
地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

横浜市中区 井上 一夫 カトレヤプラザ歯科 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町１-５-４ カトレヤプラザ伊勢佐木３F 045-315-3370

横浜市中区 荻原 光貴 おぎはら歯科医院 231-0846 横浜市中区大和町２-３２ Kファースト山手１F 045-479-7666

横浜市中区 加藤 道夫 加藤デンタルクリニック 231-0861 横浜市中区元町４-１６６ 元町ユニオン４F 045-681-8217

横浜市中区 木村 公夫 きむら歯科クリニック 231-0033 横浜市中区長者町９-１４８ Ｋビル１Ｆ 045-714-6483

横浜市中区 坂井 則雄 坂井歯科医院 231-0047 横浜市中区羽衣町２－４－４　２Ｆ 045-252-7555

横浜市中区 佐藤 清 佐藤歯科診療室 231-0033 横浜市中区長者町９－１７５ 第１０吉田ビル２Ｆ 045-251-3516

横浜市中区 三條 京子 三條歯科みなとみらい診療室 231-0067 横浜市中区桜木町１－１－８ 日石横浜ビル３Ｆ 045-683-3418

横浜市中区 菅谷 一彦 菅谷歯科医院 231-0849 横浜市中区麦田町２－４７ 045-663-8555

横浜市中区 堀井 孝敏 堀井歯科 231-0864 横浜市中区千代崎町１－２５ 045-622-6088

横浜市中区 堀内 信隆 堀内歯科クリニック 231-0861 横浜市中区元町２－１０１－１ 045-664-3864

横浜市中区 三井田 勝也 石川町歯科クリニック 231-0868 横浜市中区石川町１-１３　２F 045-662-7116

横浜市中区 森下 一幸 森下歯科医院 231-0023 横浜市中区山下町２２１ 林パークハイツ２Ｆ 045-641-8148

横浜市中区 米今 豊秀 花咲歯科医院 231-0063 横浜市中区花咲町２-６６ 桜木町駅前ビル１F 045-242-6812

横浜市中区 渡辺 伸一 渡辺歯科医院 231-0839 横浜市中区仲尾台１－１ ニューハイムヤマテ２Ｆ 045-625-6872

横浜市西区 木津 健夫 ｵｰﾗﾙ&ﾏｷｼﾛﾌｪｲｼｬﾙｹｱｸﾘﾆｯｸ横浜 220-0012 横浜市西区みなとみらい４-６-２ グランドセントラルタワー２F 045-232-4443

横浜市西区 鈴木 彰 アキラ歯科医院 220-0045 横浜市西区伊勢町３－１４８ 045-242-8211

横浜市西区 妹尾 明寛 浅間台歯科医院 220-0071 横浜市西区浅間台１-５ 浅間台歯科ビル１F 045-311-7104

横浜市西区 藤田 麻美 関歯科医院 220-0072 横浜市西区浅間町４-３４４-１５ 045-311-2230

横浜市西区 藤田 日出男 関歯科医院 220-0072 横浜市西区浅間町４－３４４－１５ 045-311-2230

横浜市西区 三島 彰造 ランドマーク歯科三島 220-0012 横浜市西区みなとみらい２－２－１ ランドマークタワー７F　クリニックフロア 045-222-5655

横浜市西区 山田 勝久 山田歯科医院 220-0045 横浜市西区伊勢町２－１０６ フロイデンハイム上原 045-231-8026

横浜市南区 池野 良 アスヨシ歯科医院 232-0066 横浜市南区六ッ川１-８７３-１４ 東洋物産ビル２F 045-341-4614

横浜市南区 加藤 一宏 カズ・デンタルクリニック 232-0022 横浜市南区高根町３-１７-２８ マークス横浜阪東橋２０４号 045-252-1755

横浜市南区 丹谷 聖一 アス横浜歯科クリニック 232-0053 横浜市南区井土ケ谷下町２１５-１ マルエツ井土ケ谷別棟 045-743-0896

横浜市南区 松川 圭美 松川歯科医院 232-0006 横浜市南区南太田１－２８－２ 045-713-4682

横浜市南区 丸田 治 丸田歯科医院 232-0041 横浜市南区睦町２－１８２－１ 045-731-2938

横浜市南区 八ッ橋 孝彰 八ッ橋歯科医院 232-0027 横浜市南区新川町４-２５ 045-261-3558

横浜市南区 山田 重雄 山田歯科医院 232-0075 横浜市南区永田みなみ台２-１２-１０１ 045-742-8813

横浜市南区 吉田 高規 吉田歯科医院 232-0066 横浜市南区六ッ川１－３９ 小河ビル２Ｆ 045-731-8241

横浜市南区 和田 真澄 和田歯科医院 232-0051 横浜市南区井土ヶ谷上町２５-２４ ゆう井土ヶ谷１０１ 045-721-2060

横浜市港南区 今井 憲一 今井歯科医院 233-0002 横浜市港南区上大岡西２－２－１０ ＭＫ第２ビル 045-842-0757

横浜市港南区 久保 修一 嵯峨野歯科医院 234-0054 横浜市港南区港南台５－５－１ 福島ショッピングセンター2F 045-831-1888

横浜市港南区 くわな歯科医院 233-0015 横浜市港南区日限山１－４９－２４ 045-821-7481
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横浜市港南区 佐藤 毅 佐藤歯科診療室 234-0051 横浜市港南区日野９－２７－３ 045-843-5882

横浜市港南区 田川 攻 田川歯科医院 234-0054 横浜市港南区港南台４－１７－２９ ヨコハマファイブ２F 045-832-7316

横浜市港南区 田中 久雄 たなか歯科医院 234-0054 横浜市港南区港南台３-６-３６ 045-831-5514

横浜市港南区 田林 真由 田林歯科 234-0054 横浜市港南区港南台１－６－４ ＦＫビル２Ｆ 045-835-0182

横浜市港南区 中村 美樹生 中村歯科医院 233-0012 横浜市港南区上永谷３－３３－１１ 045-842-4990

横浜市港南区 山村 雅彦 ヤマムラ歯科 233-0008 横浜市港南区最戸１－２２－２ 045-711-9981

横浜市港南区 渡邉 朝康 港南台オレンジ歯科 234-0055 横浜市港南区日野南５-４１-１１ 045-846-4600

横浜市磯子区 新井 宗高 あらい歯科クリニック 235-0022 横浜市磯子区汐見台１-６-１ 045-750-0880

横浜市磯子区 石井 伸明 石井歯科医院 235-0012 横浜市磯子区滝頭２－２２－１１ 045-751-3834

横浜市磯子区 浦 辰郎 うら歯科医院 235-0041 横浜市磯子区栗木２－２－２８ 045-776-1322

横浜市磯子区 川田 次郎 川田歯科医院 235-0011 横浜市磯子区丸山２-３-１５ 045-751-2595

横浜市磯子区 小池 洋 千代田ビル歯科 235-0036 横浜市磯子区中原１－３－２０ 第２千代田ビル２Ｆ 045-771-5716

横浜市磯子区 小泉 康之 洋光台駅前歯科医院 235-0045 横浜市磯子区洋光台３-１３-４-１０５ 045-835-0205

横浜市磯子区 坂田 信明 丸山台歯科医院 235-0011 横浜市磯子区丸山１-２０-１１ 045-754-6655

横浜市磯子区 佐々木 祥仁 佐々木歯科医院 235-0023 横浜市磯子区森２－１９－１２ ハイツリバーサイド２Ｆ 045-752-3511

横浜市磯子区 曽根 健夫 曽根歯科医院 235-0021 横浜市磯子区岡村５－１３－９ 045-753-3221

横浜市磯子区 高橋 亮 高橋歯科クリニック 235-0016 横浜市磯子区磯子２－１９－３７ ライオンズマンション磯子第３－１０１ 045-754-4618

横浜市磯子区 永田 良人 永田歯科医院 235-0023 横浜市磯子区森２-２６-１８ シンコウ２ビル１F 045-752-3467

横浜市磯子区 水上 明彦 水上歯科医院 235-0011 横浜市磯子区丸山２－２０－１６ メゾン滝頭１０６号 045-754-3180

横浜市磯子区 若松 和代 わかまつ歯科 235-0003 横浜市磯子区坂下町９－８ リバーハイツ坂下１Ｆ 045-751-7820

横浜市金沢区 五十嵐 智一 山下歯科医院 236-0052 横浜市金沢区富岡西２－２５－３ 045-773-7338

横浜市金沢区 生田 裕之 生田歯科 236-0052 横浜市金沢区富岡西６－１７－１５ 045-774-8148

横浜市金沢区 大室 博正 おおむろ歯科医院 236-0043 横浜市金沢区大川７ レイディアントシティ横浜カルティエ４-１０５ 045-791-7272

横浜市金沢区 片山 哲孝 片山歯科医院 236-0016 横浜市金沢区谷津町３４３ 谷津クリニックビル３Ｆ 045-788-1668

横浜市金沢区 串田 守 加藤歯科医院 236-0014 横浜市金沢区寺前２－２－２５ 045-701-9369

横浜市金沢区 黄 澤生 かなざわファミリー歯科 236-0021 横浜市金沢区泥亀２-８-１２ ライフモリ６号館１０２号 045-785-7787

横浜市金沢区 五條 和郎 五條歯科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東６-２１-１ 045-791-0118

横浜市金沢区 櫻井 健人 桜井歯科医院 236-0017 横浜市金沢区西柴３-１７-１ 045-784-2175

横浜市金沢区 更家 誠 さらや歯科口腔外科 236-0016 横浜市金沢区谷津町１４１-１３ 045-784-1410

横浜市金沢区 玉井 達人 玉井歯科医院 236-0005 横浜市金沢区並木２－１０－６ 045-784-8722

横浜市金沢区 田宮 潤 たみや歯科クリニック 236-0016 横浜市金沢区谷津町３４１-８ TSビル２F 045-785-8470

横浜市金沢区 宮本 亮二 リョウジ歯科 236-0031 横浜市金沢区六浦１－１１－８ イケヤビル１Ｆ 045-701-7760

横浜市金沢区 森 康雄 森歯科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東３-６-４４ 045-788-3915

横浜市金沢区 柳下 寿彦 柳下歯科クリニック 236-0027 横浜市金沢区瀬戸１６-２４ 045-785-3715

横浜市保土ケ谷区 金子 守男 金子歯科医院 240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町６０１-９ カーサ新井１０１ 045-383-3882

横浜市保土ケ谷区 苅部 充 苅部歯科・矯正歯科 240-0042 横浜市保土ケ谷区上星川２-１７-１２ 045-381-0921
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横浜市保土ケ谷区 呉 明也 クレデンタルクリニック 240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町８８９ パンテオン西谷２０３号 045-373-3148

横浜市保土ケ谷区 清水 要子 若桜歯科医院 240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町４５４－５０ 045-731-5396

横浜市保土ケ谷区 外池 利夫 くぬぎ台歯科診療所 240-0045 横浜市保土ケ谷区川島町１４０４ くぬぎ台団地１-５-１０１ 045-371-7129

横浜市保土ケ谷区 萩原 直行 はぎわら歯科医院 240-0061 横浜市保土ケ谷区峰沢町３５-１ 林ビル２F 045-335-0829

横浜市保土ケ谷区 古田 潤二郎 ふるた歯科 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町３-１ サティ１F 045-341-7776

横浜市保土ケ谷区 本間 英昭 岡沢上歯科 240-0062 横浜市保土ケ谷区岡沢町２-７ 045-335-3737

横浜市保土ケ谷区 室塚 俊吾 むろづか歯科クリニック 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町５-８ 太平ビル２０２ 045-331-6474

横浜市保土ケ谷区 矢野 宗彦 矢野歯科医院 240-0013 横浜市保土ケ谷区帷子町２-４７ パシフィック保土ヶ谷４０１ 045-335-2961

横浜市保土ケ谷区 山﨑 伸夫 山崎歯科医院 240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町４５４-１ 045-383-2988

横浜市保土ケ谷区 山本 圭人 やまもと歯科クリニック 240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町１-１７-８ 045-338-1182

横浜市旭区 岩﨑 良太郎 岩崎歯科医院 241-0032 横浜市旭区今宿東町８７９ 045-951-2521

横浜市旭区 岩本 正生 岩本歯科医院 241-0814 横浜市旭区中沢１－１－２０ 045-391-0464

横浜市旭区 大野 正雄 若葉台歯科医院 241-0801 横浜市旭区若葉台４－１２－１０６ 045-922-0200

横浜市旭区 小田切 映 小田切歯科 241-0835 横浜市旭区柏町１３５-１５ Ｋビル２Ｆ 045-362-9151

横浜市旭区 國府田 秀樹 こくふだ歯科医院 241-0835 横浜市旭区柏町３６-１３-２０１ 045-361-1110

横浜市旭区 駒ヶ嶺 大輔 こまがみね歯科医院 241-0005 横浜市旭区白根１-１６-３５ 045-953-1321

横浜市旭区 齋藤 牧 斉藤デンタルクリニック 241-0826 横浜市旭区東希望が丘９５－３ シルクハイツ１Ｆ 045-361-4182

横浜市旭区 下温湯 浩一 しもぬる歯科クリニック 241-0825 横浜市旭区中希望が丘２３３-８ 045-362-1184

横浜市旭区 鈴木 仁 鈴木歯科医院 241-0825 横浜市旭区中希望が丘１３８－１ 第２山西ビル２Ｆ 045-363-8276

横浜市旭区 高梨 紫朗 たかなし歯科 241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-45-9 045-953-8100

横浜市旭区 鶴見 博貴 つるみ歯科クリニック 241-0014 横浜市旭区市沢町６３１－６ 045-383-8177

横浜市旭区 長瀬 真知子 ながせ歯科クリニック 241-0836 横浜市旭区万騎が原２９ 045-367-4183

横浜市旭区 福田 真也 若葉歯科 241-0825 横浜市旭区中希望が丘９９－３ 第５山庄ビル２０２ 045-366-3636

横浜市旭区 藤井 達士 藤井歯科医院 241-0835 横浜市旭区柏町１０８-１０ 045-365-3918

横浜市旭区 山本 顕一 山本歯科医院 241-0821 横浜市旭区二俣川２－８２ 045-391-5544

横浜市戸塚区 安達 広太郎 あくわデンタルクリニック 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町１８９６-４ 045-392-9229

横浜市戸塚区 和泉 隆之 ドリーム歯科医院 245-0067 横浜市戸塚区深谷町１４０５ 045-852-4843

横浜市戸塚区 上田 博行 上田歯科医院 245-0061 横浜市戸塚区汲沢８－２９－１８ 045-864-6363

横浜市戸塚区 大竹 秀明 大竹矯正歯科クリニック 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５１７-６ 045-824-1717

横浜市戸塚区 金子 宣由 金子歯科クリニック 244-0817 横浜市戸塚区吉田町１１７－１ 戸塚ＯＣビル１Ｆ 045-861-8211

横浜市戸塚区 川口 武美 川口歯科医院 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５３５－２ 東戸塚タワーズシティ1st3F 045-825-5891

横浜市戸塚区 河原 洋市 戸塚ガーデン歯科 245-0051 横浜市戸塚区名瀬町５２－１ 戸塚ガーデン１０１ 045-812-7971

横浜市戸塚区 倉持 貞子 倉持歯科医院 245-0061 横浜市戸塚区汲沢８－２－７ 045-881-0393

横浜市戸塚区 佐々木 光司 ささき矯正歯科クリニック 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町４９３－１ ＮＯＢオグシビル５Ｆ 045-871-2281

横浜市戸塚区 高橋 宏嘉 たかはし歯科医院 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５２３-３ マサカビル２F 045-821-8811

横浜市戸塚区 谷 睦夫 たに歯科医院 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５１３－５ タウンコート常盤３Ｆ 045-826-2355



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

横浜市戸塚区 辻 直子 Primary Dental Care 辻直子歯科 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町６００３-５ ZA YAMAGUCHI Ｂ-1 045-869-1018

横浜市戸塚区 鳥羽 重光 フォレスト歯科医院 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町１８８３-２F 045-865-6480

横浜市戸塚区 野中 昌鶴 音羽歯科医院 245-0061 横浜市戸塚区汲沢２－１４－７ 045-871-0005

横浜市戸塚区 長谷 弘 長谷歯科クリニック 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町１６３　２Ｆ 045-861-8282

横浜市戸塚区 松本 建二 松本歯科クリニック 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町３１５３-１ 045-865-1500

横浜市戸塚区 松山 教男 松山歯科 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町４７８９ 松山ビル２Ｆ 045-871-4182

横浜市戸塚区 宮崎 裕之 みやざき歯科医院 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町１６-６ 中村ビル３F 045-869-6480

横浜市戸塚区 村松 朋彦 平戸歯科医院 244-0803 横浜市戸塚区平戸町８２ 東戸塚ルート１ビル２F 045-821-8987

横浜市戸塚区 森山 隆一郎 森山歯科医院 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５５１－８ たかみビル２０１ 045-825-5454

横浜市戸塚区 横溝 正幸 横溝歯科医院 245-0051 横浜市戸塚区名瀬町７８７－２７ 045-812-1182

横浜市栄区 朝廣 賢哲 朝廣歯科クリニック 247-0026 横浜市栄区犬山町４０－６ 045-893-6480

横浜市栄区 伊東 聡 いとう歯科クリニック 247-0009 横浜市栄区鍛冶ケ谷２-５３-１０-４ 045-390-0418

横浜市栄区 小田 敏弘 小田歯科医院 247-0006 横浜市栄区笠間３-１７-９ 045-891-6660

横浜市栄区 片倉 好 かたくら歯科医院 244-0842 横浜市栄区飯島町１５１１-６ センセールカミリア１０２ 045-896-2425

横浜市栄区 木田 勇人 ハヤト歯科クリニック 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷１－１５－８ エクセル本郷台１Ｆ 045-891-3737

横浜市栄区 小岩井 崇 小岩井歯科医院 247-0005 横浜市栄区桂町３２４ 045-892-8241

横浜市栄区 當房 満 東公園歯科 247-0008 横浜市栄区本郷台２-７-３ 045-894-7655

横浜市栄区 成川 純之助 ゆうび歯科クリニック 247-0008 横浜市栄区本郷台３-１-８ 045-892-0190

横浜市栄区 茂木 敏雄 茂木歯科 247-0005 横浜市栄区桂町６９７-５ 加藤ビル１０１号 045-894-7791

横浜市泉区 相澤 保芳 相沢歯科 245-0016 横浜市泉区和泉町５７３２－１ 045-804-1655

横浜市泉区 青木 浩史 ブルーラインデンタルオフィス 245-0013 横浜市泉区中田東３-１-５ 第５ミキビル１０１ 045-800-4618

横浜市泉区 青沼 直 青沼歯科 245-0004 横浜市泉区領家１－９－１１ 045-813-7099

横浜市泉区 石川 博之 Green Dental Clinic 緑園 245-0002 横浜市泉区緑園４-１-６ ジスタスビル２F 045-813-4618

横浜市泉区 奥野 浩一 おくの歯科医院 245-0016 横浜市泉区和泉中央南１-２３-１０ 045-801-0400

横浜市泉区 櫻井 玲奈 アップル歯科クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園１-１８-１４ 045-410-8214

横浜市泉区 田尻下 和子 いずみ野歯科医院 245-0016 横浜市泉区和泉町６２１６－１３ 045-803-6811

横浜市泉区 林 直樹 なおき歯科 245-0002 横浜市泉区緑園１－１－１４ オベリスク３０１ 045-812-5626

横浜市泉区 安田 裕昭 やすだ歯科医院 245-0024 横浜市泉区和泉中央北２－２－２７ くじらいビル２Ｆ 045-804-1414

横浜市瀬谷区 相沢 美乃里 相沢歯科医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境８－１８ 北井ビル２Ｆ 045-363-9508

横浜市瀬谷区 大内 昇 大内歯科クリニック 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境１０６－１ 045-391-0500

横浜市瀬谷区 小澤 操 小沢歯科医院 246-0035 横浜市瀬谷区下瀬谷３－１７－１ メゾン瀬谷２Ｆ 045-301-8585

横浜市瀬谷区 河田 優 河田歯科医院 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－５ 045-302-6277

横浜市瀬谷区 古賀 伸一 こが歯科医院 246-0023 横浜市瀬谷区阿久和東２－５－１ 045-365-1180

横浜市瀬谷区 竹山 敬始 竹山歯科医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境１０７ キャステル三ツ境２Ｆ 045-361-1615

横浜市瀬谷区 辻村 育郎 辻村清和デンタルクリニック 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷４－１１－２７ 045-303-1315

横浜市瀬谷区 長尾 忠 ファミリー歯科 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境２－２４ 045-361-3323
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横浜市瀬谷区 中島 厚 あつ歯科クリニック 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷５-８-１ 045-303-0411

横浜市瀬谷区 人見 康太郎 ひとみ歯科医院 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西２－５９－２６ 045-390-3093

横浜市瀬谷区 平野 正芳 ひらの矯正歯科 246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町３０４-１ 045-366-0044

横浜市瀬谷区 藤居 慶一 愛誠歯科医院 246-0013 横浜市瀬谷区相沢７-５８-１０ 045-301-7540

横浜市瀬谷区 松原 聡 松原歯科医院 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷１-５-４ 045-302-6116

横浜市瀬谷区 弥郡 彰彦 ヤゴオリ歯科医院 246-0032 横浜市瀬谷区南台２-８-１３ 045-303-8811

横浜市神奈川区 藍原 繁樹 藍原歯科医院 221-0825 横浜市神奈川区反町２－１３－１ 045-323-3696

横浜市神奈川区 雨宮 和則 雨宮歯科医院 221-0862 横浜市神奈川区三枚町２４４ 045-474-3355

横浜市神奈川区 伊藤 健 伊藤歯科医院 221-0865 横浜市神奈川区片倉１－９－３ まるあびる２０２ 045-482-1841

横浜市神奈川区 大西 明人 東開歯科医院 221-0823 横浜市神奈川区二ッ谷町６－３ メゾン・ド・ビー・フロント２０２ 045-316-7850

横浜市神奈川区 岡田 修一 岡田歯科医院 221-0856 横浜市神奈川区三ッ沢上町１－１３ グランデ三ッ沢２Ｆ 045-312-1818

横浜市神奈川区 唐橋 良宏 唐橋歯科医院 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町１０－１ ナイスアーバン反町公園壱番館１０４ 045-312-8148

横浜市神奈川区 栗家 匡 西菅田歯科医院 221-0864 横浜市神奈川区菅田町４８８ 西菅田団地４－３－１０１ 045-472-7715

横浜市神奈川区 小泉 日出一 小泉歯科医院 221-0065 横浜市神奈川区白楽１００ コミュニティプラザビル２Ｆ 045-432-2005

横浜市神奈川区 重枝 伸政 重枝歯科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通１３５-１４ 045-421-6975

横浜市神奈川区 陣内 洋 陣内歯科医院 221-0061 横浜市神奈川区七島町１５９ 045-421-0912

横浜市神奈川区 鈴木 則文 すずき歯科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通１３８－９ 045-423-4182

横浜市神奈川区 相前 蘭 そうぜん歯科クリニック 221-0802 横浜市神奈川区六角橋１－１－３ 田島屋ビル２Ｆ 045-633-4145

横浜市神奈川区 野口 博史 野口歯科医院 221-0864 横浜市神奈川区菅田町８６３－５ エレガンス菅田第１・１Ｆ 045-473-3031

横浜市神奈川区 橋本 直也 橋本歯科医院 221-0864 横浜市神奈川区菅田町１６５９-１ 045-473-5115

横浜市神奈川区 水谷 成孝 水谷歯科医院 221-0061 横浜市神奈川区七島町１２７－６ 045-431-4580

横浜市神奈川区 渡邉 宗子 光デンタルクリニック 221-0002 横浜市神奈川区大口通７-３ 045-423-4183

横浜市神奈川区 渡邊 隆彦 わたなべ歯科クリニック 221-0802 横浜市神奈川区六角橋２－５－８ ＳＲハイツ１００号 045-481-8311

横浜市港北区 相川 至 相川歯科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町５－１－７ 045-564-5088

横浜市港北区 青木 孝幸 あおきデンタルクリニック 222-0011 横浜市港北区菊名４-３-１７ 第二青木ビル１F 045-432-0248

横浜市港北区 安藤 彰彦 安藤歯科医院 223-0064 横浜市港北区下田町５－１－３ 045-561-4118

横浜市港北区 安藤 友彦 安藤歯科医院 223-0064 横浜市港北区下田町５-１-３ 045-561-4118

横浜市港北区 石川 活好 石川歯科医院 222-0034 横浜市港北区岸根町４１３ モチヤレジデンス 045-421-1248

横浜市港北区 稲葉 厚子 リーフ歯科医院 222-0022 横浜市港北区篠原東３-７-３ 045-401-5943

横浜市港北区 江田 正 江田歯科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町１-９-２６ 045-561-8333

横浜市港北区 小笠原 美由紀 ミユキ歯科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町１－３－１１ 早川ビル２Ｆ 045-562-6497

横浜市港北区 小野 優 小野歯科クリニック 222-0033 横浜市港北区新横浜２－３－２４ サンセイビル１Ｆ 045-474-1000

横浜市港北区 片山歯科医院 223-0059 横浜市港北区北新横浜１-２-１ ＣＡＭ・ＦＯＲＡ ２０３ 045-546-1161

横浜市港北区 金沢 俊佑 ルトゥール歯科診療室 223-0065 横浜市港北区高田東４-２３-４ クール高田３F 045-547-3287

横浜市港北区 佐川 信正 綱島さがわ歯科 223-0052 横浜市港北区綱島東１－２－１６ 白井ビル１階 045-642-4618

横浜市港北区 篠崎 悦男 篠崎歯科医院 223-0052 横浜市港北区綱島東２－１－５ 045-542-8855
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横浜市港北区 島田 健三 しまだ歯科医院 222-0011 横浜市港北区菊名６-３０-４７ 045-710-0024

横浜市港北区 白木 千治 吉川歯科医院 222-0037 横浜市港北区大倉山３-３１-１０ 045-543-5511

横浜市港北区 杉山 由希子 杉山デンタルクリニック 223-0062 横浜市港北区日吉本町１-１５-１２ 045-211-4018

横浜市港北区 須田 孝則 須田歯科医院 223-0053 横浜市港北区綱島西４-１０-７ 第２石井ビル１F 045-531-5454

横浜市港北区 田辺 哲也 田辺歯科医院 222-0037 横浜市港北区大倉山１-１７-２４ 第３吉原ビル２Ｆ 045-544-9400

横浜市港北区 林 健一郎 林歯科医院 222-0037 横浜市港北区大倉山３-７-１１ 045-541-0776

横浜市港北区 保刈 徳久 大曽根歯科医院 222-0037 横浜市港北区大倉山３-１２-１５ 045-541-2462

横浜市港北区 宮川 修 宮川デンタルクリニック 223-0051 横浜市港北区箕輪町２－３－７ 日吉ロイヤルマンション１Ｆ 045-563-3004

横浜市港北区 守屋 義雄 もりや歯科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町１-１-２ 045-563-3956

横浜市港北区 矢島 佳子 大倉山ヤジマデンタルクリニック 222-0037 横浜市港北区大倉山１-１７-１１ 045-531-2099

横浜市港北区 米山 敏之 米山歯科クリニック 222-0025 横浜市港北区篠原西町１８－１５ 045-402-7310

横浜市港北区 渡辺 圭造 渡辺歯科医院 223-0065 横浜市港北区高田東３-３-８ 045-350-8858

横浜市緑区 井出 亨 井出歯科クリニック 226-0013 横浜市緑区寺山町５９ ビーンズ中山駅ビル４０１ 045-933-4182

横浜市緑区 加藤 喜夫 「愛誠」歯科 226-0011 横浜市緑区中山町６１０－９ 045-931-1670

横浜市緑区 坂本 清視 ホワイト歯科クリニック 226-0027 横浜市緑区長津田５-５-１２ アルテフィーチェ１F 045-983-9337

横浜市緑区 鈴木 聡 すずき歯科口腔外科 226-0027 横浜市緑区長津田４-５-４ 長津田メディカルヴィレッジA棟２F 045-988-6855

横浜市緑区 髙津 大弥 たかつ歯科医院 226-0025 横浜市緑区十日市場町８３４-３ CHEERS!１F 045-985-1184

横浜市緑区 溪 裕司 中山歯科クリニック 226-0011 横浜市緑区中山町３０６－５ 045-932-3939

横浜市緑区 中村 愼 中村歯科クリニック 226-0027 横浜市緑区長津田５-２-６７ 鈴木ビル２０３ 045-532-3747

横浜市緑区 成瀬 龍一 きりが丘歯科クリニック 226-0016 横浜市緑区霧が丘３-２-１０ 北辰ビル１Ｆ 045-923-0018

横浜市緑区 三澤 和夫 三澤歯科医院 226-0006 横浜市緑区白山２－１２－１ 045-934-7139

横浜市緑区 山口 昌弘 山口歯科医院 226-0016 横浜市緑区霧が丘５-２-１３ ハイツ国吉 045-921-8788

横浜市青葉区 青山 和照 青山歯科医院 227-0043 横浜市青葉区藤が丘２－２９－１１ ロイヤルハイツ藤が丘１Ｆ 045-972-0505

横浜市青葉区 穴井 純 荏田西２丁目歯科 225-0014 横浜市青葉区荏田西２-２７-９ 045-912-4567

横浜市青葉区 稲毛 滋自 いなげ矯正歯科医院 227-0062 横浜市青葉区青葉台２－１０－１５ 鈴木ビル２Ｆ 045-984-8588

横浜市青葉区 今村 圭一郎 あおぞら歯科 225-0022 横浜市青葉区黒須田３３-５　１Ｆ 045-883-8892

横浜市青葉区 井本 崇晃 イモト歯科 225-0005 横浜市青葉区荏子田２－２－９ アドバンスビル２Ｆ 045-904-4422

横浜市青葉区 岡崎 篤 ア歯科岡崎診療所 225-0011 横浜市青葉区あざみ野１－１０－２－１ グリーンヒルあざみ野 045-901-6271

横浜市青葉区 小笠原 聡 おがさわら歯科・のり矯正歯科 225-0021 横浜市青葉区すすき野３-２-１　２F 045-901-1120

横浜市青葉区 瓦田 全 藤が丘デンタルクリニック 227-0043 横浜市青葉区藤が丘２-４-３ 藤が丘会館３０２ 045-972-6480

横浜市青葉区 木村 幸一 きむら歯科医院 227-0038 横浜市青葉区奈良５-８-２０ 045-960-0118

横浜市青葉区 久保田 正 クボタ歯科医院 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町１１５６－１５ 045-971-0011

横浜市青葉区 元開 冨士雄 げんかい歯科 227-0034 横浜市青葉区桂台２－２１－１６ 045-961-7741

横浜市青葉区 近藤 隆俊 こんどう歯科医院 227-0038 横浜市青葉区奈良５-４-１ レーベンスラウム１０５ 045-960-0882

横浜市青葉区 早乙女 亮 早乙女歯科医院 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６４－４ 横山ビル２Ｆ 045-973-8397

横浜市青葉区 坂井 尚 坂井歯科医院 227-0067 横浜市青葉区松風台３７－１２ 045-961-5757
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横浜市青葉区 重根 充 しこね歯科医院 225-0003 横浜市青葉区新石川１－９－８ アイケービル２Ｆ 045-912-3699

横浜市青葉区 鈴木 俊和 ベルデンタルクリニック 227-0062 横浜市青葉区青葉台２-１０-３３ 045-983-1152

横浜市青葉区 田端 俊元 田端歯科医院 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６２－１ ローゼ市ヶ尾２０２ 045-971-7775

横浜市青葉区 永野 俊介 ながの矯正歯科　たまプラーザ 225-0002 横浜市青葉区美しが丘５－１－４９　すみれビル２Ｆ 045-509-1120

横浜市青葉区 服部 優子 MOM Dental Clinic 225-0001 横浜市青葉区美しが丘西３-２-１１ 045-901-4183

横浜市青葉区 早川 順満 青葉台歯科診療所 227-0062 横浜市青葉区青葉台１-２９-１ ひこべービル２F 045-981-1025

横浜市青葉区 平山 法久 ひらやまデンタルクリニック 225-0005 横浜市青葉区荏子田２-１-６ プラシード１F 045-902-4918

横浜市青葉区 藤下 義輝 藤下歯科 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町１１６４-１１ 045-971-0740

横浜市青葉区 藤田 勲 レガロ歯科クリニック 227-0047 横浜市青葉区みたけ台４０-１ アンベリール藤が丘 045-482-3532

横浜市青葉区 堀口 美子 ほりぐち歯科医院 227-8555 横浜市青葉区青葉台１-７-１ 東急スクエアSouth2．７F 045-985-8107

横浜市青葉区 山本 昭二 山本歯科医院 227-0043 横浜市青葉区藤が丘２－１９－１ ベルエール藤が丘 045-973-4618

横浜市都筑区 岸 三博 岸歯科医院 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３０－１６ アイビル２０１号 045-943-4618

横浜市都筑区 羅田 久和 きぬた歯科 224-0053 横浜市都筑区池辺町５４８６－３ リバーサイド中河１Ｆ 045-935-1186

横浜市都筑区 木村 謙吾 川和歯科 224-0057 横浜市都筑区川和町９５８ 045-932-8181

横浜市都筑区 黒沢 章 みなも歯科医院 224-0015 横浜市都筑区牛久保西２－１－３３ ミナモビル１０１ 045-911-2225

横浜市都筑区 小泉 政幸 小泉歯科 224-0023 横浜市都筑区東山田４－２９－１８ 045-591-1131

横浜市都筑区 神崎 寛人 こうざき歯列矯正クリニック 224-0003 横浜市都筑区中川中央１-２９-２ グランドメゾン・センター北 ２Ｆ 045-910-4184

横浜市都筑区 斉藤 哲夫 斉藤歯科 224-0053 横浜市都筑区池辺町３７４０ 045-933-8079

横浜市都筑区 西村 聡 すみれが丘歯科医院 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘２０－９ 045-592-2322

横浜市都筑区 橋本 信一郎 つづきファミリー歯科 224-0041 横浜市都筑区仲町台１－３４－３　サニーウィステリア１０５ 045-530-9898

横浜市都筑区 橋本 正基 マサキ歯科クリニック 224-0065 横浜市都筑区高山６-４ 045-943-3111

横浜市都筑区 長谷川 裕司 はせがわ歯科クリニック 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央６－１ サウスウッド３階 045-530-0018

横浜市都筑区 武藤 光央 武藤歯科医院 224-0043 横浜市都筑区折本町１１８-１ 045-471-0118

横浜市都筑区 百瀬 秀樹 百瀬歯科医院 224-0001 横浜市都筑区中川１－２２－５ 045-911-7171

横浜市都筑区 山田 直樹 山田歯科クリニック 224-0036 横浜市都筑区勝田南２－１９－１６ 045-592-1182

横浜市都筑区 山本 尚 センター南やまもと矯正歯科 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央９-３ グラディスセンター南コート１Ｆ 045-532-5118

横浜市都筑区 鷲澤 徳顕 わし沢歯科医院 224-0023 横浜市都筑区東山田３－１７－２ パークサイド１Ｆ 045-593-4340

横浜市鶴見区 石塚 亨 いしづか歯科医院 230-0012 横浜市鶴見区鶴見下末吉５－１９－３４ 045-583-2057

横浜市鶴見区 氏原 銑 氏原歯科医院 230-0001 横浜市鶴見区矢向４－７－２８－１０１ 045-572-8118

横浜市鶴見区 長田 真由美 長田歯科医院 230-0011 横浜市鶴見区上末吉１－１６－２２ 045-581-7369

横浜市鶴見区 貴志 英子 貴志歯科医院 230-0012 横浜市鶴見区下末吉４－１７－１３ 045-581-7915

横浜市鶴見区 関根 治郎 関根歯科医院 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央５－９－６ コスモプレイス鶴見中央 045-504-8241

横浜市鶴見区 高橋 剛太 セントラルデンタルケアクリニック 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央１-１５-１ エミネンスNS鶴見２F 045-508-0083

横浜市鶴見区 塚越 好 塚越歯科医院 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町８-１８ タチバナビル１F 045-582-5678

横浜市鶴見区 福井 一美 アイ矯正歯科クリニック 230-0016 横浜市鶴見区東寺尾北台８-６ 045-572-8588

横浜市鶴見区 三田 昌斗 ミナール歯科 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町１８－１ ミナールビル６Ｆ 045-571-3005



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

横浜市鶴見区 山下 淑美 樋口歯科医院 230-0025 横浜市鶴見区市場大和町８－５ 045-511-0653

横浜市鶴見区 山田 俊一郎 ユーデンタルクリニック 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾２-１５-１７ 045-585-0118

横浜市鶴見区 横山 喜一 ヨコヤマデンタルクリニック 230-0012 横浜市鶴見区下末吉４－２６－１ 045-585-1182

川崎市川崎区 阿保 達也 阿保歯科医院 210-0812 川崎市川崎区東門前１－１４－４ 044-277-6030

川崎市川崎区 石丸 美和子 かずみ歯科医院 210-0848 川崎市川崎区京町２－７－１０ シャトレーアオキ１０１ 044-344-8241

川崎市川崎区 市川 智香子 市川歯科医院 210-0834 川崎市川崎区大島５－１２－５ 044-245-0140

川崎市川崎区 金子 富士雄 富士歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田２－５－１３ 044-366-3301

川崎市川崎区 神谷 洋子 神谷デンタルクリニック 210-0835 川崎市川崎区追分町６-１１ 044-344-5050

川崎市川崎区 神山 稔巳 野末整形外科歯科 210-0846 川崎市川崎区小田５－１－３ 044-366-8762

川崎市川崎区 木村 幸久 木村歯科クリニック 210-0804 川崎市川崎区藤崎３-９-２ 044-266-1919

川崎市川崎区 小宮山 義和 こみやま歯科 210-0006 川崎市川崎区砂子２-２-２ 小宮山ビル２Ｆ 044-246-2532

川崎市川崎区 瀬野 智 川崎スマート矯正歯科 210-0007 川崎市川崎区駅前本町２６-４ ラウンドクロス川崎５Ｆ 044-589-4184

川崎市川崎区 髙松 純一 髙松歯科医院 210-0812 川崎市川崎区東門前２-１-１１ 044-299-0715

川崎市川崎区 田中 京子 久保木歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田４-３６-１２ 044-333-4090

川崎市川崎区 津本 信 津本歯科医院 210-0837 川崎市川崎区渡田３-１４-９ 044-589-8686

川崎市川崎区 徳丸 良雅 徳丸歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田６－５－７ 044-366-4118

川崎市川崎区 中村 元弘 中村歯科医院 210-0013 川崎市川崎区新川通１１－１４ 中村ビル１・２Ｆ 044-211-3455

川崎市川崎区 野口 孝人 ノグチ歯科医院 210-0025 川崎市川崎区下並木７１ 044-233-2525

川崎市川崎区 檜山 雄彦 ひやま歯科クリニック 210-0813 川崎市川崎区昭和２-９-７ フォルゴーレ川崎１０１ 044-299-2330

川崎市川崎区 藤田 陽一 パール歯科医院 210-0822 川崎市川崎区田町２－１３－１ 044-280-3918

川崎市川崎区 堀 兼茂 堀歯科医院 210-0848 川崎市川崎区京町１－１０－９ 044-355-9116

川崎市川崎区 堀 祐兒 セソール歯科医院 210-0848 川崎市川崎区京町２－２４－４－１１２号 044-366-6959

川崎市川崎区 宮田 悌治 宮田デンタル・オフィス 210-0022 川崎市川崎区池田１－２－１６－２０７ 044-233-6473

川崎市川崎区 望月 信孝 望月歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田１－９－３ 044-355-7185

川崎市川崎区 頼近 和繁 三愛歯科医院 210-0812 川崎市川崎区東門前３-４-１ 044-287-4633

川崎市川崎区 渡部 和彦 わたなべ歯科医院 210-0802 川崎市川崎区大師駅前１－６－７－２０１ 044-277-7778

川崎市川崎区 渡邊 克則 わたなべ歯科クリニック 210-0023 川崎市川崎区小川町１５－１３ 044-233-2626

川崎市幸区 井田 晴夫 井田歯科クリニック 212-0055 川崎市幸区南加瀬５－１６－７ 044-599-5168

川崎市幸区 榎本 光夫 アール歯科クリニック 212-0016 川崎市幸区南幸町２－７２－３ 044-201-4617

川崎市幸区 大持 充 おおもち歯科医院 212-0055 川崎市幸区南加瀬２-３３-１５　１F　２F 044-588-5100

川崎市幸区 落合 尉裕 落合歯科医院 212-0053 川崎市幸区下平間２０４ 倉田ビル２Ｆ 044-533-2133

川崎市幸区 小俣 洋仁 小俣歯科医院 212-0054 川崎市幸区小倉２-２５-６ 044-588-5714

川崎市幸区 紺野 義之 紺野歯科医院 212-0053 川崎市幸区下平間１１１－２０ 044-541-0280

川崎市幸区 塩谷 和則 シオヤ歯科医院 212-0016 川崎市幸区南幸町３－１０１ 尻手幸ビル２Ｆ 044-555-3918

川崎市幸区 柴田 直幸 プラス歯科クリニック 212-0055 川崎市幸区南加瀬４－３０－５ 三浦ビル２Ｆ 044-599-5321

川崎市幸区 須貝 昭弘 須貝歯科医院 212-0016 川崎市幸区南幸町２－８－１ オーベル川崎１０１ 044-533-8148
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川崎市幸区 鈴木 英哲 愛仁歯科医院 212-0012 川崎市幸区中幸町４-７ ルミナスビル１０１ 044-555-0731

川崎市幸区 竹内 啓介 竹内歯科医院 212-0022 川崎市幸区神明町１－６－６ 044-511-2955

川崎市幸区 中島 由貴 中島歯科医院 212-0024 川崎市幸区塚越４－３３３ 044-533-3910

川崎市幸区 髭内 宏光 ひげうち歯科医院 212-0057 川崎市幸区北加瀬１－１７－２ 044-599-5711

川崎市幸区 日髙 豊彦 日高歯科クリニック 212-0027 川崎市幸区新塚越２０１ ルリエ新川崎３Ｆ 044-522-1580

川崎市幸区 深瀬 泰孝 深瀬歯科診療所 212-0055 川崎市幸区南加瀬３-３９-１５ 044-599-6958

川崎市幸区 星岡 才賢 星岡歯科診療所 212-0024 川崎市幸区塚越３－４１９ 044-511-3950

川崎市幸区 宮坂 和弘 宮坂歯科医院 212-0058 川崎市幸区鹿島田１－１－５ パークタワー新川崎３０１ 044-556-4145

川崎市幸区 山下 晴美 えんどう歯科医院 212-0052 川崎市幸区古市場１－２９ ユーボーパレス２Ｆ 044-549-4884

川崎市幸区 横井 和弘 新川崎歯科医院 212-0032 川崎市幸区新川崎３-１ イニシア新川崎１０１ 044-580-3260

川崎市幸区 吉永 寛 吉永歯科医院 212-0012 川崎市幸区中幸町１－２７－４ 044-555-8020

川崎市中原区 井石 龍也 イセキ歯科医院 211-0025 川崎市中原区木月１-３５-３８ 044-411-4815

川崎市中原区 一戸 小織 一戸歯科医院 211-0062 川崎市中原区小杉陣屋町１-１３-１ 044-299-6244

川崎市中原区 今西 泰彦 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１０１－３ 044-777-8241

川崎市中原区 内田 剛也 内田歯科医院 211-0025 川崎市中原区木月２－８－３４ 044-422-8217

川崎市中原区 及川 栄郎 及川歯科 211-0012 川崎市中原区中丸子５５８ 044-434-2200

川崎市中原区 荻 信行 おぎ歯科医院 211-0004 川崎市中原区新丸子東１－７７２ 044-434-4093

川崎市中原区 小沢 暁 オザワ歯科クリニック 211-0012 川崎市中原区中丸子589-11 Ｍ－メディカルプラザ２Ｆ 044-433-6480

川崎市中原区 掛川 文子 あやこ歯科クリニック 211-0021 川崎市中原区木月住吉町１２-３ 044-430-5813

川崎市中原区 菊池 裕子 菊池歯科医院 211-0015 川崎市中原区北谷町２ 044-533-5151

川崎市中原区 北村 昌三 北村医院歯科 211-0022 川崎市中原区苅宿１０-２６ 044-434-6488

川崎市中原区 小池 匠 こいけ歯科医院 211-0044 川崎市中原区新城５－８－３０ 第１望月ビル１Ｆ 044-777-3777

川崎市中原区 小林 敏伸 小林歯科医院 211-0025 川崎市中原区木月２-８-５ 044-411-3260

川崎市中原区 小林 英樹 いなほ歯科クリニック 211-0053 川崎市中原区上小田中６-２３-２-２F 044-739-1740

川崎市中原区 清水 大也 清水歯科医院 211-0065 川崎市中原区今井仲町１２-１２ 044-711-3902

川崎市中原区 鈴木 幸一 鈴木歯科クリニック 211-0025 川崎市中原区木月1-２１-７ 小山ワールドビル３Ｆ 044-422-4618

川崎市中原区 高橋 勝昭 タカハシ歯科クリニック 211-0025 川崎市中原区木月２-１-１５ 元住吉ビィラ２F 044-434-9555

川崎市中原区 仲宗根 克幸 山王歯科クリニック 211-0002 川崎市中原区上丸子山王町２-１０４８ ヤマトビル１F 044-431-1157

川崎市中原区 二家本 晃 にかもと歯科医院 211-0051 川崎市中原区宮内１-８-３ ハウズクリニック４F 044-755-1456

川崎市中原区 林 博之 林歯科クリニック 211-0021 川崎市中原区木月住吉町１１-６ AMハイツ１０２ 044-434-6686

川崎市中原区 原 寛 新城アイモール歯科 211-0044 川崎市中原区新城３-１-３ メチェナーテ１F 044-750-0118

川崎市中原区 陽川 博隆 元住吉歯科診療室 211-0025 川崎市中原区木月２-２-３４ 鈴木ビル３F 044-422-5036

川崎市中原区 松山 忠司 松山歯科医院 211-0013 川崎市中原区上平間１７１－１－２F 044-555-7575

川崎市中原区 三谷 浩一 サンタ歯科クリニック 211-0005 川崎市中原区新丸子町７３１-２ 044-739-0648

川崎市中原区 宮尾 昌祥 武蔵小杉デンタルクリニック 211-0012 川崎市中原区中丸子１３-２０ クレール武蔵小杉１０１ 044-433-3570

川崎市中原区 吉田 和正 よしだ歯科医院 211-0063 川崎市中原区小杉町３－２５８－３ 石橋ビル２Ｆ 044-733-2000



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

川崎市中原区 吉武 学 吉武歯科医院 211-0041 川崎市中原区下小田中３－３３－１０ コシンヤ３・１Ｆ 044-751-5050

川崎市中原区 梅本 寛 梶が谷歯科医院 213-0013 川崎市高津区末長１-４５-２８ 梶ヶ谷ＴＳビル１階 044-865-2555

川崎市中原区 遠藤 慶一 遠藤歯科クリニック 213-0001 川崎市高津区溝口１-２０-８ 第２多田ビル１階 044-844-6301

川崎市中原区 織戸 千津子 ひさすえ歯科医院 213-0027 川崎市高津区野川３９４６ 044-755-3888

川崎市中原区 坂井 博司 坂井歯科 213-0023 川崎市高津区子母口１８７-２ 044-788-1434

川崎市中原区 宍倉 俊介 レオ歯科クリニック 213-0001 川崎市高津区溝口１－１８－６－２Ｆ 044-299-8112

川崎市中原区 関下 司 つかさ歯科医院 213-0012 川崎市高津区坂戸３－９－９ 044-811-7164

川崎市中原区 関矢 徹 ヒトミ歯科 213-0022 川崎市高津区千年２-１ 044-755-3375

川崎市中原区 高橋 璋 ハートデンタルクリニック 213-0033 川崎市高津区下作延７-１-２６ 044-812-0810

川崎市中原区 成宮 博孝 成宮歯科医院 213-0027 川崎市高津区野川３７７７－２０ 044-752-4618

川崎市中原区 蓮池 雅文 みぞのくち二丁目歯科 213-0001 川崎市高津区溝口２－７－２４ SAKUMAビル１Ｆ 044-281-0506

川崎市中原区 福増 久佳 福増歯科医院 213-0034 川崎市高津区上作延５３９－９ ＭＫビル１Ｆ 044-853-5820

川崎市中原区 三浦 徳明 三浦歯科医院 213-0033 川崎市高津区下作延５-１７-６ 044-822-7614

川崎市中原区 南 裕之 センタービル歯科医院 213-0032 川崎市高津区久地４－２４－５ センタービル３Ｆ 044-814-0848

川崎市中原区 山下 哲司 山下歯科医院 213-0001 川崎市高津区溝口１-２４-５ 044-844-4618

川崎市多摩区 井口 雅夫 井口歯科 214-0038 川崎市多摩区生田１－１０－１７ 044-946-0024

川崎市多摩区 石井 洋行 石井歯科医院 214-0012 川崎市多摩区中野島３－１４－３７ ステラガーデン２Ｆ 044-931-0118

川崎市多摩区 川島 和夫 かわしま歯科医院 214-0014 川崎市多摩区登戸１８０３ たけやビル１０１ 044-911-0935

川崎市多摩区 蔵 真由美 クラ矯正歯科クリニック 214-0013 川崎市多摩区登戸新町１０１ 044-933-2005

川崎市多摩区 近藤 猛 近藤歯科 214-0014 川崎市多摩区登戸２０４３ 小田急マルシェ２　３F 044-932-0418

川崎市多摩区 佐々木 信行 ささき歯科クリニック 214-0001 川崎市多摩区菅２-１０-２３ 川崎ビル３F 044-944-8011

川崎市多摩区 鈴木 忠人 鈴木歯科医院 214-0037 川崎市多摩区西生田１-８-１-２０１ 044-966-7188

川崎市多摩区 田川 義展 久地歯科医院 214-0022 川崎市多摩区堰３-７-１３ 保谷ビル２Ｆ-Ｄ 044-811-9441

川崎市多摩区 千谷 康世 千谷歯科医院 214-0001 川崎市多摩区菅１-４-５ 野村ビル２Ｆ 044-945-1499

川崎市多摩区 内藤 仁司 ないとう歯科医院 214-0037 川崎市多摩区西生田４－１－４  ２Ｆ 044-952-4184

川崎市多摩区 永井 春樹 永井歯科医院 214-0004 川崎市多摩区菅馬場２-２６-５ 044-945-2311

川崎市多摩区 中村 吉宏 中村歯科医院 214-0013 川崎市多摩区登戸新町３６５－２ 044-911-1333

川崎市多摩区 又井 由紀子 またい歯科医院 214-0021 川崎市多摩区宿河原６－３８－３ プリムタザワ１Ｆ 044-822-8286

川崎市多摩区 三好 敬三 三好西山歯科クリニック 214-0021 川崎市多摩区宿河原２-４-１６ ア・ボートル・サンテ１Ｆ 044-933-8822

川崎市多摩区 三好 理恵子 三好西山歯科クリニック 214-0021 川崎市多摩区宿河原２-４-１６ ア・ボートル・サンテ１Ｆ 044-933-8822

川崎市多摩区 村山 真人 村山歯科医院 214-0014 川崎市多摩区登戸２７１９ モリビル２Ｆ 044-933-3718

川崎市多摩区 森 理 森歯科医院 214-0008 川崎市多摩区菅北浦４－１１－２９ 044-945-8808

川崎市多摩区 柳川 敏夫 柳川歯科医院 214-0011 川崎市多摩区布田３－１ 044-945-8039

川崎市多摩区 山中 浩 植木歯科 214-0037 川崎市多摩区西生田２-４-２０ 044-966-4027

川崎市宮前区 荒木 勝治 荒木歯科医院 216-0003 川崎市宮前区有馬５-１８-２２ 有馬マンション１０１ 044-855-3683

川崎市宮前区 荒木 直美 荒木歯科医院 216-0003 川崎市宮前区有馬５-１８-２２ 有馬マンション１０１ 044-855-3683
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川崎市宮前区 岩崎 敏明 ヒロ歯科医院 216-0005 川崎市宮前区土橋６－４－８ 044-853-2966

川崎市宮前区 岡本 聡太 スガオデンタルクリニック 216-0015 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 聖マリアンナ医科大学病院１階 044-977-9130

川崎市宮前区 岡本 泰輔 岡本歯科医院 216-0032 川崎市宮前区神木１-５-２ 044-855-3060

川崎市宮前区 片寄 信子 かたよせ歯科医院 216-0005 川崎市宮前区土橋１－２１－１４ コンフォート宮前平１Ｆ 044-865-3765

川崎市宮前区 熊谷 顕 あきら歯科クリニック 216-0007 川崎市宮前区小台２-５-５ 044-861-6487

川崎市宮前区 佐藤 憲治 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号 044-888-5233

川崎市宮前区 立花 信子 立花歯科医院 216-0006 川崎市宮前区宮前平１－２－１８ 044-877-1301

川崎市宮前区 田中 勝幸 あおぞらデンタルクリニック 216-0003 川崎市宮前区有馬１-１-１ 鷺沼トライアングルD号 044-857-2112

川崎市宮前区 中田 基 もと歯科クリニック 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-１０-４４ エスタシオン鷺沼店舗Ａ 044-853-4182

川崎市宮前区 西野 華子 はなここども歯科クリニック 216-0011 川崎市宮前区犬蔵１-４-１３ 044-948-4618

川崎市宮前区 根津 登喜男 根津歯科医院 216-0033 川崎市宮前区宮崎２－８－４２ プルミエール宮崎３Ｆ 044-866-6480

川崎市宮前区 宗正 隆明 宗正歯科医院 216-0015 川崎市宮前区菅生３－１３－８ 044-976-1332

川崎市宮前区 柳井 金吾 ありま歯科クリニック 216-0003 川崎市宮前区有馬３-２８-１９ 044-855-4178

川崎市宮前区 行本 弘雄 潮見台歯科医院 216-0013 川崎市宮前区潮見台６-７-１F 044-976-8520

川崎市麻生区 河西 衛司 かさい歯科医院 215-0022 川崎市麻生区下麻生３-１９-２２ エトワール柿生２F 044-986-0153

川崎市麻生区 国東 保宏 くにとう歯科 215-0021 川崎市麻生区上麻生１－７－１４ パストラル新百合丘２０８Ａ室 044-955-9567

川崎市麻生区 塩谷 直也 塩谷歯科 215-0025 川崎市麻生区五力田２－８－３－２０１ 044-989-1264

川崎市麻生区 志岐 晃一 志岐歯科医院 215-0011 川崎市麻生区百合丘２-３-６-２０１ 044-965-0989

川崎市麻生区 堤 一樹 ホワイトファミリー歯科 215-0021 川崎市麻生区上麻生１－１７－１ ＷＴＣ新百合ヶ丘ビル３Ｆ 044-966-0800

川崎市麻生区 中田 伸一 はるひ野歯科 215-0036 川崎市麻生区はるひ野１-１５-１-１０１ 044-986-8860

川崎市麻生区 永山 一成 柿生駅前ファミリー歯科 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-４３-５ 044-986-8241

川崎市麻生区 南保 友樹 なんぽ歯科クリニック新百合ヶ丘 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-８-１ 横山ビル１F 044-543-8841

川崎市麻生区 福川 佳照 フェリーチェデンタルクリニック 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-１-１ OPA２F 044-959-2285

川崎市麻生区 古川 恵司 古川歯科医院 215-0005 川崎市麻生区千代ヶ丘４-７-５ 044-951-6480

川崎市麻生区 横山 茂平 横山歯科医院 215-0011 川崎市麻生区百合丘１－６－２０ 044-951-1434

川崎市麻生区 吉田 宏治 吉田歯科医院 215-0004 川崎市麻生区万福寺１－１２－３ 044-951-1418

川崎市麻生区 脇谷 清隆 脇谷歯科医院 215-0013 川崎市麻生区王禅寺西１-44-１ 044-953-3091

横須賀市 渥美 美穂子 ＭＡデンタルクリニック 238-0013 横須賀市平成町２-１０-２ 平成町ビル１階 046-884-8123

横須賀市 荒川 勇喜 荒川歯科医院 239-0802 横須賀市馬堀町４－６－５ 046-842-1123

横須賀市 黒田 幸隆 黒田歯科医院 238-0313 横須賀市武３－５－３３ 武山ロイヤルハイツ２階 046-856-6493

横須賀市 齋藤 崇 斉藤歯科医院 239-0821 横須賀市東浦賀１-２２-５ 046-841-8148

横須賀市 佐藤 みゆき 折笠歯科医院 238-0313 横須賀市武４－３５－５ 046-856-3156

横須賀市 下出 真道 まさ歯科クリニック 238-0113 三浦市初声町入江２７３-３ 046-889-2588

横須賀市 杉山 義祥 杉山歯科医院 239-0802 横須賀市馬堀町２－２－３１ 046-844-3223

横須賀市 鈴木 伶奈 レイナ歯科クリニック 238-0017 横須賀市上町１-２ 046-822-5076

横須賀市 芹田 裕一郎 鶴が丘歯科 238-0056 横須賀市鶴が丘1-2-15 046-827-2277
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横須賀市 竹内 寛司 竹内歯科医院 238-0313 横須賀市武３－２３－１ 046-857-3825

横須賀市 田所 生利 田所矯正歯科クリニツク 239-0808 横須賀市大津町１－１２－２０ 大津駅前ビル２Ｆ 046-836-7232

横須賀市 田中 厚生 田中歯科医院 239-0813 横須賀市鴨居２－４１－２０ 046-841-1182

横須賀市 千葉 りき子 千葉歯科医院 237-0062 横須賀市浦郷町３-２１ 046-865-0242

横須賀市 鳥羽 恵美 久里浜中央歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜４－１２－１２ 046-836-3650

横須賀市 西村 公一 西村歯科医院 238-0014 横須賀市三春町３－３０－１ ＭＳビル１Ｆ 046-824-0035

横須賀市 野中 崇生 のなか歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜６－４－１ シーフロント久里浜Ｂ号 046-833-8117

横須賀市 林 玉海 北久里浜歯科医院 239-0807 横須賀市根岸町３－１５－１１ 046-830-5500

横須賀市 原 靖頼 あかしや歯科医院 238-0017 横須賀市上町２－４ 046-826-0888

横須賀市 平嶺 倫子 平嶺歯科医院 238-0034 横須賀市金谷２-２-５ 046-852-0118

横須賀市 福村 久澄 三浦歯科医院 238-0101 三浦市南下浦町上宮田１４８６－１ 046-888-6481

横須賀市 古屋 高男 古屋歯科医院 239-0805 横須賀市舟倉町１－１４－５ 046-833-0050

横須賀市 宮田 利郎 宮田歯科医院 239-0804 横須賀市吉井４－１－１ 046-830-5200

横須賀市 三輪 裕子 みわ歯科医院 238-0014 横須賀市三春町５-２１ 046-827-3455

横須賀市 村山 芳良 村山歯科医院 239-0835 横須賀市佐原５－１０－３ 村山ビル１Ｆ 046-836-5080

横須賀市 吉田 信明 吉田歯科 238-0022 横須賀市公郷町２-１１-９ 新倉ビル１Ｆ 046-853-6480

横須賀市 渡辺 英男 なべ歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜４－６－１３ 046-833-4184

逗葉 田中 俊樹 田中歯科クリニック 249-0006 逗子市逗子１-１-３ 湘南ビル逗子４F 046-872-2211

逗葉 徳永 淳二 逗子メディスタイルクリニック 249-0006 逗子市逗子１-５-４ １２８ビル４F 046-871-8333

逗葉 古川 英雄 古川歯科医院 249-0006 逗子市逗子２－６－２６ 046-873-8445

逗葉 堀内 章 堀内歯科医院 240-0113 三浦郡葉山町長柄１４６１－３８３ 046-876-1212

逗葉 三壁 信洋 ノブデンタルクリニック 249-0006 逗子市逗子５-９-２３ 046-845-9688

鎌倉市 跡部 明男 跡部歯科クリニック 248-0014 鎌倉市由比ガ浜３-１１-２２ 0467-33-4533

鎌倉市 齋藤 英彦 ささめ歯科 248-0015 鎌倉市笹目町６-５ 0467-22-5401

鎌倉市 渋谷 寿久 渋谷歯科医院 248-0016 鎌倉市長谷２－１４－１２ 0467-22-8249

鎌倉市 高越 良治 たかごし歯科クリニック 248-0034 鎌倉市津西１－４－２４ 森ハイツ１０１号 0467-32-8130

鎌倉市 田中 直人 ミキプラザ歯科医院 247-0063 鎌倉市梶原４－１－６ 助川ビル２０３ 0467-47-5818

鎌倉市 檀上 修 だんじょう歯科医院 248-0035 鎌倉市西鎌倉１－１９－９ 福田ビル１０１ 0467-31-0999

鎌倉市 寺木 浩介 寺木歯科医院 247-0061 鎌倉市台１-３-１２ 0467-46-3025

鎌倉市 中島 琢 なかしま歯科 247-0056 鎌倉市大船２-６-１６ 禅ビル２F 0467-43-1730

鎌倉市 仲村 裕之 なかひろ歯科医院 247-0056 鎌倉市大船１-１０-１４-２F 0467-47-3456

鎌倉市 林 誠 林歯科クリニック 247-0063 鎌倉市梶原１－５－２６ 0467-43-4750

鎌倉市 藤林 勉 グリーン歯科 248-0022 鎌倉市常盤１２７-９ 0467-44-1070

鎌倉市 かまくらサンライズ歯科 247-0056 鎌倉市大船４丁目２１－８ アミュレット鎌倉１F 0467-39-5945

鎌倉市 宮木 太郎 鎌倉大町歯科 248-0007 鎌倉市大町４-１-７ 0467-81-4488

鎌倉市 吉田 章太 ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科 248-0012 鎌倉市御成町14-1　御成ビル202 0467-84-9111



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

藤沢市 新井 敏彦 アライ歯科医院 252-0807 藤沢市下土棚４７１ 0466-45-6101

藤沢市 梅本 和也 うめ歯科クリニック　うめこども歯科 251-0052 藤沢市藤沢１００６-１-１０２ 0466-52-6222

藤沢市 瓜生 厚 瓜生歯科医院 251-0025 藤沢市鵠沼石上２－２－５ 0466-24-6133

藤沢市 遠見 享 遠見歯科医院 251-0037 藤沢市鵠沼海岸２-２-１３ 0466-36-1181

藤沢市 遠見 利恵子 元町歯科 251-0043 藤沢市辻堂元町５－４－１１ 0466-33-7876

藤沢市 大津 源右ェ門 大津歯科医院 252-0802 藤沢市高倉８７７ 0466-44-0303

藤沢市 小笠原 圭一 小笠原歯科クリニック 252-0821 藤沢市用田６３７－１ 0466-47-1473

藤沢市 小野田 奈穂子 小野田歯科医院 251-0052 藤沢市藤沢５３７ 0466-22-5760

藤沢市 神谷 忍 神谷デンタルオフィス 251-0055 藤沢市南藤沢７-２　１F 0466-50-4505

藤沢市 河北 浩 浜見山歯科医院 251-0045 藤沢市辻堂東海岸１-１１-２７ 0466-33-8048

藤沢市 川田 賢介 川田デンタルクリニック 252-0804 藤沢市湘南台２-２７-１５ 東永ビル３０２ 0466-47-6797

藤沢市 川村 智子 川村歯科クリニック 251-0025 藤沢市鵠沼石上１-８-５ 0466-25-4618

藤沢市 工藤 滋子 工藤歯科医院 251-0056 藤沢市羽鳥２－１１－１５ 0466-33-4188

藤沢市 児嶋 彰仁 児嶋歯科医院 251-0055 藤沢市南藤沢１７－１６ 秋山ビルⅡ２Ｆ 0466-28-9117

藤沢市 小城 哲治 ヒロ歯科 252-0804 藤沢市湘南台１-２０-１ 0466-43-6466

藤沢市 小林 哲也 ティーアンドエスデンタルクリニック 251-0042 藤沢市辻堂新町１－１－１７ プレール湘南辻堂ステーションタワー２階 0466-37-4175

藤沢市 菰田 裕康 コモダ歯科医院 251-0037 藤沢市鵠沼海岸３－３－１ 0466-33-3982

藤沢市 相良 長孝 さがら歯科医院 251-0047 藤沢市辻堂２-９-６ 国信ビル２F 0466-33-7101

藤沢市 佐々木 幹 ささき歯科医院 251-0038 藤沢市鵠沼松が岡４－１－１３ 0466-28-8241

藤沢市 澤田 智慈 湘南なかがわ歯科医院 252-0807 藤沢市下土棚５１２-３ 0466-45-7004

藤沢市 清水 宗一 清水歯科医院 251-0051 藤沢市白旗１－１－１ コミー湘南１Ｆ 0466-81-2050

藤沢市 清水 千秋 清水歯科医院 251-0861 藤沢市大庭５４６４－１０ 0466-88-1817

藤沢市 鈴木 聡行 鈴木デンタルクリニック 251-0052 藤沢市藤沢４ 鈴木ビル１、２Ｆ 0466-24-4560

藤沢市 関根 顕 関根歯科医院 251-0043 藤沢市辻堂元町１-２-１２ 0466-36-6444

藤沢市 高野 智美 東湘歯科 251-0055 藤沢市南藤沢１６-１０ 0466-26-8561

藤沢市 角田 栄一 鵠沼アルカディア歯科 251-0025 藤沢市鵠沼石上１-１-１５ 藤沢リラ1F 0466-29-5755

藤沢市 鳥巣 秀男 とりす歯科診療所 251-0052 藤沢市藤沢９７１ 鈴木ビル６Ｆ 0466-27-5050

藤沢市 永海 大志 永海歯科医院 251-0053 藤沢市本町４－５－２３ 0466-22-5418

藤沢市 丹羽 洋二 ペンギンデンタルクリニック 252-0813 藤沢市亀井野６３２-１ 0466-84-4618

藤沢市 東出 定雄 東出歯科医院 252-0824 藤沢市打戻字上ノ原１８５９－６ 0466-48-5996

藤沢市 藤原 理彦 藤原歯科クリニック 251-0871 藤沢市善行２－２０－４－１Ｆ 0466-83-2468

藤沢市 牧野 徹夫 ユーセニアデンタルオフィス 251-0871 藤沢市善行１－１５－８ 0466-81-8064

藤沢市 三浦 陽平 くげぬま海岸歯科クリニック 251-0037 藤沢市鵠沼海岸６-１７-１２ パストラ－レ鵠沼１F 0466-54-7886

藤沢市 三觜 大介 鵠沼海岸駅前歯科医院 251-0037 藤沢市鵠沼海岸２－３－１４－２F 0466-36-2600

藤沢市 柳田 潤 柳田歯科医院 252-0815 藤沢市石川１-１-２０ 0466-89-6766

藤沢市 山本 夏彦 山本歯科医院 252-0807 藤沢市下土棚５１０－１ シコービル４階 0466-43-9018



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

大和 芦田 治 芦田歯科医院 242-0006 大和市南林間７－１５－４ 046-274-8241

大和 池田 香里 響歯科医院 252-1114 綾瀬市上土棚南１－８－１９ ベルフラワー 0467-78-3851

大和 板阪 清明 いたさか歯科医院 242-0006 大和市南林間７－２５－８ 日荷倉庫本社ビル２Ｆ－Ａ 046-277-6488

大和 大川原 亨 大川原歯科医院 242-0024 大和市福田５５２１-７ 046-268-1288

大和 岡田 誠二 セントルカ眼科・歯科クリニック 242-0004 大和市鶴間１-３１-１ 大和クリニックモール１Ｆ 046-262-6480

大和 金子 寛之 綾瀬ファースト歯科 252-1107 綾瀬市深谷中７-２９-３２ 046-770-1275

大和 楠元 伸久 南林間アルファ歯科・矯正歯科医院 242-0003 大和市林間１－５－５ クリエール南林間１Ｆ 046-272-6776

大和 桜井 淳二 桜井歯科医院 252-1132 綾瀬市寺尾中１－８－１１ カタノビル２Ｆ 0467-79-1890

大和 柴垣 博一 柴垣歯科医院 252-1124 綾瀬市吉岡２３６６-１ 0467-76-1889

大和 嶋村 政博 シマムラ歯科 242-0014 大和市上和田９７９－１ シルバーコーポ桜ケ丘２Ｆ 046-267-2256

大和 白勢 康夫 しろせ歯科クリニック 242-0015 大和市下和田１１９６-２ 046-268-1169

大和 菅原 千枝子 重松歯科医院 242-0017 大和市大和東１－１０－１１ 046-261-1735

大和 杉山 順一 スギヤマ歯科医院 242-0004 大和市鶴間１－１－２ 網野ビル２Ｆ 046-262-6860

大和 高橋 治美 愛美歯科 242-0007 大和市中央林間３-１０-８ 046-277-7474

大和 田村 大和 大和デンタルクリニック南林間 242-0006 大和市南林間４-６-１６ 竹内ビル　１階 046-283-1180

大和 土屋 新太郎 大和駅前ファミリー歯科 242-0021 大和市中央４－１－９　パールハイツ１階１号 046-408-8148

大和 鄭 堯仁 新生歯科 242-0024 大和市福田２－１４－２ ２Ｆ 046-268-8487

大和 徳永 寛司 徳永歯科医院 252-1121 綾瀬市小園１３２８－６７ 0467-76-8801

大和 鳥羽山 剛 とばやま歯科クリニック 252-1103 綾瀬市深谷４１７７－１ 0467-53-8217

大和 冨田 太郎 とみた歯科医院 252-1103 綾瀬市深谷字大邸１７３１－１ 0467-53-8133

大和 長尾 顕仁 長尾歯科医院 242-0022 大和市柳橋３－５－１５ ラベ桜ヶ丘２F 046-268-6665

大和 中村 達哉 大和駅前歯科 242-0016 大和市大和南１－５－１７ 046-261-0552

大和 半田 秀穂 はんだ矯正歯科医院 242-0017 大和市大和東２-２-１ ワイズビル２F 046-264-8808

大和 福西 雅史 つるま歯科医院 242-0005 大和市西鶴間１-２-１　ナベタビル２Ｆ 046-276-3501

大和 藤光 健 藤光歯科医院 242-0021 大和市中央５－６－２９ 第２ソーヨービル１Ｆ 046-262-7468

大和 和久井 泰宏 オークヒルズ歯科 242-0001 大和市下鶴間１-３-１ イトーヨーカドー大和鶴間店２Ｆ 046-260-4618

茅ヶ崎 井形 伸弘 井形歯科医院 253-0085 茅ヶ崎市矢畑２６２－６ ニシノミヤビル１Ｆ 0467-58-2228

茅ヶ崎 稲川 秀一 稲川歯科医院 253-0086 茅ヶ崎市浜之郷６１３－１ 0467-88-3133

茅ヶ崎 内間 恭洋 ざくろ歯科 253-0088 茅ヶ崎市みずき３-１-１０ サンミズキビル３Ｆ 0467-54-3963

茅ヶ崎 小堀 肇 こぼり歯科 253-0044 茅ヶ崎市新栄町７-１３ 0467-84-0411

茅ヶ崎 南湖歯科クリニック 253-0061 茅ヶ崎市南湖４－４－５ ルードシスメゾン１０３ 0467-82-1182

茅ヶ崎 佐々木 保博 佐々木歯科医院 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北４－２－２１ 0467-85-7767

茅ヶ崎 竹田 道 竹田歯科医院 253-0101 高座郡寒川町倉見１１２２-３ 0467-74-2229

茅ヶ崎 谷本 亨 タニモト歯科クリニック 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北４-７-２０　１F 0467-81-4681

茅ヶ崎 西村 耕三 西村歯科医院 253-0105 高座郡寒川町岡田７-４-３ 0467-74-1512

茅ヶ崎 浜田 俊彦 浜田歯科クリニック 253-0082 茅ヶ崎市香川4-41-15　1Ｆ 0467-57-6474



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

茅ヶ崎 平田 澧子 平田歯科医院 253-0052 茅ヶ崎市幸町２０－１５ 0467-83-3902

茅ヶ崎 松井 新吾 松井歯科医院 253-0022 茅ヶ崎市松浪２-３-４１ 0467-82-7754

茅ヶ崎 宮 恒男 宮歯科医院 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南２-６-２８ 0467-85-8129

茅ヶ崎 山口 知孝 やまぐち歯科医院 253-0072 茅ヶ崎市今宿８５５ 0467-81-3023

茅ヶ崎 山田 剛久 山田歯科クリニック 253-0045 茅ヶ崎市十間坂２－１－４６ 0467-82-1180

茅ヶ崎 米山 哲也 米山歯科医院 253-0042 茅ヶ崎市本村１-２-１４ 医療モール湘南５F 0467-54-5321

平塚 赤野 芳臣 あかの歯科医院 254-0073 平塚市西八幡１-１-３ 0463-22-0482

平塚 秋本 晴彦 アクア歯科クリニック 254-0034 平塚市宝町１１-２７-２ 0463-24-8241

平塚 荒井 俊貴 南口デンタルクリニック 254-0811 平塚市八重咲町３-３３ 八重咲グレンハウス２B 0463-23-1007

平塚 伊藤 哲治 イトーデンタルクリニック 254-0018 平塚市東真土４-１８-３ 0463-55-6611

平塚 伊藤 光雪 湘南デンタルクリニック 254-0034 平塚市宝町１－１ ラスカ７Ｆ 0463-22-1010

平塚 乾 文隆 北金目歯科医院 259-1207 平塚市北金目３-９-２５ 0463-72-7200

平塚 岡田 健一郎 おかだ歯科医院 254-0077 平塚市東中原１-６-５ 0463-53-0989

平塚 小沢 博 おざわ歯科医院 259-1213 平塚市片岡１２９２ 0463-58-0230

平塚 久保田 俊哉 久保田歯科医院 254-0807 平塚市代官町１２－１ 0463-21-3737

平塚 児玉 浩毅 こだま歯科クリニック 255-0005 中郡大磯町西小磯253-40 0463-60-2111

平塚 小林 順一 こばやし歯科医院 254-0813 平塚市袖ケ浜１８－２２ 0463-23-4618

平塚 近藤 大祐 こんどう歯科医院 254-0915 平塚市出縄２０５－１ 0463-73-8880

平塚 佐々木 明彦 エンゼル歯科 254-0043 平塚市紅谷町９－１２ 小林ビル３Ｆ 0463-21-5073

平塚 庄田 隆一郎 あけぼの歯科 254-0902 平塚市徳延２０５ MGコーポB棟１F 0463-74-4184

平塚 鈴木 秋子 スズキデンタルクリニック 259-0123 中郡二宮町二宮１１５ 0463-73-1531

平塚 高山 佳一 高山歯科医院 254-0811 平塚市八重咲町５－１ Ｎビル２Ｆ 0463-23-8288

平塚 萩原 正明 萩原歯科医院 254-0042 平塚市明石町１３-７ 0463-21-2310

平塚 橋本 房三 橋本歯科医院 254-0004 平塚市小鍋島６２０－２ 0463-54-0809

平塚 藤江 政幸 フジエ歯科医院 259-0132 中郡二宮町緑が丘１－７－４ 0463-71-8787

平塚 MAUNG TUN AYE 東雲歯科医院 254-0052 平塚市平塚４-１-１５ 0463-34-8236

平塚 松井 宏榮 松井歯科医院 254-0005 平塚市城所１１２１－５ 0463-55-1222

平塚 三橋 裕子 三橋歯科医院 254-0075 平塚市中原２－２－１７ 0463-34-8827

平塚 嶺岸 良太 河内歯科医院 254-0903 平塚市河内４６８ 0463-32-7201

平塚 諸星 輝成 諸星歯科医院 254-0815 平塚市桃浜町９-７ 0463-34-8448

平塚 吉野 賢治 吉野歯科医院 254-0902 平塚市徳延７５３－３ 0463-34-6464

小田原 市川 裕之 いちかわ歯科医院 250-0875 小田原市南鴨宮２-２７-１１ 0465-47-0550

小田原 市島 晴司 らいおん歯科クリニック箱根湯本 250-0311 足柄下郡箱根町湯本２２６-１ 0460-85-6480

小田原 大木 克良 おおき歯科医院 250-0852 小田原市栢山２６３６－１ 城北ビル２Ｆ 0465-37-0015

小田原 小笠原 延郎 中野歯科医院 250-0011 小田原市栄町２-７-３９ 重の井ビル３F 0465-24-2307

小田原 勝俣 浩一 慶歯科医院 250-0863 小田原市飯泉９６３－３ 0465-47-1688
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小田原 加藤 雅男 加藤歯科医院 250-0013 小田原市南町３－１－４２ 0465-22-4049

小田原 木森 久人 あしがら西湘歯科診療所 259-0313 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋３９３　１階 0465-63-1177

小田原 久崎 博道 久崎歯科医院 250-0045 小田原市城山１-６-３７ 0465-34-7009

小田原 桑原 敏男 くわばら歯科医院 250-0004 小田原市浜町１-１-２９ 0465-22-5565

小田原 小林 正路 小林歯科医院 256-0805 小田原市上町２９ 0465-43-3780

小田原 斉藤 政義 サイトウ歯科医院 250-0011 小田原市栄町４-２-３０ 0465-22-7382

小田原 杉﨑 賢一 杉﨑歯科クリニック 250-0055 小田原市久野４５１ 0465-34-7353

小田原 髙橋 勇太 高橋歯科医院 250-0011 小田原市栄町１-１５-５ 0465-22-4266

小田原 瀧本 昌宏 瀧本歯科医院 250-0875 小田原市南鴨宮３-４４-４０ 湘風ビル５階 0465-47-8551

小田原 難波 隆夫 難波歯科 250-0852 小田原市栢山２３４０ 0465-36-9639

小田原 西本 幸仁 西本歯科医院 250-0872 小田原市中里２８５-１０ 0465-48-8103

小田原 早野 圭吾 早野歯科医院 250-0013 小田原市南町４-１-１ 0465-24-6201

小田原 廣井 晶子 廣井歯科医院 250-0865 小田原市蓮正寺４８-２９ 0465-37-6010

小田原 福井 聖治 福井歯科クリニック 250-0872 小田原市中里１９０－３ 0465-47-0606

小田原 山下 伸司 ほたるだ歯科医院 250-0865 小田原市蓮正寺４７０-１０９ 0465-37-2185

小田原 吉田 達雄 大田尾歯科医院 250-0011 小田原市栄町２－１２－３ Ｋビル２Ｆ 0465-22-3883

小田原 渡邊 和治 ワタナベ歯科医院 256-0812 小田原市国府津２７８０－１ 0465-47-1811

厚木 植木 美輪子 植木歯科医院 243-0112 愛甲郡清川村煤ヶ谷１１２３－７ 046-288-1117

厚木 上杉 英作 上杉歯科医院 243-0803 厚木市山際４２１-５ 046-246-1118

厚木 梅田 博章 イソップ歯科クリニック 243-0812 厚木市妻田北２－１３－２０ 046-295-8822

厚木 戎井 進 えびすい歯科医院 243-0032 厚木市恩名４-５-６４ 046-223-7338

厚木 大山 守彦 大山歯科医院 243-0027 厚木市愛甲東１-２２-３２ 046-228-9153

厚木 小笠原 貴幸 アピ歯科クリニック 243-0213 厚木市飯山２０８６－１８ 046-243-6480

厚木 串田 祥生 串田歯科医院 243-0018 厚木市中町２-１１-１０ 046-221-3814

厚木 佐藤 茂樹 茂樹歯科医院 243-0303 愛甲郡愛川町中津３１８ 046-286-2218

厚木 佐藤 幹雄 佐藤矯正歯科医院 243-0013 厚木市泉町１１-６ 046-228-1105

厚木 東海林　清香 阿藤歯科医院 243-0014 厚木市旭町３-１-６ 046-228-3279

厚木 鈴木 満 厚木みどり歯科 243-0013 厚木市泉町４－１ 第５内田ビル２Ｆ 046-229-3010

厚木 高橋 庸 高橋歯科医院 243-0201 厚木市上荻野２５０-３ 046-241-8851

厚木 田口 耕一郎 田口歯科医院 243-0215 厚木市上古沢２３４－１ 046-248-4724

厚木 辻内 基樹 辻内歯科クリニック 243-0035 厚木市愛甲１-１９-２０ 046-248-1008

厚木 難波 勝文 妻田ナンバ歯科医院 243-0812 厚木市妻田北１－２－３ メール妻田ビル２Ｆ 046-224-4182

厚木 馬場 賢輔 馬場歯科医院 243-0812 厚木市妻田北４－３－１８ 046-223-1622

厚木 堀 真治 荻野歯科医院 243-0203 厚木市下荻野９８２ 046-241-9966

厚木 松本 史孝 松本歯科クリニック 243-0307 愛甲郡愛川町半原４５６ 046-281-6033

厚木 本厚木歯科クリニック 243-0018 厚木市中町３－１２－４－３F 046-224-0557
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海老名市 伊藤 真理湖 歯科伊藤医院 243-0401 海老名市東柏ケ谷３-３-１９ 土光ビル１Ｆ 046-234-2181

海老名市 国分 真 国分歯科クリニック 243-0432 海老名市中央１－８－４ 046-233-9614

海老名市 鈴木 仙一 ライオンデンタルクリニック 243-0404 海老名市勝瀬１４０-３ 046-232-8811

海老名市 鈴木 美奈子 鈴木歯科医院 243-0413 海老名市国分寺台５－１３－１２ 046-232-4355

海老名市 添原 隆史 アイリス歯科クリニック 243-0413 海老名市国分寺台２-１-１３ 046-240-8202

海老名市 田辺 丈二 田辺歯科医院 243-0413 海老名市国分寺台１－１－１４ 046-234-1184

海老名市 前谷 久 前谷歯科医院 243-0402 海老名市柏ケ谷７１３-３ ビコラかしわ台２Ｆ 046-234-3030

海老名市 盛田 健司 もりた歯科医院 243-0402 海老名市柏ケ谷１０５２-２ クリスタルプラザ３Ｆ 046-235-1153

海老名市 山名 裕見 山名歯科医院 243-0401 海老名市東柏ケ谷１-１４-３０ 富士ビル１Ｆ 046-233-2616

海老名市 横内 雄二 横内歯科医院 243-0401 海老名市東柏ケ谷２-２５-２０ マルキビルパートⅠ２０１号 046-231-4182

海老名市 吉原 正剛 Dental Clinic らいふ 243-0431 海老名市上今泉２-９-７-８ 046-244-3410

海老名市 脇田 雅文 わきた歯科医院 243-0401 海老名市東柏ケ谷３-１３-６ さがみ野駅北口ビル１Ｆ 046-233-0118

相模原市 秋知 明 アキチ歯科医院 252-0318 相模原市南区上鶴間本町8-14-16 042-741-8311

相模原市 阿部 佳子 旭歯科 252-0231 相模原市中央区相模原４－２ 武田ビル４Ｆ 042-758-4680

相模原市 安斉 昌照 あんざい歯科医院 252-0314 相模原市南区南台３-２０-１ ラクアルオダサガ１Ｆ 042-748-0648

相模原市 安藤 一郎 あんどう歯科医院 252-0318 相模原市南区上鶴間本町９-３２-１１ 042-740-8846

相模原市 池田 茂 池田歯科医院 252-0302 相模原市南区上鶴間６－２４－８ 042-748-8008

相模原市 石川 敏樹 石川歯科医院 252-0324 相模原市南区相武台２－１４－２３ 046-255-5650

相模原市 岩田 耕太朗 東林間いわた歯科 252-0311 相模原市南区東林間５－６－１１ 042-705-7277

相模原市 上野 佳江 マーガレット歯科 252-0317 相模原市南区御園４－２－１４ 042-765-0131

相模原市 大谷 健司 大谷歯科医院 252-0243 相模原市中央区上溝５－２－２１ 042-762-0257

相模原市 川﨑 正仁 歯科川﨑医院 252-0243 相模原市中央区上溝３１７５－１ 042-756-1113

相模原市 河原 武彦 河原歯科医院 252-0143 相模原市緑区橋本５－２－５ 042-772-2228

相模原市 菊池 由里 ゆりデンタルクリニック 252-0143 相模原市緑区橋本６-２７-１２ 042-772-2077

相模原市 斉藤 滋 斉藤歯科医院 252-0243 相模原市中央区上溝３７４－４ 042-778-5565

相模原市 佐伯 隆 佐伯歯科医院 252-0332 相模原市南区西大沼１－３３－２６ 042-753-6880

相模原市 櫻井 泰郎 相模原わかまつ歯科 252-0334 相模原市南区若松４-１７-１７ 開成企業ビル２F 042-748-2217

相模原市 佐用 安祥 さよう歯科医院 252-0206 相模原市中央区淵野辺４－３７－２０ 042-776-3630

相模原市 清水 啓之 清水歯科医院 252-0303 相模原市南区相模大野３-17-13 井上ビル２Ｆ 042-749-8800

相模原市 清水 美喜 プラザ歯科医院 252-0335 相模原市南区下溝６０６-２１ ぷらざ２３６９-２F 042-777-7377

相模原市 庄井 香 庄井歯科医院 252-0318 相模原市南区上鶴間本町４-１４-３０ 042-748-3161

相模原市 末兼 伸浩 ホワイト歯科 252-0227 相模原市中央区光が丘３-２３-９ Y.C　１F 042-756-1388

相模原市 鈴木 英朗 すずき歯科医院 252-0344 相模原市南区古淵３－１２－１２ アクシス古淵２Ｆ 042-757-8241

相模原市 田中 格 田中歯科クリニック 252-0131 相模原市緑区西橋本５－１－１ ラフロール橋本１F 042-774-0070

相模原市 種市 浩志 種市歯科クリニック 252-0311 相模原市南区東林間４－３３－５ 042-740-1747

相模原市 千葉 さよ子 真生歯科クリニック 252-0312 相模原市南区相南４-１６-１１ 042-745-8008
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相模原市 寺崎 浩也 寺崎歯科クリニック 252-0344 相模原市南区古淵１-６-１０ プレミール古渕２Ｆ 042-751-6484

相模原市 ドモン矯正歯科 252-0303 相模原市南区相模大野３－１９－１１ 日広第２ビル７Ｆ 042-767-3977

相模原市 永尾 光治 永尾歯科医院 252-0206 相模原市中央区淵野辺４-１１-１ 042-759-0366

相模原市 野﨑 勝也 野﨑歯科医院 252-0184 相模原市緑区小渕１６１４－４ 042-687-2271

相模原市 野本 尚之 田名中央歯科医院 252-0244 相模原市中央区田名４３２４－１ 042-761-4710

相模原市 菱山 豪 ひしやま歯科医院 252-0153 相模原市緑区根小屋１５５２－３ 042-784-9700

相模原市 平下 光輝 ルミエル歯科医院 252-0226 相模原市中央区陽光台５-１９-１７ 042-768-3334

相模原市 馬嶋 綾子 馬嶋歯科医院 252-0336 相模原市南区当麻１５７４－１４ 042-778-3611

相模原市 馬嶋 洋一 馬嶋歯科医院 252-0336 相模原市南区当麻１５７４－１４ 042-778-3611

相模原市 松井 克之 グリーンパーク歯科 252-0325 相模原市南区新磯野１－８－８ 046-254-4630

相模原市 松田 恵里子 松田歯科クリニック 252-0318 相模原市南区上鶴間本町１-４６-６ パストラル相模大野１F 042-765-1801

相模原市 宮原 正典 ミヤハラ歯科クリニック 252-0311 相模原市南区東林間４－１１－７ ネオメット東林間２Ｆ 042-741-0868

相模原市 三好 光平 サン歯科 252-0243 相模原市中央区上溝２１７９-４ 042-763-8118

相模原市 宗正 佑介 宗正歯科医院 252-0137 相模原市緑区二本松４－３１－９ 042-773-8281

相模原市 村瀬 慶次 村瀬歯科医院 252-0324 相模原市南区相武台３－２１－９ 046-252-6400

相模原市 守岡 禎明 アップルデンタルクリニック 252-0226 相模原市中央区陽光台４-８-２０ 042-786-6487

相模原市 柳川 文彦 南口歯科 252-0313 相模原市南区松が枝町２５－１５ Ｙ・Ｏビル２Ｆ 042-749-3533

相模原市 ゆうデンタルクリニック 252-0318 相模原市南区上鶴間本町３-６-６ 三徳ビル２　２F 042-741-8817

相模原市 山下 宗 やました歯科医院 252-0233 相模原市中央区鹿沼台２-１０-１３ 042-707-8255

座間市 片桐 慎吾 片桐歯科医院 252-0024 座間市入谷４-１８８１-２７ 加藤ビル２F 046-253-1844

座間市 小林 篤 こばやし歯科クリニック 252-0003 座間市ひばりが丘１－３０-１ 046-251-8241

座間市 櫻田 弘行 櫻田歯科医院 252-0024 座間市入谷１－４１３－１ スバル１Ｆ 046-257-2088

座間市 西村 一郎 ざま駅前歯科医院 252-0024 座間市入谷５-１６７９ 小田急マルシェ座間Ⅱ-２Ｆ 046-266-6868

座間市 武藤 昇 むとう歯科医院 252-0011 座間市相武台２-４０-９-１１３ アルティザ相武台 046-257-8201

座間市 山本 章 山本歯科医院 252-0011 座間市相武台１-３５-７ 第２６菊池ビル３F-１ 046-256-5232

座間市 米澤 弘明 米澤歯科医院 252-0023 座間市立野台３－３－２１ 046-251-3551

秦野伊勢原 井上 哲弥 井上歯科クリニック 259-1117 伊勢原市東成瀬３４-２３ ジュネス慶１F 0463-91-7164

秦野伊勢原 臼井 暁昭 あかつき矯正歯科クリニック 257-0054 秦野市緑町１７-４０ 0463-82-8749

秦野伊勢原 越智 俊彦 おち歯科・矯正歯科医院 257-0011 秦野市尾尻８７１－１１ 0463-84-6739

秦野伊勢原 鎌田 信行 カマタ歯科医院 259-1114 伊勢原市高森３－１２－４１ 0463-94-0600

秦野伊勢原 川島 吉晴 かわしま歯科医院 259-1305 秦野市堀川６６７ 0463-75-8618

秦野伊勢原 草山 正臣 くさやま矯正歯科＆小児歯科 257-0015 秦野市平沢１４５５ 0463-81-7880

秦野伊勢原 小泉 元 こいずみ歯科・矯正・歯科口腔外科 257-0051 秦野市今川町２－１５ リバーサイド小泉２０１ 0463-57-8580

秦野伊勢原 佐藤 満 さとう歯科医院 257-0011 秦野市尾尻９４２－５ 0463-84-6288

秦野伊勢原 渋谷 良江 渋谷歯科医院 257-0042 秦野市寿町３－１１ 0463-81-0603

秦野伊勢原 島津 敦子 奥津歯科医院 257-0042 秦野市寿町８－９ 0463-81-0034



地域名 氏名 就業所医療機関名 就業所郵便番号 就業所所在地 就業所電話番号

秦野伊勢原 清水 崇 みやけ歯科 259-1141 伊勢原市上粕屋６９６-１０ 0463-95-5454

秦野伊勢原 谷 武 たに歯科医院 259-1302 秦野市菩提１７１－８ 0463-75-3644

秦野伊勢原 辻村 傑 つじむら歯科医院 259-1122 伊勢原市小稲葉2204-1 0463-95-8214

秦野伊勢原 長谷川 香 はせがわ歯科医院 259-1137 伊勢原市笠窪382-1 0463-92-6550

秦野伊勢原 原田 総一郎 はらだ歯科市役所前診療室 259-1131 伊勢原市伊勢原４-６３５-１ ヤマキビル１F 0463-92-1461

秦野伊勢原 平野 壯明 平野歯科医院 257-0031 秦野市曽屋１-５-６ 0463-83-0081

秦野伊勢原 藤井 敏朗 藤井歯科医院 259-1116 伊勢原市石田６０４－１ 前田ビル２Ｆ 0463-91-1182

秦野伊勢原 宝崎 岳彦 平沢歯科 257-0015 秦野市平沢１１５２-１ 0463-84-0800

足柄 海瀬 光美 たんぽぽ歯科医院 250-0117 南足柄市塚原１５３３ 0465-72-1118

足柄 鍵和田 宏 鍵和田歯科医院 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領１２１２-１ 0465-83-2184

足柄 金子 勝 金子歯科医院 258-0026 足柄上郡開成町延沢８５４ プラザ開成２０４号 0465-82-1836

足柄 瀬戸 利一 瀬戸歯科 250-0111 南足柄市竹松１７４３ 0465-74-9471

足柄 田村 千鶴子 田村歯科医院 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領１２１７－１ 0465-82-0010

足柄 中村 進一 なかむらデンタルオフィス 258-0026 足柄上郡開成町延沢８３６－２ 0465-84-1884

足柄 中村 善郎 中村歯科医院 258-0022 足柄上郡開成町牛島５０-４　 TYS５０４-１０２ 0465-83-5318

足柄 楢山 義彦 楢山歯科医院 258-0018 足柄上郡大井町金手９５５－３ 0465-83-5000

足柄 萩原 学 萩原歯科医院 250-0122 南足柄市飯沢１１-４ 0465-72-1188

足柄 三橋 英文 みつはし歯科医院 250-0103 南足柄市壗下１２２－１ 0465-73-1118

足柄 三橋 由紀子 朝長医院 259-0143 足柄上郡中井町北田字宮下５２９－７ 0465-81-1119

第３種３ 秀島 日登美 関歯科医院 220-0072 横浜市西区浅間町４-３４４-１５ 045-311-2230

第３種４ 柿山 知子 白楽駅前歯科 221-0065 横浜市神奈川区白楽１００-２Ｆ 045-423-8634

第３種４ 澤 直樹 クレア歯科クリニック　フォルテ森永橋 230-0004 横浜市鶴見区元宮２-１-６３ フォルテ森永橋２F 045-582-6480

第３種４ 原 龍馬 原歯科医院 225-0024 横浜市青葉区市が尾町１１７５－１２ １階Ｂ号室 045-511-7275

第３種４ 保志 達信 川崎サン歯科医院 212-0016 川崎市幸区南幸町１-２-７ 044-533-9833

第４種会員 海老澤 好美 海老澤歯科医院 254-0075 平塚市中原１－２０－３３ 0463-31-6449

第４種会員 大木 哲 オオキ歯科医院 252-0227 相模原市中央区光が丘３－２３－９ 042-756-1388

第４種会員 小坂 三千雄 新百合ヶ丘クリニックセンター小坂歯科 210-0012 川崎市麻生区上麻生１－９－１０

第４種会員 込宮 恒 込宮歯科医院 221-0801 横浜市神奈川区神大寺４－１７－７ 045-413-6643

第４種会員 関口 哲夫 ヒルズ歯科クリニック 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１－１８－６ 044-855-2035

第４種会員 竹永 憲一 たけなが小児歯科 252-0143 相模原市緑区橋本３－２９－１４ 042-771-1200

第４種会員 中島 俊明 中島歯科医院 226-0025 横浜市緑区十日市場町８０５－１ 佐藤ビル３０４号 045-983-5135

第４種会員 日吉 和由 日吉歯科クリニック 243-0405 海老名市国分南３－４－１４ 三真ビル２０２ 046-233-8148

第４種会員 溝呂木 義和 みぞろぎ歯科医院 252-0231 相模原市中央区相模原１－７－３ 042-759-3451


