中豊美

青森 渋田歯科クリニック 031-0833 八戸市大久保沢目１３－５ 0178-31-6480 澁田大路

宮城 中央歯科 981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町３－１６ライオンズマンション雨宮第２－２０１ 022-276-2011 佐藤友清

宮城 阿部歯科医院 989-6711 大崎市鳴子温泉字馬場73－2 0229-83-3748 阿部正明

秋田 旭北歯科医院 010-0922 秋田市旭北栄町1-4 018-865-2931 千葉利昭

福島 鈴木歯科医院 972-8321 いわき市常磐湯本町 0246-43-4618 鈴木恭伯

福島 笹木歯科クリニック 970-8014 いわき市平幕の内字高田18－4 0246-23-8228 笹木一司

福島 山本歯科医院 976-0037 相馬市中野字芋前４５－１ 0244-35-2853 山本昇

茨城 神明橋歯科医院 307-0001 結城市結城12021 0296-32-0022 岡山邦子

茨城 飯田歯科医院 306-0005 古河市北町5-20 0280-32-6995 飯田敏行

茨城 いとう歯科医院 315-0038 石岡市旭台１－１６－２４ 0299-26-8088 伊東一雄

栃木 おいかわ歯科医院 321-3223 宇都宮市清原台３－６－２４ 028-667-7555 及川真

栃木 やまうち歯科 320-0033 宇都宮市本町１－１９佐藤ﾋﾞﾙ　２F 028-650-6111 山内聡

栃木 さとう歯科クリニック 329-0611 河内郡上三川町上三川4377－2 0285-55-0252 佐藤健也

栃木 山田歯科 323-0022 小山市駅東通り１－３３－１３ 0285-23-1333 山田芳子

栃木 早川歯科医院（栃木） 328-0033 栃木市城内町2－6－14 0282-22-7308 早川俊夫

群馬 すずき歯科医院（群馬） 370-0103 伊勢崎市境下渕名１１５８ 0270-70-6480 鈴木君弘

群馬 佐野歯科医院 370-3573 前橋市青梨子町５６３－２ 027-255-1010 佐野公永

埼玉 永井歯科医院 330-0835 さいたま市北袋町１－１２６－３ 048-645-3435 永井厚

埼玉 清水歯科医院 346-0000 久喜市東３－３２－２ 0480-23-4566 清水俊雄

埼玉 秋浜医院 360-0856 熊谷市別府3－170 048-532-0855 秋浜博己

埼玉 増野歯科医院 350-0215 坂戸市関間４－８－２ 049-283-2888 増野光彦

埼玉 医療法人社団　光志会　奥原歯科医院 359-1141 所沢市小手指町1-30-10 042-921-1036 奥原利樹

埼玉 なかよし家族の歯医者さん 359-0046 所沢市北所沢町２０５７－１ 042-942-6555 巣瀬賢一

埼玉 あい歯科医院 332-0034 川口市並木１－２３－２４ 048-255-2000 島田直樹

極真会館　医事委員会　協力医制会員名簿
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埼玉 池田歯科医院 355-0316 比企郡小川町角山４９０－１ 0493-74-3020 池田光太郎

埼玉 やしろ歯科医院 367-0051 本庄市本庄1－3－2 0495-21-8846 矢代享一

埼玉 おおた歯科クリニック 349-0101 蓮田市黒浜１６３７－１ 048-764-0506 太田敏

埼玉 勝沼歯科医院 349-0111 蓮田市東１－２－１４ 048-768-1250 勝沼稔

埼玉 ホリウチ歯科 344-0032 春日部市備後東１丁目１−２２ 048-733-3017 堀内孝秀

千葉 ブライト歯科クリニック 270-1151 我孫子市本町2-5-3 秋元ビル1階 04-7185-4618 髙橋克彦

千葉 神崎歯科医院 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６６８医療法人社団翠公会 0478-72-3101 綿貫公

千葉 中央歯科医院 270-0025 松戸市中和倉73-6 047-345-2855 和田博充

千葉 京急津田沼バニラ歯科 275-0016 習志野市津田沼 5-10-12 サンフェリーチェ1F 047-411-8414 阿部美幸

千葉 たけうち矯正歯科 272-0133 市川市行徳駅前1－20－10 047-358-8411 武内豊

千葉 田島歯科クリニック 262-0011 千葉市花見川区三角町218－58 043-259-2258 田島和典

千葉 柏台歯科医院 263-0051 千葉市稲毛区園生町７７３－９ 043-251-6480 伊藤雄介

千葉 笠原歯科医院 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１－３－１１－２０４ 043-272-2326 笠原正明

千葉 いわね歯科 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷２－２１－３ 043-276-1118 岩根健二

千葉 星野歯科クリニック 260-0042 千葉市中央区椿森２－４－３ 043-251-4524 星野浩之

千葉 吉本矯正歯科 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央６－１４－８ 043-292-6480 吉本彰宏

千葉 おゆみ野駅前歯科 266-0000 千葉市緑区おゆみ野南２－８－１ 043-291-4418 岩崎正

千葉 上野歯科クリニック 278-0027 野田市みずき2-4-8 04-7126-6480　 上野栄一

東京 すえよし歯科クリニック 134-0092 江戸川区一之江町2990－2 03-5674-7648 末吉正幸

東京 新橋デンタルクリニック 105-0004 港区新橋3-11-9  烏森通りビル４Ｆ 03-3436-6480 堀内信子

東京 吉田歯科クリニック 107-0061 港区北青山2-2-5-4F 03-3401-0150 吉田成利

東京 国立駅前歯科 186-0001 国立市北1-5-8 042-580-1371 木村博幸

東京 クレタ歯科医院 150-0021 渋谷区恵比寿西1－１７－１恵比寿第一ビル3F 03-3496-3330 暮田学

東京 かしわぎ歯科医院 187-0032 小平市小川町1-101-39 042-341-1184 柏木敏男

東京 アーク矯正歯科 187-0042 小平市仲町２３４－２F 042-347-5678 吉田秀治

東京 あおい歯科 196-0025 昭島市朝日町3-1-31-102 042-500-6611 西野かおり
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東京 川口歯科診療所 163-1302 新宿区西新宿6-5-1 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ2階 03-3348-0800 川口隆彦

東京 金子歯科医院 156-0051 世田谷区宮坂3－52－8 03-3429-2440 金子尚登

東京 塩沢歯科医院 154-0016 世田谷区弦巻２－２９－１２ 03-3429-0123 塩澤千代

東京 クリスタル歯科医院 101-0061 千代田区三崎町2－11－3 03-6661-1118 小栗卓也

東京 永山センター歯科 206-0025 多摩市永山1－4グリナード永山512－3 042-338-6700 冨安太郎

東京 落合小児歯科医院 206-0034 多摩市鶴牧１－１－６ 042-338-5533 宮川慎二郎

東京 大野歯科クリニック 203-0054 東久留米市中央町　６－２－５３三栄ビル　１Ｆ 0424-74-8241 大野力

東京 ごしま歯科医院 193-0834 八王子市東浅川町９１４－１医療法人　社団　清流会 0426-67-0607 五嶋洋昭

東京 竹内歯科医院 140-0011 品川区東大井２－２８－６ 03-3763-0366 竹内正和

東京 アルファ矯正歯科 183-0023 府中市宮町1-23-9中野ビル　２Ｆ 042-361-4182 野間秀郎

東京 しらとり歯科医院 114-0032 北区中十条3－21－2 03-3900-4011 白鳥徳彦

東京 イズミ歯科 130-0002 墨田区業平4-10-6 03-3624-8148 和泉一清

東京 北村歯科クリニック 152-0035 目黒区自由ヶ丘2－2－12　リバティコート橋本　2F 03-3725-2595 北村真二

東京 井出歯科医院 176-0004 練馬区小竹町2-18-4 03-3959-3195 井出淳

東京 さかもと歯科 175-0094 板橋区成増2-23-3 03-3977-1711 坂本 眞智子

神奈川 千恵歯科医院 238-0007 横須賀市若松町２－３板庄ﾋﾞﾙ　３F 0468-26-3339 黒木宏一

神奈川 杉山歯科医院 239-0801 横須賀市馬堀町２－２－３１ 0468-44-3223 杉山義祥

神奈川 エンドウ歯科医院 241-0821 横浜市旭区二俣川１－４５ 045-365-0467 遠藤省吾

神奈川 まさき歯科医院 236-0054 横浜市金沢区堀口3－2グリーンコーポ谷津坂210 045-791-6180 伊藤正紀

神奈川 東開歯科医院 221-0823 横浜市神奈川区二ツ谷町６－３－２０２ 045-316-7850 大西明人

神奈川 砂田歯科医院 231-0851 横浜市中区長者町8-123-2F 045-243-9000 砂田章

神奈川 白浜歯科クリニック 231-0821 横浜市中区本牧原17－1ＭＹＣＡＬ本牧11番街３Ｆ 045-622-1100 白濱淳

神奈川 金子歯科医院 240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町６０１－９ 045-383-3882 金子守男

神奈川 手広デンタルクリニック 248-0036 鎌倉市手広１６１５－４ 0467-32-9990 島村秦行

神奈川 井上歯科医院 253-0111 高座郡寒川町一之宮3－38－16 0467-74-6480 井上裕之

神奈川 五十嵐歯科クリニック 231-0806 横浜市中区弁天通4‐53‐1ホテルルートイン横浜馬車道2F 045-651-7117 五十嵐一誠
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神奈川 米山歯科医院 253-0041 茅ヶ崎市本村1-2-14医療モール湘南５F 0467-54-5321 米山哲也

神奈川 さとう歯科医院 216-0033 川崎市宮前区宮崎1－8－10　田毎ビル301 044-888-5233 佐藤憲治

神奈川 小山歯科医院 216-0035 川崎市宮前区馬絹2020　ファミーユオオシマ　１F 044-862-6899 小山祐司

神奈川 林ビル歯科クリニック 210-0006 川崎市川崎区砂子2-6-45-8F 044-233-8870 林実

神奈川 いまにし歯科医院 211-0034 川崎市中原区井田中ノ町８－８ゾンネンハイム元住吉１０１ 044-777-8241 今西泰彦

神奈川 平尾歯科医院 211-0004 川崎市中原区新丸子東１－７９４ 044-411-4847 平尾文昭

神奈川 石川歯科医院 228-0824 相模原市相武台２－１４－２３ 046-255-5650 石川敏樹

神奈川 おくもり歯科医院 229-0032 相模原市矢部３－６－３ 042-751-7964 奥森直人

神奈川 しらかば歯科クリニック 251-0002 藤沢市大鋸1001-16 0466-24-2408 小川真彦

神奈川 さがら矯正小児歯科 251-0047 藤沢市辻堂2－9－6－2F 0466-33-7101 相良長孝

新潟 北沢歯科医院 945-0821 柏崎市幸町１－７ 0257-22-6231 北澤智昭

富山 嶋歯科クリニック 939-0363 射水郡小杉町中太閣山１－１　パスコ2F 0766-56-9222 嶋直毅

富山 歯科アールクリニック 930-0955 富山市天正寺５２８－７ 076-492-9800 吉田真治

石川 竹多歯科医院 920-0015 金沢市諸江町上丁307-12 076-233-1866 竹多玄太郎

福井 (医)上田歯科医院 910-0063 福井市灯明寺1丁目411 0776-25-1170 上田幸照

岐阜 歯科ウイングス 500-8365 岐阜市柳森町２－６０ 058-274-8586 篠田和久

静岡 パル博愛歯科 410-0888 沼津市末広町　４ 055-962-0432 竹内智

静岡 八木歯科医院 420-0042 静岡市駒形通２－７－１３ 0542-52-3895 八木康夫

静岡 松﨑デンタルオフィス 422-8042 静岡市駿河区石田1-3-21 054-287-4363 松﨑辰男

静岡 渡辺歯科医院　 422-8041 静岡市中田２－４－３２ 054-285-8260 渡辺義男

静岡 やまぐち歯科医院 422-8042 浜松市佐藤２－２５－２６ 053-461-2906 山口芳照

静岡 小山歯科医院 432-8021 浜松市佐鳴台1-12-8医療法人　社団　純和会 053-452-0520 小山和彦

愛知 加藤歯科クリニック 444-0007 岡崎市大平町沢添25－1 0564-23-1212 加藤真

愛知 永井歯科室 444-0874 岡崎市竜美南1－6－1 0564-55-8871 永井伸幸

愛知 すぎとう歯科クリニック 462-0023 海部郡美和町木田字八反田３８番地 052-445-6789 杉藤庄平

愛知 稲吉歯科医院 443-0104 蒲郡市形原町前田１０－２ 0533-57-2707 稲吉直樹
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愛知 原歯科医院 441-8132 豊橋市南大清水町字元町３４７－３ 0532-25-5850 原一成

愛知 オオヤ歯科医院 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通4-15 052-861-0677 大矢浩登

愛知 ムカイダ歯科医院 464-0006 名古屋市千種区光が丘１－３－６－１０３ 052-722-1007 向田吉範

愛知 宮田歯科医院 490-1222 名古屋市北区安井２－３－１６ 052-912-8143 宮田宗

三重 かなや歯科医院 510-0086 四日市市諏訪栄町21－3 0593-54-3678 田中明

京都 村井歯科医院 615-0071 京都市右京区山ノ内西裏町１５－２ 075-311-5811 村井正剛

京都 ひご歯科医院 601-1347 京都市伏見区醍醐合場町8-17 075-572-0313 肥後芳樹

京都 まぶち歯科医院 601-1366 京都市伏見区醍醐大構町１３ 075-573-8100 馬渕隆史

京都 小佐々歯科診療所 603-8054 京都市北区上賀茂桜井町１０５森田ﾋﾞﾙ　２F 075-721-5511 小佐々晴夫

大阪 あわた歯科クリニック 591-8008 堺市東浅香山町１－１４５ 0722-52-2180 粟田智

大阪 フジタ歯科クリニック 565-0824 吹田市山田西1－26－15　メゾンドールⅣ－201号 06-6877-8214 藤田衡

大阪 池田歯科診療所 543-0034 大阪市天王寺区松ケ鼻町７－１１ 06-6773-6480 池田祐一

大阪 太田歯科医院 534-0024 大阪市都島区東野田町５－９－１２ 06-6922-2263 太田博敏

大阪 ハービー歯科 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東2－3－3 06-6690-1616 小川慶知

大阪 しが歯科医院 579-8003 東大阪市日下町3-1-5-102 072-986-8870 志賀淳

大阪 くまざき歯科 584-0045 富田林市山中田町１－１５－２０ 0721-24-8211 熊﨑眞義

大阪 多田歯科医院 562-0004 箕面市牧落３－１３－３３アクティブ箕面　２F 0727-24-5543 多田恒

兵庫 岩本歯科 676-0022 高砂市高砂町浜田町2-7-13 0794-42-8888 岩本宏

兵庫 山本歯科 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬３１－１ 078-974-6489 山本卓也

兵庫 松本歯科医院　 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬８４２－６ 078-978-5543 松本泰典

兵庫 広田歯科医院 650-0026 神戸市中央区古湊通１－２－５アクシス神戸　１０１ 078-362-6074 廣田充啓

兵庫 根岸歯科医院 651-1122 神戸市北区君影町１－２－１２－９１８ 078-591-2335 根岸勝

兵庫 平山歯科医院 651-1131 神戸市北区北五葉４－１１－１７ 078-594-1188 平山尚哉

奈良 杉年歯科医院 633-0253 宇陀郡榛原町萩原１５６－８ 0745-82-3456 杉山年生

奈良 三輪歯科医院 634-0007 橿原市葛本町８２２－１１ 0744-21-6123 三輪晃成

奈良 三室歯科医院 636-0802 生駒郡三郷町三室１－１４－８ 0745-72-0800 藪田宗孝
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和歌山 岩上歯科医院 646-0021 田辺市あげぼの44-17 0739-25-2418 岩上好伸

和歌山 岡本歯科医院 649-1213 日高郡日高町高家642-3 0738-63-3883 岡本誠

和歌山 得津歯科医院 640-8345 和歌山市新在家１６３ 073-472-1322 得津悟

岡山 きむら歯科医院 702-8036 岡山市三浜町2-18-20 086-262-0402 木村秀仁

広島 小田歯科医院 732-0802 広島市南区大州4－9－17 082-283-0077 小田正秀

広島 早川歯科医院（広島） 721-0941 福山市引野町北1-23-14 084-943-1866 早川文典

広島 馬越歯科医院 720-0814 福山市光南町３－２－１２ 084-932-0505 馬越堅司

徳島 長岡歯科クリニック 770-8041 徳島市上八万町西山１１２－１６３ 088-644-1666 長岡史善

徳島 ナカ　歯科医院 770-0854 徳島市徳島本町３－１３ 0886-26-1232 仲正敬

香川 中村歯科医院 761-8076 高松市多肥上町509－1 087-888-1211 中村公士

香川 小野歯科医院 767-0002 三豊郡高瀬町新名１０１８－１５ 0875-72-3888 小野廣

愛媛 ますだ歯科 798-0031 宇和島市栄町港２－２－２５ 0895-23-2255 枅田茂穂

愛媛 かとう歯科医院 791-8036 松山市高岡町２０９－３ 0899-72-7878 加藤弘正

高知 松木歯科医院 780-0051 高知市愛宕町4-13-4　松木歯科医院 088-823-0018 松木宏真

福岡 あまの歯科小児歯科医院 819-1113 前原市大字前原1813-10 092-331-8835 天野功

長崎 松永歯科医院　 811-5732 壱岐郡芦辺町国分東触６４４ 09204-5-3868 松永泰裕

熊本 やまさき歯科医院 860-0812 熊本市南熊本4－7－19 096-366-5036 山崎芳徳

宮崎 こくぼ歯科 889-1601 宮崎郡清武町大字木原字尾ノ下90-1 0985-85-1003 小窪秀義

宮崎 上山歯科医院 881-0034 西郡市妻町1-56 0983-43-5556 上山賢剛

鹿児島 毛利歯科クリニック 890-0064 鹿児島市鴻池新町6－6　鴻池南国ビル　2F 099-256-1885 毛利英樹

鹿児島 田中矯正歯科 890-0053 鹿児島市中央町20－2　ステーションビル　4F 099-257-9052 上運天修
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