
歯科医院名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 認定証番号 承認日
天野歯科医院 231-0821 横浜市中区本牧原１－６ ムラーラ本牧３Ｆ 045-624-3655 第０２９９号 令和3年12月2日
船洲会歯科診療所 231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル３Ｆ 045-671-7174 第０６２０号 令和3年10月7日
関内馬車道デンタルオフィス 231-0015 横浜市中区尾上町５－６８ 馬車道RAビル２F 045-299-0488 第０２７７号 令和3年10月7日
近藤歯科診療所 231-0015 横浜市中区尾上町４-５７ 横浜尾上町ビルB１ 045-664-0874 第０７１７号 令和4年5月12日
さくま歯科 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町３-１０７ 045-252-5383 第０６０４号 令和4年6月2日
三條歯科みなとみらい診療室 231-0062 横浜市中区桜木町１－１－８ 日石横浜ビル３Ｆ 045-683-3418 第０２２７号 令和3年10月7日
本牧通り歯科 231-0825 横浜市中区本牧間門２-６ TNビル新本牧１F 045-621-4185 第０５１６号 令和4年3月3日
髙倉歯科医院 231-0861 横浜市中区元町３－１１６ 045-641-1223 第０６３８号 令和3年11月4日
元町歯科クリニック 231-0023 横浜市中区山下町１１２－５ 日絹パークビル１Ｆ 045-671-1630 第０３５５号 令和3年11月4日
田坂歯科クリニック 231-0047 横浜市中区羽衣町２－５－６ マルエツプチ関内店２F 045-260-7572 第０５０９号 令和4年3月3日
育愛会デンタルクリニック 231-0066 横浜市中区日ノ出町１-７５　１階 045-231-1765 第０３６７号 令和3年12月2日
鶴岡歯科医院 231-0048 横浜市中区蓬莱町１－２－８ 勝幸ビル２Ｆ 045-261-4373 第００８８号 令和3年9月2日
羽田歯科医院 231-0824 横浜市中区本牧三之谷９－２６ 045-621-0763 第０５４２号 令和4年2月10日
宮地歯科クリニック 231-0032 横浜市中区不老町１－５－１１ Ｋ，ＳＰＩＲＥ Ｂｌｄｇ．１Ｆ 045-641-2629 第０２４３号 令和3年10月7日
関内駅前ビル歯科医院 231-0016 横浜市中区真砂町２－１２ 関内駅前第一ビル２F 045-681-2872 第０２６０号 令和3年10月7日
有馬ビル歯科 220-0003 横浜市西区楠町２７－２－２Ｆ 有馬ビル２Ｆ 045-312-8240 第０４６８号 令和4年1月6日
石川歯科クリニック 220-0004 横浜市西区北幸２-５-６ ITビル２F 045-312-0017 第０５５９号 令和4年2月10日
いそむら歯科医院 220-0005 横浜市西区南幸２-６-６ 045-311-3340 第０２５６号 令和3年10月7日
ひのき歯科 220-0024 横浜市西区西平沼町１-１２　１F 045-298-6998 第０６２１号 令和3年10月7日
横浜駅西口歯科口腔外科 220-0004 横浜市西区北幸２－１０－５０ 北幸山田ビル４F 045-620-0418 第０５４５号 令和4年1月6日
アポロ歯科医院 220-0053 横浜市西区藤棚町１－４３－３ 045-242-1342 第０４４７号 令和3年12月2日
尾崎歯科医院 220-0051 横浜市西区中央１-２７-１７ 中央ビル１F 045-314-1560 第０７８９号 令和4年8月4日
さくま歯科医院 220-0043 横浜市西区御所山町３９ 045-250-1180 第００３３号 令和3年9月2日
戸部歯科医院 220-0041 横浜市西区戸部本町５０－１７ メゾン・ド・アイ壱番館２F 045-324-1629 第０１３６号 令和3年10月7日
ながい歯科医院 220-0051 横浜市西区中央２-６-８ 045-322-6480 第０５４６号 令和4年4月7日
横浜歯科医療専門学校歯科クリニック 220-0011 横浜市西区高島１-２-１５ 045-222-8678 第０４７９号 令和3年12月2日
関歯科医院 220-0072 横浜市西区浅間町４-３４４-１５ 045-311-2230 第００５７号 令和3年9月2日
ミズキデンタルオフィス 220-0005 横浜市西区南幸２-１２-５ ニッセイ第五ビル３F 045-410-4818 第０４０６号 令和3年11月4日
やまもと歯科 220-0054 横浜市西区境之谷３－１－１０１ 045-252-7800 第０４６７号 令和4年2月10日
吉田歯科医院 220-0004 横浜市西区北幸１-４-１ 天理ビル５F 045-319-3655 第００７８号 令和3年9月2日
よしだ歯科クリニック 220-0024 横浜市西区西平沼町４-１ ヨコハマタワーリングスクエアＥ-１０１ 045-290-8525 第０３４４号 令和3年11月4日
あまだ歯科医院 232-0064 横浜市南区別所１－５－１９－１Ｆ 045-742-5586 第０５１１号 令和3年12月2日
きのした歯科クリニック 232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町１５６ 井土ヶ谷ビル３階 045-711-5506 第０７１８号 令和4年5月12日
さくら歯科医院 232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町４０－２ 045-715-5995 第０５２４号 令和4年1月6日
ららデンタルクリニック 232-0064 横浜市南区別所１－１４－１ イトーヨーカドー横浜別所店１F 045-730-1305 第０２１５号 令和3年10月7日
高山歯科医院 232-0051 横浜市南区井土ヶ谷上町１－２０ 045-731-9258 第０７１９号 令和4年5月12日
向田橋たき歯科医院 232-0063 横浜市南区中里１-１２-１６ ＭＦビル２Ｆ 045-711-2120 第０５５７号 令和4年4月7日
たなか歯科クリニック 232-0066 横浜市南区六ツ川１－６８９ マルエツ内サニーロード１Ｆ 045-741-8222 第０１３７号 令和3年11月4日
中村歯科医院 232-0004 横浜市南区前里町３－８１－２ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ伊勢佐木町西第2-101 045-231-1807 第０３８９号 令和4年1月6日
はまの歯科医院 232-0024 横浜市南区浦舟町４-４７-２ メディカルコートマリス２０２ 045-251-4181 第０４６２号 令和4年3月3日
みきデンタルクリニック 232-0032 横浜市南区万世町１-１９-２ KFビル　F１・２ 045-251-7046 第０５１９号 令和4年1月6日
松川歯科医院 232-0006 横浜市南区南太田１－２８－２ 045-713-4682 第０１７０号 令和3年10月7日
松原歯科クリニック 232-0016 横浜市南区宮元町４－９１ 織茂ビル３Ｆ 045-713-7999 第０３１０号 令和3年10月7日
間宮歯科クリニック 232-0006 横浜市南区南太田１－２３－１３－１０４ 045-741-4405 第０５３８号 令和4年1月6日
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 第０４７５号 令和3年12月2日
ナガタ歯科 232-0066 横浜市南区六ツ川１－１３２－６ ヒルズ横浜南ガーデニア１－１０１ 045-721-4422 第０２３３号 令和3年10月7日
mioka四季の森歯科クリニック 233-0002 横浜市港南区上大岡西１-１８-３ ミオカリスト館７F 045-353-9518 第０４７３号 令和4年1月6日
ヒロデンタルクリニック 234-0053 横浜市港南区日野中央３－４３－６ 045-833-6480 第０５００号 令和4年2月10日
木村歯科医院 233-0006 横浜市港南区芹が谷１－２０－１０ 045-824-1182 第０１３３号 令和3年10月7日
黒川歯科診療所 234-0056 横浜市港南区野庭町６６８－９ 045-843-6447 第０４６５号 令和3年12月2日
くわな歯科医院 233-0015 横浜市港南区日限山１－４９－２４ 045-821-7481 第０２８２号 令和3年10月7日
かもい歯科医院 233-0013 横浜市港南区丸山台１－１３－１ ラポルト２Ｆ 045-845-1929 第０３５０号 令和3年11月4日
しもじま歯科 233-0013 横浜市港南区丸山台１－１２－１３ 第５港南ビル２Ｆ 045-846-8870 第０４５０号 令和3年11月4日
エス歯科クリニック 233-0002 横浜市港南区上大岡西１-１４-６ Daiwa上大岡ビル３F 045-848-3888 第０６３９号 令和3年11月4日
田川歯科医院 234-0054 横浜市港南区港南台４－１７－２９ ヨコハマファイブビル２F 045-832-7316 第０７１４号 令和4年4月7日
たじま歯科クリニック 233-0015 横浜市港南区日限山１-５７-４０ 045-825-3662 第０３９０号 令和3年11月4日
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 第０１０８号 令和3年10月7日
なかの歯科医院 233-0006 横浜市港南区芹が谷４－６－１８ 045-824-0791 第０３２９号 令和3年11月4日
永島歯科医院 234-0053 横浜市港南区日野中央３－１－１ 045-835-0888 第００４２号 令和3年9月2日
秀島歯科医院 233-0012 横浜市港南区上永谷２－２２－２９ 磯部ビル２Ｆ 045-844-2406 第０６４０号 令和3年11月4日
別部歯科医院 234-0055 横浜市港南区日野南４－３０－８ ナカマチビル 045-846-3781 第０１８５号 令和3年10月7日
前田矯正歯科クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台３-６-３５ 045-831-7546 第０１７３号 令和3年11月4日
宮川歯科医院 233-0016 横浜市港南区下永谷５－４－５ 045-824-1200 第０７２０号 令和4年5月12日
野村歯科医院 233-0002 横浜市港南区上大岡西２－１０－１９ 045-845-2211 第０７２１号 令和4年5月12日
吉田歯科クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台７－８－４４ 045-211-8108 第０６２２号 令和3年10月7日
渡辺歯科医院 233-0007 横浜市港南区大久保１－１１－１１ 045-842-0233 第０４４３号 令和3年11月4日
川田歯科医院 235-0011 横浜市磯子区丸山２-３-１５ 045-751-2595 第０７２２号 令和4年5月12日
曽根歯科医院 235-0021 横浜市磯子区岡村５-１３-９ 045-753-3221 第０７２３号 令和4年5月12日
磯子歯科クリニック 235-0016 横浜市磯子区磯子３－３－２１ 江戸徳ビル１F 045-353-8023 第０７２４号 令和4年5月12日
アップル歯科医院 235-0045 横浜市磯子区洋光台１－１０－３８ 045-833-8841 第００４８号 令和3年9月2日
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 第０４５７号 令和3年11月4日
羽田歯科医院 235-0023 横浜市磯子区森１-１０-７ 045-753-7241 第００５８号 令和3年9月2日
すぎた矯正・小児歯科 235-0036 横浜市磯子区中原４－２５－１１　１F 045-769-2228 第０４６３号 令和3年12月2日
村瀬歯科医院 235-0045 横浜市磯子区洋光台６-１-１ ファミリーコアビル２Ｆ 045-831-5088 第０７０９号 令和4年2月10日
山口歯科医院 235-0016 横浜市磯子区磯子３－６－１－１０３ 045-755-1181 第０３２５号 令和3年10月7日
やまざき歯科医院 235-0023 横浜市磯子区森１-７-１０ トワイシア横浜磯子３０４ 045-753-8081 第０７２５号 令和4年5月12日
朝香歯科医院 236-0023 横浜市金沢区平潟町２２－３ 村上ビル 045-788-6883 第０４７４号 令和3年12月2日
あらい歯科医院 236-0058 横浜市金沢区能見台東１－１ 045-788-0808 第０５１３号 令和4年1月6日
金沢八景あらかわ歯科クリニック 236-0027 横浜市金沢区瀬戸１９－１４ 金沢八景金井ビル１－B 045-349-5515 第０３９７号 令和3年11月4日
伊沢歯科医院 236-0033 横浜市金沢区東朝比奈２－２－３２ 045-784-3323 第０１１７号 令和3年10月7日
はにデンタルクリニック 236-0053 横浜市金沢区能見台通６－２４ 045-785-8241 第０５２６号 令和4年1月6日
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 第００１４号 令和3年9月2日
オノ歯科医院 236-0027 横浜市金沢区瀬戸１０－１ 045-782-0885 第０５３４号 令和4年1月6日
つばさ歯科医院 236-0022 横浜市金沢区町屋町５－１８ ラ・パミール八景　２Ｆ 045-787-4682 第００９５号 令和3年9月2日
金安歯科医院 236-0051 横浜市金沢区富岡東５-１８-１１ 045-773-3624 第０５６９号 令和4年2月10日
金子歯科医院 236-0031 横浜市金沢区六浦４－２３－２２ 045-701-2712 第０４８１号 令和3年12月2日
カナリア歯科クリニック 236-0045 横浜市金沢区釜利谷南２－３－２３ 045-515-5538 第０１０９号 令和3年9月2日
河村デンタルクリニック 236-0031 横浜市金沢区六浦１-２１-１７ 045-370-8470 第００３６号 令和3年9月2日
加藤歯科医院 236-0014 横浜市金沢区寺前２－２－２５ 045-701-9369 第００７５号 令和3年9月2日
見目歯科医院 236-0052 横浜市金沢区富岡西２－２－６ 045-772-2247 第００５３号 令和3年9月2日
なごやか歯科クリニック 236-0005 横浜市金沢区並木２-３-３-１０１ 045-374-4618 第０２０５号 令和3年10月7日
さわやか歯科クリニック 236-0005 横浜市金沢区並木２－３－３－１０３ 045-791-7571 第０２０４号 令和3年10月7日
小波津歯科クリニック 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東７-３-１ 045-701-6487 第０１１８号 令和3年10月7日
五條歯科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東６-２１-１ 045-791-0118 第０２１１号 令和3年10月7日



かまりや歯科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東６-５-９ 045-782-2980 第０４０１号 令和3年11月4日
桜井歯科医院 236-0016 横浜市金沢区谷津町３５ ＶＩＣＳビル２F 045-784-2175 第００２２号 令和3年9月2日
とも歯科クリニック　金沢文庫 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東２-１４-１３ 柳下ビル　１F 045-349-3613 第０６４１号 令和3年11月4日
清水歯科クリニック 236-0053 横浜市金沢区能見台通２２－１０ 045-788-6483 第０２６１号 令和3年11月4日
清水歯科医院 236-0028 横浜市金沢区洲崎町１７－２３ 045-783-8388 第０１３５号 令和3年10月7日
しもとり歯科クリニック 236-0052 横浜市金沢区富岡西5-1-16 045-778-8148 第０１６２号 令和3年10月7日
グリムデンタルクリニック 236-0027 横浜市金沢区瀬戸２－１ クレヴィア金沢八景１０１ 045-374-6490 第０１８４号 令和3年11月4日
関口歯科医院 236-0027 横浜市金沢区瀬戸２３-１７ 045-783-3939 第０２１０号 令和3年10月7日
玉井歯科医院 236-0005 横浜市金沢区並木２－１０－６ 045-784-8722 第０２４４号 令和3年10月7日
リーフデンタルクリニック 236-0021 横浜市金沢区泥亀２-１１-２ 高波ビル２F 045-353-8844 第０１５０号 令和3年10月7日
深川歯科 236-0031 横浜市金沢区六浦５-１-１６ 045-785-3355 第０２３８号 令和3年10月7日
松井歯科医院 236-0004 横浜市金沢区福浦１－５－２ 金沢振興センター３Ｆ 045-782-6606 第０４９７号 令和3年12月2日
宮崎歯科医院 236-0052 横浜市金沢区富岡西１－４８－１３ 045-774-1801 第０２２２号 令和3年10月7日
金沢八景駅前歯科 236-0027 横浜市金沢区瀬戸３-７ ベイフラッツ１F 045-352-8295 第０２３０号 令和3年10月7日
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 第０３８５号 令和3年11月4日
山口歯科パークタウン診療所 236-0045 横浜市金沢区釜利谷南４－２３－３ 045-783-4755 第０４３２号 令和3年11月4日
KR Dental Clinic 金沢文庫 236-0021 横浜市金沢区泥亀１－１５－２２ ドリーミオＹＨ１階 045-349-2286 第０４０５号 令和3年11月4日
芳沢歯科医院 236-0046 横浜市金沢区釜利谷西２－１－２５ 045-783-8211 第０５９２号 令和4年4月7日
荒井歯科医院 240-0043 横浜市保土ケ谷区坂本町１５０－４ 045-331-4037 第０６４２号 令和3年11月4日
北村歯科医院 240-0015 横浜市保土ケ谷区岩崎町８－１０ 045-331-0056 第０２０７号 令和3年10月7日
礒部歯科医院 240-0051 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５５-６ 045-371-4185 第０４０４号 令和3年11月4日
今泉歯科 240-0006 横浜市保土ケ谷区星川３-８-１ 和田町駅前ビル６F 045-335-3234 第０１２３号 令和3年10月7日
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 第０１８６号 令和3年11月4日
クレデンタルクリニック 240-0054 横浜市保土ケ谷区西谷３-２４-２-２０３ 045-373-3148 第０７２６号 令和4年5月12日
保土ヶ谷小柳歯科クリニック 240-0016 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘４４-７ 045-336-4618 第０７８４号 令和4年7月7日
保土ヶ谷駅ビル歯科 240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町１-７ アーバン２F 045-337-1512 第００４４号 令和3年11月4日
斉藤歯科医院 240-0033 横浜市保土ケ谷区境木本町１-２８ 045-713-8864 第０５３９号 令和4年1月6日
横浜ビジネスパーク歯科クリニック 240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町１３４ 045-334-1188 第０４８０号 令和3年12月2日
陶山歯科医院 240-0054 横浜市保土ケ谷区西谷３-１-１ 苅部ビル２F 045-371-3545 第０６４３号 令和3年11月4日
成松歯科 240-0002 横浜市保土ケ谷区宮田町２-１８１ 045-331-9770 第０３２７号 令和3年10月7日
にった歯科 240-0036 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１-９-１５ 045-351-2243 第００３５号 令和3年9月2日
ふるた歯科 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町２-１３ コーナン保土ヶ谷星川店３F 045-341-7776 第０５０２号 令和3年12月2日
ファミーユデンタルクリニック 240-0065 横浜市保土ケ谷区和田２－７－４　１階 045-517-1918 第０４０９号 令和3年11月4日
松原歯科医院 240-0002 横浜市保土ケ谷区宮田町１-２-９ 045-337-1682 第０３１１号 令和3年10月7日
三須歯科医院 240-0065 横浜市保土ケ谷区和田１-１３-２０ 045-331-0637 第０４０７号 令和3年11月4日
あきデンタルクリニック 240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町２-１００-９ ウィングウダガワ１０２ 045-340-0418 第０６４４号 令和3年11月4日
山本デンタルクリニック 240-0043 横浜市保土ケ谷区坂本町１２８-２０ 045-331-9288 第０１６６号 令和3年10月7日
山本歯科医院 240-0006 横浜市保土ケ谷区星川２-４-１ 045-332-5001 第０２５９号 令和3年10月7日
湯川歯科クリニック 240-0011 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘２-２８-２８ 045-337-6480 第０２０３号 令和3年10月7日
横山歯科医院 240-0064 横浜市保土ケ谷区峰岡町１-２０-２-１０１ 045-333-4022 第０２３４号 令和3年10月7日
いない歯科 241-0004 横浜市旭区中白根１-８-８ 045-308-3303 第０４７１号 令和3年12月2日
岩本歯科医院 241-0814 横浜市旭区中沢１－１－２０ 045-391-0464 第０５２０号 令和4年2月10日
金子歯科医院 241-0001 横浜市旭区上白根町字大池上８９１ 西ひかりケ丘団地１８－５－１０１ 045-954-5048 第０３６６号 令和3年11月4日
都岡歯科医院 241-0803 横浜市旭区川井本町１-２１ 045-954-1141 第０６２３号 令和3年10月7日
髙階歯科医院 241-0816 横浜市旭区笹野台２-２６-５ 045-361-8663 第０３２０号 令和3年10月7日
高本歯科医院 241-0002 横浜市旭区上白根１－１－２２ グランパーク鶴ヶ峰１Ｆ 045-952-3355 第０２８８号 令和3年10月7日
ほづみ歯科クリニック 241-0816 横浜市旭区笹野台４-６７-１２ 045-520-3075 第０４３３号 令和3年12月2日
土屋歯科医院 241-0816 横浜市旭区笹野台４-１９-２５ 045-391-6360 第０４３４号 令和3年11月4日
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 第０１４８号 令和3年11月4日
ふたまたがわ歯科口腔外科 241-0821 横浜市旭区二俣川２－５０－１４ コプレ７－B 045-360-6480 第０１４０号 令和3年11月4日
橋本歯科 241-0801 横浜市旭区若葉台３－３－２ 045-921-8858 第０７２７号 令和4年5月12日
藤井歯科医院 241-0835 横浜市旭区柏町１０８-１０ 045-365-3918 第０６４５号 令和3年11月4日
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 第０３０６号 令和3年12月2日
石田歯科医院 244-0001 横浜市戸塚区鳥が丘２２-１７ 045-410-7100 第０３２８号 令和3年10月7日
南の街歯科クリニック 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５１５-１ 南の街３号棟１０９号 045-821-7230 第０６４６号 令和3年11月4日
原宿ロゼ歯科医院 245-0063 横浜市戸塚区原宿５－３３－２ 045-851-4618 第０２７８号 令和3年10月7日
大塚歯科医院 244-0002 横浜市戸塚区矢部町１１４８ バードヒルズ戸塚１０５ 045-871-4184 第０３３２号 令和3年10月7日
さいごう歯科クリニック　戸塚駅前院 244-0817 横浜市戸塚区吉田町３００１-１２ 明治ビルディング戸塚１０１ 045-862-1180 第０５７８号 令和4年4月7日
佐々木歯科医院 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町８ ラピス戸塚２－２Ｆ 045-881-0436 第０３１５号 令和3年10月7日
歯科佐藤 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町４１７５-３ 045-881-0156 第０３６０号 令和3年12月2日
歯科さめじま 244-0801 横浜市戸塚区品濃町５６３ ネオポリストキワＶ２Ｆ 045-823-4181 第０７１２号 令和4年3月3日
たけなが歯科クリニック 244-0803 横浜市戸塚区平戸町４９４－２ ＥＧＮハイツ１F 045-828-1800 第０２５１号 令和3年11月4日
つじ歯科医院 245-0065 横浜市戸塚区東俣野町１０２４-４ 045-852-6914 第０７１５号 令和4年4月7日
なつぼり歯科クリニック 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町４４８ グリーンリーフ１Ｆ 045-865-1182 第０３４８号 令和3年12月2日
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 第０４４９号 令和3年12月2日
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 第０２２１号 令和3年10月7日
八巻歯科医院 244-0815 横浜市戸塚区下倉田１３０ セントラルハイツ１F 045-881-2164 第０２７１号 令和3年10月7日
とつかグリーン歯科 245-0061 横浜市戸塚区汲沢１-１０-４６ 踊場メディカルセンター４F 045-871-2010 第０３７４号 令和3年11月4日
朝廣歯科クリニック 247-0026 横浜市栄区犬山町４０－６ 045-893-6480 第０４９８号 令和3年12月2日
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 第０７２８号 令和4年5月12日
大矢歯科医院 247-0014 横浜市栄区公田町５１４－５ 柳沢ビル１Ｆ 045-892-1011 第００６１号 令和3年9月2日
岡本歯科クリニック 247-0006 横浜市栄区笠間１－１－１ ルリエ大船１０９ 045-890-0810 第０５１８号 令和4年2月10日
近藤歯科医院 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷１-１９-２１ 045-893-8855 第０３０７号 令和3年11月4日
斉藤歯科医院 247-0006 横浜市栄区笠間５-２９-５ 045-894-1188 第０１４９号 令和3年10月7日
二宮歯科医院 244-0842 横浜市栄区飯島町１４３５ 安慶ビル２Ｆ 045-891-7468 第０６００号 令和4年6月2日
茂木歯科 247-0005 横浜市栄区桂町６９７-５ 加藤ビル１０１号 045-894-7791 第０２１４号 令和3年10月7日
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 第００４０号 令和3年10月7日
江口歯科医院 245-0002 横浜市泉区緑園２-６－１ 045-812-8041 第０６４７号 令和3年11月4日
小野歯科医院 245-0014 横浜市泉区中田南５－６５－１９ 045-801-6480 第００１５号 令和3年9月2日
恩田歯科医院 245-0018 横浜市泉区上飯田町１０９７－３ 045-802-3330 第０３２６号 令和3年10月7日
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 第０４１３号 令和3年11月4日
和泉町歯科クリニック 245-0024 横浜市泉区和泉中央北１－３１－１６ 045-802-2243 第０２１６号 令和3年10月7日
弥生台マノア歯科 245-0008 横浜市泉区弥生台１６-１ 相鉄ライフやよい台　１F 045-435-9666 第０４５３号 令和3年12月2日
白神歯科クリニック 245-0017 横浜市泉区中田南１－４０－５ 045-804-6808 第００６０号 令和3年9月2日
西島歯科医院 245-0014 横浜市泉区中田南２-１７-１２ 045-802-6207 第０３５９号 令和3年11月4日
ふじ歯科 245-0008 横浜市泉区弥生台２４－１１ 045-813-7047 第０３２３号 令和4年1月6日
ルーエ歯科クリニック 245-0003 横浜市泉区岡津町５９７－７ 045-410-9888 第０２５５号 令和3年10月7日
むとう歯科医院 245-0002 横浜市泉区緑園２－１－１ ＧＦビル2Ｆ 045-813-6677 第０３９９号 令和3年12月2日
やまざき歯科クリニック 245-0023 横浜市泉区和泉中央南１-３-４ GROW YOKOHAMA TATEBA　１F 045-806-3151 第００５６号 令和3年10月7日
山村歯科クリニック 245-0016 横浜市泉区和泉町２５８２ 045-801-2800 第０７２９号 令和4年5月12日
渡瀬歯科医院 245-0016 横浜市泉区和泉町１３９６ 045-803-5335 第０７３０号 令和4年5月12日
いずみ歯科クリニック 246-0014 横浜市瀬谷区中央２－２６　ルピナス瀬谷１階 045-304-3881 第０６９６号 令和3年12月2日
鎌田歯科医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境１４-６ 045-391-0085 第０２８３号 令和3年10月7日
かわたき歯科クリニック 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷１-２３-４ 045-303-4182 第００１７号 令和3年10月7日
河田歯科医院 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－５ 045-302-6277 第０５７９号 令和4年3月3日



すがわら歯科医院 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西４－１８－１７ 045-391-8499 第０３７８号 令和3年12月2日
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 第０５９３号 令和4年4月7日
つなしま歯科医院 246-0014 横浜市瀬谷区中央１－１０ カサデパティオ２Ｆ 045-301-3111 第０１２２号 令和3年10月7日
黄河歯科医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境２０－１８ 045-364-1577 第０５３３号 令和4年3月3日
オレンジ歯科・矯正歯科 246-0014 横浜市瀬谷区中央６－１５ イトーヨーカドー３階 045-744-5900 第０３９６号 令和3年11月4日
マルヤマ歯科医院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷３-９-４５ 045-303-3611 第０７３１号 令和4年5月12日
ヤゴオリ歯科医院 246-0032 横浜市瀬谷区南台２-８-１３ 045-303-8811 第０１８７号 令和3年10月7日
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 第０５４４号 令和4年1月6日
伊東歯科医院 221-0046 横浜市神奈川区神奈川本町２－１０ 045-453-1128 第０６４８号 令和3年11月4日
犬飼歯科医院 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－３ 伊藤ビル１F 045-314-1550 第０５４７号 令和4年2月10日
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 第０７３２号 令和4年5月12日
白楽駅前歯科 221-0065 横浜市神奈川区白楽１００-２Ｆ 045-423-8634 第０７３３号 令和4年5月12日
柿山歯科・矯正歯科 221-0065 横浜市神奈川区白楽１２１ 045-423-8600 第０７３４号 令和4年5月12日
あおば歯科医院 221-0013 横浜市神奈川区新子安１－１２－１５ 045-434-1181 第０５５４号 令和4年2月10日
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町３-３１-６ 045-313-0007 第０１９２号 令和3年10月7日
こばやし歯科 221-0802 横浜市神奈川区六角橋２－４－１９ 045-491-4701 第０１１３号 令和3年10月7日
斎田デンタルクリニック 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川３-１７-１１-２F 045-642-7414 第０５８９号 令和4年4月7日
篠田歯科医院 221-0801 横浜市神奈川区神大寺１－１６－１７ 045-488-3066 第００２４号 令和3年9月2日
入江歯科クリニック 221-0014 横浜市神奈川区入江１－３３－１６ 新井ビル１Ｆ 045-401-7730 第０４５４号 令和3年11月4日
片倉町歯科医院 221-0865 横浜市神奈川区片倉2-22-6 片倉町フラッツ１F 045-491-6479 第０５８７号 令和4年4月7日
ティースホワイト横浜デンタルクリニック 221-0002 横浜市神奈川区大口通１３８－９ 045-423-4182 第０１５５号 令和3年12月2日
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 第０４３９号 令和3年11月4日
栄治歯科クリニック 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川１-２０-７ ビューサイト横浜３Ｆ 045-432-4618 第０１５９号 令和3年10月7日
西口歯科医院 221-0844 横浜市神奈川区沢渡２－３ ベルウィッドビル１Ｆ 045-321-2491 第０７３５号 令和4年5月12日
西山歯科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通３５ 045-421-4103 第０３４３号 令和3年10月7日
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 第０００７号 令和3年9月2日
反町ひろせ歯科クリニック 221-0825 横浜市神奈川区反町３-１８-１ ラフィネヨコハマ１F 045-534-5760 第０３０５号 令和3年10月7日
西寺尾歯科 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾2-8-13 045-439-6480 第０１８２号 令和3年12月2日
細田歯科医院 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川１-３-３ 細田ビル２Ｆ 045-441-2509 第０７３６号 令和4年5月12日
三木歯科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通１２２ 岩金ビル２Ｆ 045-401-1916 第０３４２号 令和3年10月7日
三島歯科医院 221-0823 横浜市神奈川区二ッ谷町１－６ 045-321-3294 第０３０３号 令和3年11月4日
水谷歯科医院 221-0061 横浜市神奈川区七島町１２７－６ 045-431-4580 第０２１３号 令和3年11月4日
みとおか歯科医院 221-0864 横浜市神奈川区菅田町４３３－２ マキシムＩＫ８　１Ｆ 045-475-3315 第０７３７号 令和4年5月12日
宮沢歯科医院 221-0065 横浜市神奈川区白楽１０３ 045-431-8991 第０５９９号 令和4年5月12日
サンライズ歯科クリニック東神奈川 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川１－２９ シャルプラット東神奈川４階 045-440-3678 第０２９７号 令和3年10月7日
ラフォレデンタルオフィス東白楽 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-15-11シェソワ東白楽1F 045-594-7926 第０７３８号 令和4年5月12日
ティース横浜Annex デンタルクリニック 221-0002 横浜市神奈川区大口通１３９－５ 045-947-4182 第０１５６号 令和3年12月2日
新横浜歯科医院 222-0033 横浜市港北区新横浜３-６-５ 第一生命ビル３F 045-472-0107 第０４１０号 令和3年11月4日
池谷歯科 223-0053 横浜市港北区綱島西５－２３－２７ 045-545-8844 第００１６号 令和3年9月2日
リーフ歯科医院 222-0022 横浜市港北区篠原東３-７-３ 045-401-5943 第０５３６号 令和4年1月6日
エール歯科クリニック 223-0062 横浜市港北区日吉本町４－１６－２４ パリサンドロ１階 045-560-1180 第００６５号 令和3年12月2日
江田歯科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町１-９-２６ 045-561-8333 第０７３９号 令和4年5月12日
大垣歯科医院 223-0053 横浜市港北区綱島西２－７－１８ ニックハイム綱島第２ 045-543-8107 第０３４７号 令和3年11月4日
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 第００３７号 令和3年9月2日
佳久医院 223-0061 横浜市港北区日吉２－９－２３ 045-562-0500 第０４７８号 令和4年2月10日
かざま歯科クリニック 223-0061 横浜市港北区日吉５-１３-４ ロックス日吉１F 045-620-7739 第０４９５号 令和3年12月2日
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 第００８５号 令和3年9月2日
くればやし歯科医院 223-0053 横浜市港北区綱島西３－１０－１８ 045-543-8010 第０２４８号 令和3年10月7日
こうやま歯科医院 223-0059 横浜市港北区北新横浜１-２-３ 三橋ビル１F 045-349-2600 第０２５０号 令和3年10月7日
さかきばら歯科 222-0023 横浜市港北区仲手原２-４３-３３ 045-431-0550 第０１３０号 令和3年11月4日
オリーブ歯科医院 223-0053 横浜市港北区綱島西４-８-１０ 045-534-1184 第０６４９号 令和3年11月4日
篠崎歯科医院 223-0052 横浜市港北区綱島東２－１－５ 045-542-8855 第０６２４号 令和3年10月7日
吉川歯科医院 222-0037 横浜市港北区大倉山３-３１-１０ 045-543-5511 第０６５０号 令和3年11月4日
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 第０２６６号 令和3年11月4日
妙蓮寺歯科クリニック 222-0011 横浜市港北区菊名１－９－３１ 第２川国ビル１Ｆ 045-434-4107 第０５７４号 令和4年3月3日
関口歯科医院 222-0011 横浜市港北区菊名６－１８－２ 045-421-6874 第０６５１号 令和3年11月4日
せきのデンタルクリニック 223-0052 横浜市港北区綱島東１－９－１６ リビオ綱島１階 045-541-4618 第０２７２号 令和3年10月7日
高田歯科医院 223-0064 横浜市港北区下田町２－１６－２９ パティオ日吉１Ｆ 045-562-3589 第０２５８号 令和3年10月7日
高田歯科クリニック 223-0053 横浜市港北区綱島西２－６－１７ 045-642-4002 第０２７０号 令和3年11月4日
つづき歯科クリニック 223-0052 横浜市港北区綱島東４-８-２９ 井上ビル１０１ 045-547-5963 第０２０６号 令和3年10月7日
大倉山駅前新田歯科クリニック 222-0037 横浜市港北区大倉山１-３-１３ オークラ駅前ビル２F 045-531-7300 第００６９号 令和3年9月2日
はっとり歯科クリニック 223-0051 横浜市港北区箕輪町３-１９-１６ ジュネス日吉１F 045-566-8188 第０７４０号 令和4年5月12日
長谷川歯科医院 223-0065 横浜市港北区高田東４－１１－２０ 045-531-6451 第０３２２号 令和3年10月7日
浜歯科医院 222-0021 横浜市港北区篠原北２-５-３８ 045-431-1601 第０１００号 令和3年9月2日
トレッサファミリー歯科 222-0002 横浜市港北区師岡町７００ トレッサ横浜南棟１F 045-533-5160 第０６９７号 令和3年12月2日
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 第０００６号 令和3年10月7日
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 第０００８号 令和3年11月4日
日吉台歯科診療所 223-0062 横浜市港北区日吉本町１－１７－３３ 045-561-2100 第０６５２号 令和3年11月4日
山本歯科医院 223-0056 横浜市港北区新吉田町５５９５ 045-591-7393 第００６７号 令和3年9月2日
渡辺歯科医院 223-0065 横浜市港北区高田東３-３-８ 045-350-8858 第０７４１号 令和4年5月12日
浅野歯科医院 226-0003 横浜市緑区鴨居１-７-４ Kamoi Ethos １F 045-933-4544 第０１９８号 令和3年10月7日
みどり歯科医院 226-0025 横浜市緑区十日市場町８４４－２ 045-988-0648 第０４９６号 令和3年12月2日
礒部歯科医院 226-0025 横浜市緑区十日市場町８５５－１２ 永瀬ビル２Ｆ 045-983-5161 第０１２１号 令和3年10月7日
伊奈歯科医院 226-0019 横浜市緑区中山１－６－１ ミヨシズシードビル５０１ 045-933-3570 第０６２５号 令和3年10月7日
おおぬき歯科 226-0002 横浜市緑区東本郷１-１-２１ サンフラワー１階 045-628-9915 第０５９０号 令和4年3月3日
「愛誠」歯科 226-0019 横浜市緑区中山３－３４－３３ 045-931-1670 第０２００号 令和3年10月7日
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 第０４２６号 令和3年11月4日
十日市場ファミリー歯科 226-0025 横浜市緑区十日市場町８４９－１２ 松ビル１F 045-511-8789 第０１７１号 令和3年10月7日
三澤歯科医院 226-0006 横浜市緑区白山２－１２－１ 045-934-7139 第０３８２号 令和3年11月4日
アイリス歯科 226-0027 横浜市緑区長津田７－１－４３ ガーデニアパーク１Ｆ 045-985-9418 第０６２６号 令和3年10月7日
山本歯科医院 226-0003 横浜市緑区鴨居４-５２-２６ 045-935-5600 第０５４１号 令和4年1月6日
赤坂デンタルクリニック 225-0003 横浜市青葉区新石川３-１４-１０ J．K．プランドール１F 045-910-5862 第０３０９号 令和3年10月7日
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 第０７４２号 令和4年5月12日
イカリデンタルクリニック 227-0062 横浜市青葉区青葉台２-３-１５ カーサ青葉台　３F 045-983-3733 第０３６５号 令和4年1月6日
あおぞら歯科 225-0022 横浜市青葉区黒須田３３-５　１Ｆ 045-883-8892 第００８０号 令和3年9月2日
加々見歯科 227-0061 横浜市青葉区桜台２９－１６ 桜台ガーデン１Ｆ 045-982-8241 第０２９３号 令和3年10月7日
河津歯科 225-0001 横浜市青葉区美しが丘西３-１２-１８ 045-903-6043 第０１４６号 令和3年10月7日
川本歯科クリニック 225-0002 横浜市青葉区美しが丘１－６－５ 045-901-0053 第０２７６号 令和3年12月2日
北野歯科医院 225-0011 横浜市青葉区あざみ野２－２－８ プロスパあざみ野１０１ 045-902-4182 第０５８１号 令和4年5月12日
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 第００７２号 令和3年9月2日
佐氏歯科医院 227-0045 横浜市青葉区若草台１０－２８ 045-962-2323 第０６５３号 令和3年11月4日
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 第０３６９号 令和4年1月6日
坂下歯科クリニック 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南２－１－２６ 045-913-6487 第０４１８号 令和3年11月4日
さこう歯科医院 225-0002 横浜市青葉区美しが丘１-１３-１０ 吉村ビル２０６ 045-909-4141 第０２９５号 令和3年10月7日
アイル歯科クリニック 227-0053 横浜市青葉区さつきが丘５－３－１０１ 045-978-6488 第０７４３号 令和4年5月12日



地挽歯科医院 227-0033 横浜市青葉区鴨志田町８２４－２５ 045-961-2015 第０４９１号 令和4年1月6日
ファミリア歯科 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町１１６９-５ フォンテーヌ市ヶ尾１０２ 045-530-4817 第０１７４号 令和3年10月7日
ロコデンタルクリニック 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町１１６７-１-G 045-532-6874 第０１６３号 令和3年11月4日
冨岡歯科クリニック 227-0054 横浜市青葉区しらとり台３５－２５　１Ｆ 045-981-6480 第０５６６号 令和4年2月10日
鳥居歯科医院 225-0022 横浜市青葉区黒須田３２－５ あざみ野コートヒルズ 045-973-8211 第０６５４号 令和3年11月4日
なかの歯科クリニック 225-0015 横浜市青葉区荏田北３-７-３５ SKメディカルプラザ３F 045-915-9008 第０２６４号 令和3年11月4日
中村歯科クリニック 225-0011 横浜市青葉区あざみ野２-７-１５ アヴァンセあざみ野２F 045-903-6807 第０７４４号 令和4年5月12日
すすき野デンタルクリニック 225-0021 横浜市青葉区すすき野２-５－４ すすき野東急２Ｆ 045-904-3418 第００７１号 令和3年9月2日
あざみの総合歯科医院 225-0011 横浜市青葉区あざみ野２－９－１３ サンサーラあざみ野３F 045-905-5955 第０００２号 令和3年10月7日
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０１０１号 令和3年10月7日
マツザワデンタルクリニック 227-0067 横浜市青葉区松風台１３－５ ライムライト松風台３ 045-989-1616 第０４６１号 令和3年12月2日
三浦歯科医院 227-0048 横浜市青葉区柿の木台４－１ 石原第２ビル１Ｆ 045-973-2980 第０３７２号 令和3年12月2日
みのわデンタルクリニック 225-0021 横浜市青葉区すすき野３-５-２８ 045-507-3018 第０６５５号 令和3年11月4日
村田歯科医院 227-0063 横浜市青葉区榎が丘２６-５ 045-981-1181 第０３５６号 令和3年12月2日
モリワキ歯科 227-0064 横浜市青葉区田奈町４６－４ 045-982-2760 第０７４５号 令和4年5月12日
ふれあいの丘デンタルクリニック 224-0062 横浜市都筑区葛が谷８-１０-２F 045-949-6474 第０６５６号 令和3年11月4日
ファミーユこども歯科 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央４２-２６ ロイヤルパレスセンター南１F 045-949-1184 第０６５７号 令和3年11月4日
いしなべ歯科クリニック 224-0003 横浜市都筑区中川中央１－３５－１６ マイキャッスルセンター北２０５ 045-913-0706 第０５４３号 令和4年3月3日
かみくら歯科 224-0003 横浜市都筑区中川中央２-２-１ ルララこうほく１０４-４ 045-534-8418 第０４１６号 令和4年1月6日
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 第０２８４号 令和3年10月7日
田井歯科クリニック 224-0007 横浜市都筑区荏田南４－１７－１８ 045-941-6488 第０３１９号 令和3年11月4日
仲町台たがみ歯科医院 224-0041 横浜市都筑区仲町台１-２７-２ ティ・ケイ・エムビル１Ｆ 045-943-7707 第００７３号 令和3年9月2日
たぐち歯科クリニック 224-0021 横浜市都筑区北山田２-４-１ イニシア港北ニュータウンB1 045-620-6483 第０５２７号 令和4年1月6日
鳥居歯科医院 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘２４－１ 045-593-6667 第０６５８号 令和3年11月4日
おおくま歯科医院 224-0042 横浜市都筑区大熊町４４２－５ 045-475-5160 第０５６５号 令和4年2月10日
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 第０４４１号 令和3年11月4日
ひぐち歯科クリニック 224-0021 横浜市都筑区北山田１－１２－４ 045-594-3540 第０７４６号 令和4年5月12日
前沢歯科クリニック 224-0061 横浜市都筑区大丸１７－８ 045-941-2730 第０５４９号 令和4年3月3日
武藤歯科医院 224-0043 横浜市都筑区折本町１１８-１ 045-471-0118 第０３４９号 令和3年11月4日
勝田歯科医院 224-0034 横浜市都筑区勝田町２９４-３　２階 045-591-2918 第０５１２号 令和3年12月2日
Ｋデンタルクリニック 224-0012 横浜市都筑区牛久保３－３－８ セントラルアベニュー１０２ 045-913-4563 第０４０３号 令和3年11月4日
北山田グリーンデンタルクリニック 224-0021 横浜市都筑区北山田２－２－１ フォーレスト北山田１階 045-534-7574 第０２４１号 令和3年10月7日
吉江歯科医院 224-0021 横浜市都筑区北山田３－１１－１８ 045-591-8242 第０２４５号 令和3年12月2日
よしおか歯科医院 224-0061 横浜市都筑区大丸３－３ 045-948-1105 第０１２５号 令和3年11月4日
仲町台駅前どれみKids Dental 224-0041 横浜市都筑区仲町台１－２７－１５ S．C．城田ビル１０２ 045-507-6902 第０７４７号 令和4年5月12日
うしおだ診療所 230-0048 横浜市鶴見区本町通１-１６-１ 045-502-6287 第０４５９号 令和3年12月2日
いな歯科医院 230-0061 横浜市鶴見区佃野町３０－２ 045-582-1744 第０３２１号 令和3年10月7日
豊岡こどもおとな歯科 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町３４-２２ ブランドール市川 045-717-9886 第０７１６号 令和4年4月7日
イワゼデンタルクリニック 230-0071 横浜市鶴見区駒岡町３－２０－４ イワゼビル２Ｆ 045-574-4121 第０１５２号 令和3年12月2日
ふみきり歯科クリニック 230-0052 横浜市鶴見区生麦１-８-１-１０２ 045-502-8066 第０７４８号 令和4年5月12日
オータワ歯科クリニック 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町１３-３ TIビルディング２F 045-580-8080 第０５７５号 令和4年5月12日
加藤デンタルオフィス 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央１－２８－１－２Ｆ 045-502-7148 第０３４０号 令和3年10月7日
鴨志田歯科医院 230-0002 横浜市鶴見区江ヶ崎町１２－３３ 045-571-6480 第０６９８号 令和3年12月2日
鶴見駅前Z歯科・矯正歯科 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町１７-２ 互省ビル　４F 045-642-6113 第０７８２号 令和4年6月2日
椎原歯科医院 230-0048 横浜市鶴見区本町通３－１６４－１６ 045-504-6621 第０４４０号 令和3年11月4日
井澤歯科医院 230-0012 横浜市鶴見区下末吉１－１－１８ 045-585-1288 第０６５９号 令和3年11月4日
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 第０５１０号 令和3年12月2日
長崎歯科医院 230-0011 横浜市鶴見区上末吉４－１－２４ 045-571-1532 第０５８２号 令和4年3月3日
新村歯科医院 230-0076 横浜市鶴見区馬場１-８-１ 045-571-5566 第０３５３号 令和3年11月4日
マエダ歯科 230-0012 横浜市鶴見区下末吉１-１２-６ 045-581-5255 第０６６０号 令和3年11月4日
宮川歯科医院 230-0026 横浜市鶴見区市場富士見町１０－１１ 045-521-7662 第００７６号 令和3年12月2日
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 第０４１１号 令和3年11月4日
新百合山手アクザワ歯科医院 215-0004 川崎市麻生区万福寺６-７-２ メディカルモリノビル２F 044-965-4182 第０５５５号 令和4年4月7日
てつお歯科クリニック 211-0053 川崎市中原区上小田中６－２０－３ ＴＤＣビル２Ｆ 044-750-1766 第００２１号 令和3年9月2日
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 第０１９６号 令和3年10月7日
安藤歯科医院 215-0023 川崎市麻生区片平２－６－２３ 044-987-1071 第０１１６号 令和3年10月7日
さくらが丘歯科 213-0025 川崎市高津区蟹ヶ谷４４-４４ 044-740-0203 第０４５１号 令和3年11月4日
向丘歯科クリニック 216-0031 川崎市宮前区神木本町１－９－１ 044-865-5757 第０４８８号 令和3年12月2日
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 第０６６１号 令和3年11月4日
いとう歯科医院 213-0033 川崎市高津区下作延６－４－１０ 044-850-1184 第０７４９号 令和4年5月12日
岩井歯科医院 211-0016 川崎市中原区市ノ坪１８９－４ 044-434-8485 第０５９８号 令和4年5月12日
新川橋クリニック 210-0013 川崎市川崎区新川通２-１ 044-221-8020 第０４２９号 令和3年11月4日
サンライズ歯科クリニック 212-0014 川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎　区画番号２２６ 044-555-3278 第０３３０号 令和3年10月7日
おおかめ歯科クリニック 214-0001 川崎市多摩区菅１－２－３１ プラザクリエイト２０２－Ａ 044-946-3470 第０５６７号 令和4年3月3日
大久保歯科医院 213-0032 川崎市高津区久地４-２４-３０ グリーンスクウェア２F 044-814-4618 第０３５２号 令和3年11月4日
タマ歯科 214-0003 川崎市多摩区菅稲田堤１－１３－２５ 044-944-2552 第０５９５号 令和4年7月7日
生田駅前歯科クリニック 214-0038 川崎市多摩区生田７-９-３ タスコハウス１F 044-299-7255 第０４２７号 令和4年1月6日
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 第０２９６号 令和3年10月7日
岡本歯科医院 216-0032 川崎市宮前区神木１－５－２ 044-855-3060 第０００４号 令和3年9月2日
小川歯科クリニック 213-0011 川崎市高津区久本３－６ パークシティ溝口１－２１３ 044-833-1177 第０６６２号 令和3年11月4日
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 第０６９９号 令和3年12月2日
よつ葉歯科クリニック 210-0022 川崎市川崎区池田１－６－３ 八丁畷クリニックファーム４F 044-271-5855 第０６６３号 令和3年11月4日
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 第０６６４号 令和3年11月4日
武蔵新城歯科 211-0044 川崎市中原区新城１-１３-７ 044-750-8220 第０６６５号 令和3年11月4日
タカミ歯科 212-0055 川崎市幸区南加瀬２－２０－１ 南加瀬ビル１１４号 044-599-8902 第０３１６号 令和3年10月7日
金井歯科医院 210-0006 川崎市川崎区砂子１－２－１２ 044-244-6792 第０６６６号 令和3年11月4日
新丸子デンタルクリニック 211-0005 川崎市中原区新丸子町７３９－２ 044-873-3080 第０７００号 令和3年12月2日
神谷デンタルクリニック大島 210-0835 川崎市川崎区追分町６-１１-１Ｆ 044-344-5050 第０６０８号 令和4年6月2日
川越歯科医院 213-0013 川崎市高津区末長３-２３-５ 044-866-7422 第０１５８号 令和3年10月7日
かわべ歯科 213-0011 川崎市高津区久本１－５－１６ 044-870-0037 第０３９１号 令和3年11月4日
北村医院歯科 211-0022 川崎市中原区苅宿１０-２６ 044-434-6488 第０５３２号 令和4年3月3日
北山歯科クリニック 210-0836 川崎市川崎区大島上町１-６ ウエストフラット１０１ 044-333-2525 第０２７９号 令和3年10月7日
くもい歯科クリニック 213-0004 川崎市高津区諏訪１-９-１ 諏訪平壱番館１０２ 044-814-3322 第０２４７号 令和3年11月4日
スマイルデンタルクリニック梶ヶ谷 213-0033 川崎市高津区下作延４-２７-１０ フォンテ・カミーノ１F 044-872-8664 第０３１２号 令和3年10月7日
こじまウェルネスデンタルクリニック 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１－１１－１ ＤＩＫマンション２１２ 044-871-0885 第０５８５号 令和4年3月3日
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 第００２９号 令和3年9月2日
こやま歯科医院 211-0041 川崎市中原区下小田中６-２１-８ 044-753-2770 第０２４６号 令和3年10月7日
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 第０７５０号 令和4年5月12日
斉藤歯科医院 213-0002 川崎市高津区二子２－８－１０ 044-822-8391 第００２３号 令和3年9月2日
作間歯科 213-0001 川崎市高津区溝口１－１１－２ 044-811-8151 第０２５２号 令和3年10月7日
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 第０３５８号 令和4年1月6日
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 第０２２３号 令和4年1月6日
島歯科医院 211-0036 川崎市中原区井田杉山町２９－６ 044-766-1188 第０６１４号 令和3年8月5日
川崎西口通りデンタルクリニック 212-0015 川崎市幸区柳町６－１ サウザンドパインフォレスト １Ｆ 044-589-8811 第０４１５号 令和3年11月4日
加藤歯科医院 210-0834 川崎市川崎区大島３－１６－１２ 044-245-4800 第０２２４号 令和3年10月7日



髙柴歯科 210-0837 川崎市川崎区渡田１－１－２ リビエール石川２０３ 044-366-5500 第０３３９号 令和3年12月2日
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 第０５７０号 令和4年3月3日
久保木歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田４-３６-１２ 044-333-4090 第０１５４号 令和3年10月7日
田村歯科医院 210-0812 川崎市川崎区東門前１-１７-１ クリエイトビル川崎大師１０１ 044-589-7871 第０２９１号 令和3年12月2日
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 第０７５１号 令和4年5月12日
LIFE STYLE ORAL HEALTH WHITE FAMILY 215-0021 川崎市麻生区上麻生１－１５－１２ 新百合ヶ丘和田文ビル１０２号室 044-966-0800 第０４５２号 令和4年1月6日
徳丸歯科医院 210-0846 川崎市川崎区小田６－５－７ 044-366-4118 第０４５６号 令和3年12月2日
中島歯科医院 216-0043 川崎市宮前区野川台１-２１-１９ 044-751-8241 第０７５２号 令和4年5月12日
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 第０７１０号 令和4年2月10日
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 第０４９０号 令和3年12月2日
中村歯科医院 214-0013 川崎市多摩区登戸新町３６５－２ 044-911-1333 第０４５５号 令和3年11月4日
永島歯科医院 215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘２-４-１２ 044-959-1182 第０７０６号 令和4年1月6日
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 第０７５３号 令和4年5月12日
名取歯科 212-0012 川崎市幸区中幸町４－３５－４－１０１ 044-522-4110 第０４６６号 令和3年12月2日
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 第０５５２号 令和4年2月10日
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 第０２４９号 令和3年11月4日
むさし歯科医院 211-0031 川崎市中原区木月大町１-１ 044-739-4181 第０４６４号 令和4年2月10日
さぎぬまファミリー歯科 216-0005 川崎市宮前区土橋３-３-１ ドューエ・アコルデ１０１ 044-871-1182 第０２５３号 令和3年10月7日
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 第０５６２号 令和4年4月7日
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 第０２８９号 令和3年11月4日
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 第０６０６号 令和4年6月2日
平沼歯科クリニック 216-0022 川崎市宮前区平１－４－１６ 044-866-6006 第０７５４号 令和4年5月12日
ひるまデンタルクリニック 210-0015 川崎市川崎区南町１８－１８ 044-222-4340 第０７５５号 令和4年5月12日
ひろまつデンタルクリニック 214-0012 川崎市多摩区中野島５－２－３７ スーパーマーケット文化堂２Ｆ 044-931-6636 第０７５６号 令和4年5月12日
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 第０２５７号 令和3年10月7日
パール歯科医院 210-0822 川崎市川崎区田町２－１３－１ 044-280-3918 第０７５７号 令和4年5月12日
藤波歯科クリニック 214-0014 川崎市多摩区登戸１８４５ シェモアビル１Ｆ 044-281-7164 第０２６２号 令和3年11月4日
さるや歯科医院 213-0001 川崎市高津区溝口３－１０－３８ 044-822-0121 第０６６７号 令和3年11月4日
古川歯科医院 215-0005 川崎市麻生区千代ヶ丘４-７-５ 044-951-6480 第０６１０号 令和4年8月4日
堀歯科医院 210-0848 川崎市川崎区京町１－１０－９ 044-355-9116 第０５３７号 令和4年3月3日
グリーンデンタルクリニック久地 213-0031 川崎市高津区宇奈根６３７-１ 044-712-4614 第０３４５号 令和3年12月2日
松村歯科 212-0053 川崎市幸区下平間223 044-555-1661 第０２６３号 令和3年12月2日
まつやま歯科医院 211-0051 川崎市中原区宮内４－２２－１１ ＫＲビル２Ｆ 044-777-3110 第０６６８号 令和3年11月4日
的場歯科医院 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西７-２７-２６ 044-988-8225 第０７５８号 令和4年5月12日
はるまちざか歯科・矯正歯科 216-0004 川崎市宮前区鷺沼３－５－１６ フェリーク鷺沼 044-789-8601 第０７５９号 令和4年5月12日
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 第０２２６号 令和3年11月4日
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 第０６６９号 令和3年11月4日
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 第０２６９号 令和3年11月4日
宮川歯科医院 211-0025 川崎市中原区木月1-15-10 044-433-8598 第０１６０号 令和3年10月7日
美しの森デンタルクリニック 216-0011 川崎市宮前区犬蔵２-３８-１５ 044-976-1818 第００６４号 令和3年9月2日
安原歯科医院 212-0057 川崎市幸区北加瀬１-８-５-１０２ 044-588-9215 第０２０２号 令和3年10月7日
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 第０６７０号 令和3年11月4日
矢野歯科医院 212-0024 川崎市幸区塚越４-３３３-９３ 044-542-2775 第０２３６号 令和3年10月7日
高津デンタルクリニック１６３ 213-0001 川崎市高津区溝口３－８－７ 第一鈴勝ビル２階 044-814-0811 第０３６４号 令和3年11月4日
もとき歯科医院 210-0021 川崎市川崎区元木１－２－７ 044-233-6420 第０５２３号 令和4年2月10日
山下歯科医院 213-0001 川崎市高津区溝口１-２４-５ 044-844-4618 第０１２６号 令和3年11月4日
やましろ歯科クリニック 211-0025 川崎市中原区木月３-５２-１ メゾンえびす１F 044-455-0648 第０５６４号 令和4年3月3日
夢見ヶ崎パーク歯科 212-0054 川崎市幸区小倉１-３-１４ 044-599-3191 第０４３７号 令和4年1月6日
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 第０７８５号 令和4年7月7日
横山歯科医院 215-0011 川崎市麻生区百合丘１－６－２０ 044-951-1434 第０６２７号 令和3年10月7日
吉江歯科診療所 213-0014 川崎市高津区新作６-１６-３ 044-877-3231 第０２９４号 令和4年1月6日
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 第０４１７号 令和3年11月4日
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 第０７６０号 令和4年5月12日
よしだ・ファミリー・歯科 211-0025 川崎市中原区木月１-２７-１２ 近藤ビル２F　C号室 044-433-3088 第０２９８号 令和3年10月7日
中野島歯科医院 214-0012 川崎市多摩区中野島３－１４－１ イグレック２Ｆ 044-281-0615 第０３３５号 令和3年10月7日
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 第０１０６号 令和3年11月4日
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 第００９８号 令和3年9月2日
あさかわ歯科医院 252-0143 相模原市緑区橋本６－３６－１ グラントーレ橋本２Ｆ 042-772-5920 第０１２０号 令和3年10月7日
鶴園歯科医院 252-0318 相模原市南区上鶴間本町７-１０-２７ 042-767-2226 第０６１３号 令和4年8月4日
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 第００４１号 令和3年9月2日
石川歯科医院 252-0324 相模原市南区相武台２－１４－２３ 046-255-5650 第０２３７号 令和3年10月7日
石渡歯科クリニック 252-0331 相模原市南区大野台６－１８－３４ 042-730-8122 第０５７２号 令和4年3月3日
まるさき歯科クリニック 252-0243 相模原市中央区上溝１６８１－８ 042-733-8322 第０５７３号 令和4年3月3日
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 第０５４８号 令和4年4月7日
内田歯科医院 252-0226 相模原市中央区陽光台２-４-６ 042-757-1876 第０５５０号 令和4年3月3日
えだ歯科医院 252-0321 相模原市南区相模台２-１４-８ 042-744-1504 第０１３９号 令和3年10月7日
レアルデンタルクリニック 252-0237 相模原市中央区千代田３－３－２ 042-750-7506 第０１１４号 令和3年10月7日
おくもり歯科医院 252-0232 相模原市中央区矢部３－６－３ 042-751-7964 第００２５号 令和3年10月7日
落合歯科医院 252-0184 相模原市緑区小渕１６７７ 042-687-2645 第００７０号 令和3年9月2日
カジノ歯科医院 252-0311 相模原市南区東林間６-２６-１ 042-742-9482 第０１５７号 令和3年12月2日
歯科川﨑医院 252-0243 相模原市中央区上溝３１７５－１ 042-756-1113 第０３７６号 令和3年11月4日
中央歯科医院 252-0239 相模原市中央区中央２-７-９ 042-756-5046 第００５０号 令和3年9月2日
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 第００８２号 令和3年11月4日
小島歯科医院 252-0111 相模原市緑区川尻４１７６ 042-782-7841 第０６７１号 令和3年11月4日
後藤歯科医院 252-0206 相模原市中央区淵野辺３-２１-１１ 042-752-1213 第００８１号 令和3年9月2日
佐伯歯科医院 252-0332 相模原市南区西大沼１－３３－２６ 042-753-6880 第０５２８号 令和4年3月3日
さとう歯科クリニック 252-0143 相模原市緑区橋本６－２－３ 042-700-1121 第０３９４号 令和4年1月6日
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 第００９６号 令和3年9月2日
篠原歯科医院 252-0313 相模原市南区松が枝町９-１６ 042-746-2200 第０１９９号 令和3年12月2日
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 第００９３号 令和3年10月7日
杉山歯科医院 252-0326 相模原市南区新戸１９３９－１９ 046-257-2228 第０２１２号 令和3年11月4日
のりﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0242 相模原市中央区横山３丁目２６番１２号 042-707-1850 第０１７９号 令和3年10月7日
鈴木歯科医院 252-0321 相模原市南区相模台２-１８-３ 042-747-2628 第００９７号 令和3年10月7日
サウザンロードデンタルクリニック 252-0321 相模原市南区相模台1-14-20 042-765-8020 第０３０２号 令和3年10月7日
関戸歯科医院 252-0156 相模原市緑区青山２５２５-4 042-784-0603 第０４４６号 令和3年11月4日
あすとら歯科クリニック相模原 252-0215 相模原市中央区氷川町３-５ 042-707-7997 第０４５８号 令和3年11月4日
歯科川﨑医院あいおい 252-0235 相模原市中央区相生１-６-４ 042-707-0444 第０６７２号 令和3年11月4日
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 第００３８号 令和3年10月7日
塚田医院歯科 252-0143 相模原市緑区橋本1-17-20 042-772-6877 第０１１９号 令和3年10月7日
鶴山歯科クリニック 252-0303 相模原市南区相模大野６－７－１　 モカコート１Ｆ 042-705-0751 第０７６１号 令和4年5月12日
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 第０１０３号 令和3年10月7日
とみた歯科クリニック 252-0335 相模原市南区下溝５９９-６ 042-777-0089 第０５１７号 令和4年1月6日
福富歯科クリニック 252-0232 相模原市中央区矢部３-４-１ 八木ビル１F 042-755-5505 第００７４号 令和3年9月2日
歯科川﨑医院中央 252-0239 相模原市中央区中央４－５－９ ロアジス相模原Ｋビル１F 042-707-7377 第０７０１号 令和3年12月2日
永尾歯科医院 252-0206 相模原市中央区淵野辺４-１１-１ 042-759-0366 第００３０号 令和3年10月7日



相模大野ミナミ歯科 252-0303 相模原市南区相模大野８-１４-２　１Ｆ 042-705-2325 第０５５８号 令和4年2月10日
ひだまり歯科医院 252-0226 相模原市中央区陽光台２－１－３ 042-768-7528 第０７０２号 令和3年12月2日
原歯科医院 252-0131 相模原市緑区西橋本２－１７－８ ウェスト橋本１Ｆ 042-779-9877 第０６１１号 令和4年8月4日
樋口歯科医院 252-0239 相模原市中央区中央３－１０－１５ 042-752-6677 第０１８０号 令和3年10月7日
檜原歯科医院 252-0239 相模原市中央区中央４-６-４ 042-754-6619 第００９０号 令和3年9月2日
星歯科矯正 252-0232 相模原市中央区矢部４-１２-１１ 042-755-0822 第０５３０号 令和4年3月3日
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 第００６３号 令和3年9月2日
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 第０４２０号 令和3年12月2日
宮内歯科クリニック 252-0317 相模原市南区御園２-１-１５ レトワール１F 042-740-1918 第０１０５号 令和3年9月2日
宗正歯科医院 252-0137 相模原市緑区二本松４－３１－９ 042-773-8281 第００８４号 令和3年11月4日
山田歯科医院 252-0231 相模原市中央区相模原４-７-１０ エスプラザビル１F 042-786-8081 第００５２号 令和3年9月2日
あのたに歯科医院 252-0233 相模原市中央区鹿沼台１－１４－８ フローラビル２Ｆ 042-757-4118 第０７８３号 令和4年6月2日
上鶴間歯科医院 252-0303 相模原市南区相模大野９－１５－２８ 042-767-2342 第００１１号 令和3年9月2日
Yスマートデンタルクリニック 252-0232 相模原市中央区矢部３-１７-１５ 042-704-8217 第０１６５号 令和3年10月7日
アイリス歯科医院 252-0331 相模原市南区大野台１ー１８－２１ 042-711-7723 第０６７３号 令和3年11月4日
本町歯科医院 252-0202 相模原市中央区淵野辺本町５-２１-１３ 042-769-5234 第０３８０号 令和4年1月6日
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 第０３７３号 令和3年11月4日
飯田歯科医院 238-0008 横須賀市大滝町２-４-５ 山本ビル４F 046-826-0830 第０２２０号 令和3年10月7日
五十嵐歯科医院 238-0045 横須賀市東逸見町２－７７ 046-822-2620 第０７６２号 令和4年5月12日
石渡歯科医院 238-0012 横須賀市安浦町２－２７－２ IDビル２F 046-827-1551 第０７１１号 令和4年2月10日
神奈川歯科大学附属病院 238-8570 横須賀市小川町１-２３ 046-822-8810 第０３６３号 令和3年11月4日
内一歯科医院 238-0006 横須賀市日の出町１-１２ 046-823-1180 第０４１４号 令和4年1月6日
栄町歯科診療所 238-0031 横須賀市衣笠栄町２-２４ 衣笠駅前ビル １F 046-851-5186 第０１９４号 令和3年11月4日
鎌田歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜２－２－１４ 046-834-1188 第０６７４号 令和3年11月4日
ゆうデンタルクリニック横須賀 239-0807 横須賀市根岸町３－３－５ Ｊフラット１Ｆ 046-884-8235 第０５０３号 令和4年1月6日
岩戸歯科クリニック 239-0844 横須賀市岩戸４-１４-１ 046-849-1875 第０７８６号 令和4年7月7日
小池歯科医院 239-0841 横須賀市野比１-２０-１ 046-847-0840 第０１０２号 令和3年11月4日
第二兒玉歯科医院 238-0022 横須賀市公郷町１丁目６０－２ 046-874-8485 第０４４４号 令和3年11月4日
ひとし歯科医院 239-0807 横須賀市根岸町３-１４-６ 斉田ビル２F 046-833-1237 第０４２１号 令和3年11月4日
さいとう歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜４-１１-１５ ライフコンフォート久里浜３Ｆ 046-833-5582 第０５５６号 令和4年3月3日
佐久間歯科医院 238-0042 横須賀市汐入町２－３７ 046-823-2545 第０６０３号 令和4年6月2日
白川歯科医院 239-0807 横須賀市根岸町1-2-24 046-835-8655 第０６１８号 令和3年9月2日
杉山歯科医院 239-0802 横須賀市馬堀町２－２－３１ 046-844-3223 第００１０号 令和3年9月2日
星陵歯科医院 239-0842 横須賀市長沢１－３７－３ 046-848-8488 第０６７５号 令和3年11月4日
鶴が丘歯科 238-0056 横須賀市鶴が丘1-2-15 046-827-2277 第０２８５号 令和4年5月12日
まごころ歯科 238-0012 横須賀市安浦町３－１３　 木光クリニックビル３０１ 046-854-6660 第０６７６号 令和3年11月4日
タクマ歯科医院 239-0831 横須賀市久里浜４-２-９ 046-835-2400 第０１９３号 令和3年11月4日
田澤歯科医院 237-0075 横須賀市田浦町２-８３ 046-861-8148 第０４７０号 令和3年12月2日
湘南山手歯科医院 239-0804 横須賀市吉井３－１０－８ 046-837-8041 第０１５３号 令和3年10月7日
衣笠ヘルスケア歯科・矯正歯科 238-0041 横須賀市衣笠栄町１-４０ 046-853-8026 第０２６８号 令和3年10月7日
野村歯科医院 237-0064 横須賀市追浜町２－６ 046-866-4180 第０１１２号 令和3年12月2日
北久里浜歯科医院 239-0807 横須賀市根岸町３－１５－１１ 046-830-5500 第０６７７号 令和3年11月4日
プラザデンタルクリニック 238-0041 横須賀市本町２-１-１２ コースカベイサイドストアーズ５F 046-821-2501 第０１６４号 令和3年10月7日
久里浜グリーン歯科 239-0831 横須賀市久里浜１-３-１７ 鈴栄メディカルビル３F 046-834-9190 第０２２８号 令和3年10月7日
まつざわ歯科医院 240-0101 横須賀市長坂３－６－３１ 046-856-2587 第０５９４号 令和4年4月7日
三上歯科医院 238-0224 三浦市三崎町諸磯５０ 046-882-1801 第０７６３号 令和4年5月12日
宮田歯科医院 239-0804 横須賀市吉井４－１－１ 046-830-5200 第０１１５号 令和3年10月7日
汐入駅前歯科 238-0041 横須賀市本町３-２７ ベイスクエアよこすか一番館横須賀アプト２F 046-820-0811 第０６７８号 令和3年11月4日
弓削歯科医院 238-0101 三浦市南下浦町上宮田３１６６－２１ 046-889-0640 第０３００号 令和3年12月2日
衣笠仲通り歯科医院 238-0031 横須賀市衣笠栄町１－７０ 大柳ビル１Ｆ 046-853-8111 第０５８４号 令和4年3月3日
小野山歯科医院 240-0113 三浦郡葉山町長柄７９４－１ 046-876-3008 第０３２４号 令和3年11月4日
Ｋデンタルクリニック 249-0006 逗子市逗子７-１２-３６ 046-873-5502 第０７６４号 令和4年5月12日
川本歯科医院 240-0111 三浦郡葉山町一色２１５３－１ 046-875-4181 第０６０７号 令和4年6月2日
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 第０５３５号 令和4年3月3日
沼田歯科医院 240-0111 三浦郡葉山町一色３７０ 稲子ビル２Ｆ 046-875-3030 第０６２８号 令和3年10月7日
松岡歯科医院 249-0001 逗子市久木３-１０-１１ 046-873-4618 第００１２号 令和3年9月2日
東逗子歯科医院 249-0004 逗子市沼間１-５-１２ ラ・ガール東逗子１Ｆ 046-872-4184 第０１２４号 令和3年10月7日
ノブデンタルクリニック 249-0006 逗子市逗子５-９-２３ 046-845-9688 第０２８１号 令和3年10月7日
いがらし歯科医院 247-0066 鎌倉市山崎１２２２-２３ かまくらテラス１F 0467-41-4182 第０７６５号 令和4年5月12日
いずみ歯科医院 248-0022 鎌倉市常盤５３０ 0467-31-9001 第０６７９号 令和3年11月4日
鎌倉小野歯科クリニック 248-0027 鎌倉市笛田３－１６－１ そうてつローゼン３Ｆ 0467-33-1180 第０２３２号 令和3年12月2日
さかむら歯科医院 247-0056 鎌倉市大船１－６－２ 0467-44-0788 第００９９号 令和3年9月2日
渋谷歯科医院 248-0016 鎌倉市長谷２－１４－１２ 0467-22-8249 第０７６６号 令和4年5月12日
しろた歯科 247-0061 鎌倉市台３-９-２９ トムグレース鎌倉１F 0467-42-8882 第０１１０号 令和3年10月7日
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 第０１９７号 令和3年10月7日
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 第０３４１号 令和3年10月7日
湘南鎌倉歯科・矯正歯科 248-0027 鎌倉市笛田５－４－２３ 046-738-6010 第００４７号 令和3年10月7日
鶴岡歯科医院 248-0012 鎌倉市御成町７－８ 御成ever ３Ｆ 0467-22-8222 第００３４号 令和3年9月2日
原歯科医院 248-0007 鎌倉市大町１-１８-１２ 0467-61-3430 第０２５４号 令和3年10月7日
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 第０３９２号 令和3年11月4日
大船中央病院附属歯科診療所 247-0056 鎌倉市大船６-２-２４ 大船中央病院内 0467-47-3638 第００８６号 令和3年9月2日
又吉歯科医院 247-0055 鎌倉市小袋谷５５３-５ 0467-43-2598 第００６６号 令和3年9月2日
鎌倉大町歯科 248-0007 鎌倉市大町４-１-７ 0467-81-4488 第０７９０号 令和4年8月4日
モモイ歯科医院 247-0072 鎌倉市岡本２-１２-５ 0467-45-6149 第０５９６号 令和4年5月12日
小町歯科医院 248-0006 鎌倉市小町１－１０－３４ 0467-25-3773 第０２０１号 令和3年10月7日
渡辺歯科医院 248-0013 鎌倉市材木座１－１２－７ 0467-25-1946 第０４２８号 令和3年12月2日
秋元宏恵歯科クリニック 251-0023 藤沢市鵠沼花沢町１－９ 0466-28-4181 第０７６７号 令和4年5月12日
阿南歯科医院 252-0813 藤沢市亀井野１-２-1 安藤ビル１F 0466-83-5227 第０４９９号 令和3年12月2日
ラフランス歯科クリニック 251-0051 藤沢市白旗１-１-１ コミ―湘南１F 0466-81-2050 第０７６８号 令和4年5月12日
いざき歯科クリニック 251-0861 藤沢市大庭５０６１-２ イオン藤沢店３F 0466-88-8148 第００３９号 令和3年9月2日
ひろちかデンタルクリニック 251-0031 藤沢市鵠沼藤が谷２-１２-８ 0466-54-0808 第０２４２号 令和3年10月7日
伊藤歯科医院 251-0001 藤沢市西富１－２－３ 0466-26-0709 第０７０３号 令和3年12月2日
鶴田歯科医院 251-0875 藤沢市本藤沢６－１－９ 0466-81-7781 第０３４６号 令和3年11月4日
遠見歯科医院 251-0037 藤沢市鵠沼海岸２-２-１３ 0466-36-1181 第０６２９号 令和3年10月7日
浜見山歯科医院 251-0045 藤沢市辻堂東海岸１-１１-２７ 0466-33-8048 第０４２５号 令和3年12月2日
川村歯科クリニック 251-0025 藤沢市鵠沼石上１-８-５ 0466-25-4618 第０１３８号 令和3年10月7日
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 第０５７６号 令和4年3月3日
辻堂デンタルクリニック 251-0042 藤沢市辻堂新町1-17-24 豊信ビル１F 0466-33-8477 第０２６７号 令和3年10月7日
コモダ歯科医院 251-0037 藤沢市鵠沼海岸３－３－１ 0466-33-3982 第００２７号 令和3年10月7日
近藤歯科医院 252-0804 藤沢市湘南台４-１６-２ 0466-42-0418 第００７９号 令和3年9月2日
ささき歯科医院 251-0038 藤沢市鵠沼松が岡４－１－１３ 0466-28-8241 第０６３０号 令和3年10月7日
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 第０６８０号 令和3年11月4日
関根歯科医院 251-0043 藤沢市辻堂元町１-２-１２ 0466-36-6444 第０１０４号 令和3年9月2日
たかぎ歯科医院 251-0876 藤沢市善行坂１－５－２３ ＨＡＳＥＧＡＷＡ ＢＬＤ ２階 0466-81-6489 第００５５号 令和3年9月2日
高橋歯科医院 251-0055 藤沢市南藤沢８－３ プレジデント藤沢１１２ 0466-26-1398 第０５８３号 令和4年3月3日



つのだ歯科クリニック 252-0804 藤沢市湘南台７-３-１０ 0466-41-0418 第０１８１号 令和3年10月7日
永村歯科クリニック 251-0016 藤沢市弥勒寺１－２－１０－１ 0466-24-5776 第０００５号 令和3年9月2日
にしお歯科クリニック 251-0052 藤沢市藤沢２－１－１７　３Ｆ－Ｅ 0466-55-2400 第０７８７号 令和4年7月7日
ひらの歯科医院 252-0823 藤沢市菖蒲沢６１１－１ 0466-49-1382 第００８９号 令和3年10月7日
片瀬歯科医院 251-0035 藤沢市片瀬海岸１－１３－１５ ライオンズマンション湘南江ノ島２０４ 0466-27-4182 第０４９４号 令和3年12月2日
藤原歯科クリニック 251-0871 藤沢市善行２－２０－４－１Ｆ 0466-83-2468 第０４７２号 令和3年12月2日
ルミネ藤沢歯科 251-0052 藤沢市藤沢４３８－１ ルミネプラザ７Ｆ 0466-50-4182 第０７６９号 令和4年5月12日
藤が岡デンタルクリニック 251-0004 藤沢市藤が岡２－１３－１３ 0466-25-6192 第０６８１号 令和3年11月4日
星谷歯科医院 252-0804 藤沢市湘南台４－１－１９ 0466-45-3400 第０７７０号 令和4年5月12日
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 第０５２１号 令和4年3月3日
柄沢橋歯科 251-0004 藤沢市藤が岡３－９－１ 0466-24-0777 第００２８号 令和3年9月2日
桜ヶ丘駅前歯科 242-0024 大和市福田５５２３－１２ 046-259-9269 第０１６７号 令和3年10月7日
あらかわ歯科医院 252-1127 綾瀬市早川城山１－３－２２ 0467-70-4618 第０６３１号 令和3年10月7日
いしだ歯科クリニック 242-0007 大和市中央林間４-２６-１８ アメニティーヒル１F 046-259-8262 第０１３２号 令和3年12月2日
今宮歯科医院 242-0021 大和市中央２－３－１３ 046-200-5900 第０００３号 令和3年10月7日
大川原歯科医院 242-0024 大和市福田５５２１-７ 046-268-1288 第０１６８号 令和3年11月4日
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 第００７７号 令和3年12月2日
K.DENTAL CLINIC 242-0003 大和市林間１-４-６ イーストワンビル２F 046-275-3332 第０３３６号 令和3年10月7日
ちひろ歯科医院 242-0016 大和市大和南２-１０-４ 山善ビル２F 046-262-7337 第００９１号 令和3年9月2日
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 第０２７３号 令和3年11月4日
こじょう歯科 242-0006 大和市南林間６－４－２９ 046-274-9350 第０５７１号 令和4年5月12日
斉藤歯科クリニック 242-0002 大和市つきみ野４－３－１８ 046-276-8241 第０６３２号 令和3年10月7日
柴垣歯科医院 252-1124 綾瀬市吉岡２３６６-１ 0467-76-1889 第００４６号 令和3年10月7日
武内歯科医院 252-1131 綾瀬市寺尾北３-１２-３２ 0467-78-3020 第０１４５号 令和3年10月7日
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 第０３１８号 令和3年10月7日
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 第０１１１号 令和3年10月7日
徳永歯科医院 252-1121 綾瀬市小園１３２８－６７ 0467-76-8801 第０４７６号 令和3年12月2日
とみた歯科医院 252-1107 綾瀬市深谷中２-３-１２ 0467-53-8133 第０５６８号 令和4年4月7日
大和駅前歯科 242-0016 大和市大和南１－５－１７ 046-261-0552 第０２８７号 令和3年10月7日
小俣歯科医院 242-0006 大和市南林間１－３－９ 046-274-0462 第００５９号 令和3年9月2日
花村歯科医院 252-1114 綾瀬市上土棚南１－１１－９ ヒルバレーワタイ２０１ 0467-78-7100 第００４３号 令和3年9月2日
林歯科医院 242-0003 大和市林間１－６－１１ 046-276-4618 第０２１７号 令和3年10月7日
平田歯科医院 242-0005 大和市西鶴間１-１７-１ 芙蓉ビル２F 046-274-4108 第０１４１号 令和3年10月7日
ひらの歯科医院 242-0021 大和市中央４－１－２ 近藤ビル２Ｆ 046-262-3663 第０２９２号 令和3年10月7日
三國歯科医院 242-0017 大和市大和東１－５－１２ 046-264-0061 第０２３９号 令和3年10月7日
水野歯科医院 242-0006 大和市南林間３－２－５ 046-276-5438 第０４０８号 令和3年12月2日
田尻下歯科医院 242-0002 大和市つきみ野５－１４－１５ 046-275-2141 第００３２号 令和3年10月7日
歯科エメラルド茅ヶ崎 253-0044 茅ヶ崎市新栄町６－１４ ザパークハウス茅ヶ崎１０１ 0467-88-5722 第００６８号 令和3年9月2日
飯田デンタルオフィス 253-0021 茅ヶ崎市浜竹４-７-６４ 0467-84-1030 第０３３７号 令和3年10月7日
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 第０７７１号 令和4年5月12日
井上歯科医院 253-0111 高座郡寒川町一之宮３－３８－１６ 0467-74-6480 第０７７２号 令和4年5月12日
岩田歯科医院 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北２-２-３ 0467-82-3627 第０３７１号 令和3年11月4日
海老原歯科　茅ヶ崎円蔵 253-0084 茅ヶ崎市円蔵１-２３-１１ 0467-33-4105 第０６８２号 令和3年11月4日
海老原歯科 253-0062 茅ヶ崎市浜見平１１-１ BRANCH　茅ヶ崎　２Ｆ 0467-40-4826 第０６８３号 令和3年11月4日
遠藤歯科医院 253-0056 茅ヶ崎市共恵１-１-５ B.L.D　NAGASHIMA　４F 0467-86-2777 第０５６３号 令和4年2月10日
茅ヶ崎パーク歯科クリニック 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎３-５-１６ イオン茅ヶ崎中央SC　３F 0467-59-0461 第０４９３号 令和4年2月10日
神部歯科医院 253-0101 高座郡寒川町倉見２０３５ 0467-75-8200 第０１４３号 令和3年10月7日
北村歯科医院 253-0061 茅ヶ崎市南湖２－１３－４２ 0467-86-0037 第０４３６号 令和3年11月4日
きむら歯科医院 253-0086 茅ヶ崎市浜之郷８４１-５ 0467-86-6315 第０３９３号 令和4年2月10日
こぼり歯科 253-0044 茅ヶ崎市新栄町７-１３ 0467-84-0411 第０４１９号 令和4年1月6日
佐々木歯科医院 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北４－２－２１ 0467-85-7767 第０７７３号 令和4年5月12日
佐藤歯科医院 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北２－７－２３ 0467-85-7575 第０７８８号 令和4年7月7日
白井歯科医院 253-0111 高座郡寒川町一之宮１-９-２２ 0467-74-6201 第０２６５号 令和3年10月7日
寒川歯科医院 253-0113 高座郡寒川町大曲３-１-１６ 0467-74-4121 第０３７５号 令和3年11月4日
エメロード歯科クリニック 253-0044 茅ヶ崎市新栄町８-８-２０１ 0467-58-9924 第０１５１号 令和3年10月7日
玉井歯科 253-0105 高座郡寒川町岡田５-５-６ 湘南寒川医療モール５F 0467-72-3850 第０３９５号 令和3年12月2日
つぼ川歯科医院 253-0105 高座郡寒川町岡田１－１６－１ 0467-74-4567 第０４０２号 令和3年11月4日
とがの歯科医院 253-0022 茅ヶ崎市松浪１-１-１ 0467-82-4182 第０５８６号 令和4年3月3日
とびた歯科・口腔外科クリニック 253-0101 高座郡寒川町倉見２８７８-１ 0467-72-1155 第０５７７号 令和4年3月3日
中川歯科医院 253-0105 高座郡寒川町岡田２－１３－１８ ダイヤモンドプラザ２Ｆ 0467-74-7033 第０１７２号 令和3年11月4日
永海歯科医院 253-0021 茅ヶ崎市浜竹３－３－３０ エクレール湘南辻御堂１Ｆ 0467-82-8803 第０４３０号 令和3年11月4日
西村歯科医院 253-0105 高座郡寒川町岡田７-４-３ 0467-74-1512 第０２０８号 令和3年10月7日
茅ヶ崎スクエア歯科クリニック 253-0043 茅ヶ崎市元町１６-５ 0467-82-1459 第０３３３号 令和3年10月7日
堀歯科診療所 253-0002 茅ヶ崎市高田５-２-８ 0467-50-0886 第０６０５号 令和4年6月2日
宮歯科医院 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南２-６-２８ 0467-85-8129 第０３３４号 令和3年10月7日
山田歯科クリニック 253-0045 茅ヶ崎市十間坂２－１－４６ 0467-82-1180 第０１２７号 令和3年10月7日
後藤歯科医院 253-0105 高座郡寒川町岡田５－１４－１５ 0467-74-4618 第０６８４号 令和3年11月4日
和田歯科医院 253-0002 茅ヶ崎市高田５－１－１９ 0467-51-8222 第０１８９号 令和3年11月4日
有近歯科医院 255-0003 中郡大磯町大磯１０６２ 0463-61-6060 第０４３８号 令和3年11月4日
石黒歯科医院 254-0013 平塚市田村5-5-11 0463-54-5024 第０６３３号 令和3年10月7日
上杉歯科医院 259-0123 中郡二宮町二宮１９３１ 0463-72-4168 第００５１号 令和3年9月2日
おかだ歯科医院 254-0077 平塚市東中原１-６-５ 0463-53-0989 第００３１号 令和3年9月2日
岡本歯科医院 254-0035 平塚市宮の前３－７ リブレ平塚宮の前２Ｆ 0463-23-8108 第０６１９号 令和3年9月2日
湘南パーク歯科・矯正クリニック 259-1206 平塚市真田３－２－１０ 0463-75-8817 第０３６２号 令和4年1月6日
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 第０３１３号 令和3年10月7日
小林歯科医院 259-0112 中郡大磯町国府新宿１６２ 0463-71-0573 第０００１号 令和3年9月2日
こばやし歯科医院 254-0813 平塚市袖ケ浜１８－２２ 0463-23-4618 第０３８１号 令和3年11月4日
まいか歯科医院 254-0013 平塚市田村２-１１-１８ １階 0463-51-2080 第０３０１号 令和3年10月7日
こんどう歯科医院 254-0915 平塚市出縄２０５－１ 0463-73-8880 第０３１７号 令和3年10月7日
青い鳥歯科クリニック 255-0003 中郡大磯町大磯１０３９ 0463-74-6480 第０５３１号 令和4年1月6日
杉崎歯科医院 254-0045 平塚市見附町３１－３ 0463-31-2849 第０４８５号 令和3年12月2日
杉山歯科医院 254-0073 平塚市西八幡３－１１－２２ 0463-22-1627 第０６８５号 令和3年11月4日
杉山デンタルクリニック 259-1215 平塚市寺田縄１０２９－１ 0463-58-4781 第０５１５号 令和4年1月6日
高山歯科医院 254-0811 平塚市八重咲町５－１ Ｎビル２Ｆ 0463-23-8288 第０５８８号 令和4年3月3日
田島歯科医院 254-0013 平塚市田村６－４－１７ 0463-55-0025 第０６３４号 令和3年10月7日
福山歯科医院 254-0042 平塚市明石町５－１８ 0463-21-0924 第０７７４号 令和4年5月12日
フジエ歯科医院 259-0132 中郡二宮町緑が丘１－７－４ 0463-71-8787 第０４６０号 令和3年11月4日
ごてん歯科クリニック 254-0065 平塚市南原２－６－２５ 0463-75-8902 第０１６９号 令和3年10月7日
増井歯科医院 254-0012 平塚市大神１６４０－５ 0463-54-7319 第００１３号 令和3年9月2日
松本歯科医院 255-0005 中郡大磯町西小磯１６２ 0463-61-7750 第０２３１号 令和3年10月7日
水永歯科医院 254-0912 平塚市高根１３ 0463-35-4618 第０５２２号 令和4年2月10日
簑島歯科医院 259-0112 中郡大磯町国府新宿４０２ 0463-72-2814 第０４３５号 令和3年11月4日
諸星歯科医院 254-0815 平塚市桃浜町９-７ 0463-34-8448 第００１８号 令和3年9月2日
吉野歯科医院 254-0902 平塚市徳延７５３－３ 0463-34-6464 第０７０７号 令和4年1月6日
いちかわ歯科医院 250-0875 小田原市南鴨宮２-２７-１１ 0465-47-0550 第０４４２号 令和3年12月2日



柏木歯科医院 250-0012 小田原市本町１-１-１２ 0465-24-2352 第０１７５号 令和3年11月4日
慶歯科医院 250-0863 小田原市飯泉９６３－３ 0465-47-1688 第０６１２号 令和4年8月4日
加藤歯科医院 250-0013 小田原市南町３－１－４２ 0465-22-4049 第０７７５号 令和4年5月12日
湯河原歯科医院 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥２－１６－６ 0465-62-6969 第０６８６号 令和3年11月4日
川瀬歯科医院 256-0816 小田原市酒匂２－４１－３２ 0465-49-3181 第０６８７号 令和3年11月4日
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 第０１９１号 令和3年11月4日
こうの歯科診療所 250-0874 小田原市鴨宮６０１－５ 0465-48-5455 第０２３５号 令和3年10月7日
小林歯科医院 256-0805 小田原市上町２９ 0465-43-3780 第０２９０号 令和3年10月7日
杉﨑歯科医院 250-0011 小田原市栄町１-５-２０ 大邦ビル２F 0465-24-1388 第０６３５号 令和3年10月7日
杉山歯科医院 250-0042 神奈川県小田原市荻窪４３３ 0465-35-5820 第０３７９号 令和3年11月4日
鈴木歯科医院 256-0812 小田原市国府津２-３-２１ 0465-48-4648 第０７１３号 令和4年3月3日
髙木歯科医院 259-0301 足柄下郡湯河原町中央１－１６１７－２２ 0465-62-9389 第０５２５号 令和4年2月10日
白山歯科クリニック 250-0001 小田原市扇町３－２７－２０ 0465-35-8110 第０４３１号 令和3年11月4日
難波歯科 250-0852 小田原市栢山２３４０ 0465-36-9639 第００５４号 令和3年9月2日
早野歯科医院 250-0013 小田原市南町４-１-１ 0465-24-6201 第００６２号 令和3年9月2日
廣井歯科医院 250-0865 小田原市蓮正寺４８-２９ 0465-37-6010 第０７０４号 令和3年12月2日
ひまわり歯科医院 250-0853 小田原市堀之内193-5 0465-39-4618 第０５０１号 令和3年12月2日
よしだデンタルクリニック 256-0806 小田原市小船172-12 0465-43-4182 第０６３６号 令和3年10月7日
まこと歯科医院 243-0816 厚木市林４-２-１０ 046-224-0014 第０５８０号 令和4年3月3日
秋山歯科医院 243-0003 厚木市寿町２－４－９ 046-224-3388 第０３３１号 令和3年10月7日
かつみ歯科医院 243-0125 厚木市小野２４０ 046-250-2622 第０５０５号 令和4年5月12日
歯科伊藤医院 243-0038 厚木市愛名１２９５ 046-248-1751 第０１４４号 令和3年10月7日
上杉歯科医院 243-0803 厚木市山際４２１-５ 046-246-1118 第０７７６号 令和4年5月12日
榎本歯科医院 243-0018 厚木市中町３-９-１ 046-221-0448 第０１８８号 令和3年11月4日
アピ歯科クリニック 243-0213 厚木市飯山２０８６－１８ 046-243-6480 第０７７７号 令和4年5月12日
鍵和田歯科医院 243-0018 厚木市中町２-７-３ 046-221-2163 第０４４８号 令和3年11月4日
きたやま歯科クリニック 243-0203 厚木市下荻野１２９０-２ 046-242-4618 第０３５４号 令和3年12月2日
コシ毛利台歯科 243-0037 厚木市毛利台２－２－１８ 046-247-5433 第０７７８号 令和4年5月12日
仁厚会病院 243-0018 厚木市中町３-８-１１ 046-221-3330 第０４７７号 令和3年12月2日
さかえ歯科クリニック 243-0018 厚木市中町３-３-９ 厚木アーバンプラザ５Ｆ 046-224-8408 第０４８２号 令和4年2月10日
さとう歯科クリニック 243-0816 厚木市林１-２０-２４ 046-297-6480 第０００９号 令和3年9月2日
大澤歯科医院 243-0027 厚木市愛甲東１-１-３４ 046-228-1078 第０３７０号 令和4年5月12日
山際鈴木歯科医院 243-0803 厚木市山際７８０－１５ 046-246-1818 第０１３４号 令和3年10月7日
すわ歯科医院 243-0203 厚木市下荻野５８０－１ 046-291-0045 第００２６号 令和3年9月2日
ぜんば歯科クリニック 243-0004 厚木市水引１－１－５ ラグゼナ本厚木１F 046-295-8885 第０６８８号 令和3年11月4日
高橋歯科医院 243-0201 厚木市上荻野２５０-３ 046-241-8851 第０５４０号 令和4年1月6日
中島歯科医院 243-0805 厚木市中依知８５－１－１０４ 046-245-7445 第０４００号 令和3年11月4日
歯科なかむら 243-0013 厚木市泉町１３－６ 光正ビル１Ｆ 046-228-6800 第０７０８号 令和4年1月6日
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 第０４２２号 令和3年12月2日
にいろ歯科 243-0122 厚木市森の里１－３５－１ 森の里ショッピングプラザ６号 046-248-1182 第０１７７号 令和3年10月7日
橋口歯科 243-0018 厚木市中町４－１４－６ パティオビル３Ｆ 046-224-7474 第０６０２号 令和4年7月7日
荻野歯科医院 243-0203 厚木市下荻野９８２ 046-241-9966 第０２０９号 令和3年11月4日
愛甲石田歯科医院 243-0035 厚木市愛甲１-４-３ 安田屋ビル２F 046-248-6766 第０１８３号 令和3年10月7日
そのみ歯科医院 243-0023 厚木市戸田２４６８－２９ 046-228-8464 第０５０４号 令和3年12月2日
八木歯科クリニック 243-0307 愛甲郡愛川町半原２７１０-１ 046-281-7887 第００９２号 令和3年9月2日
和田歯科ミノワ診療所 243-0301 愛甲郡愛川町角田２３０－４ 046-286-6164 第０５９７号 令和4年5月12日
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 第０４４５号 令和3年12月2日
かたおか歯科クリニック 243-0432 海老名市中央２-４-４０ 第２東宝ビル３F 046-233-1182 第０７７９号 令和4年5月12日
海老名歯科口腔外科クリニック 243-0432 海老名市中央３－３－１８ 中村第１ビル１F 046-204-8773 第０３０４号 令和3年10月7日
ベル歯科医院 243-0432 海老名市中央１－２０－４３ 046-234-0880 第０３０８号 令和3年11月4日
鈴木歯科医院 243-0413 海老名市国分寺台５-１３-１２ 046-232-4355 第００２０号 令和3年9月2日
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 第０１２９号 令和3年10月7日
アップル歯科クリニック 243-0432 海老名市中央１-１８-３３ エクシード金子１０１ 046-232-8822 第０５９１号 令和4年5月12日
ユーカリ歯科医院 243-0422 海老名市中新田１-１８-３５ 046-236-3366 第０６８９号 令和3年11月4日
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 第００１９号 令和3年10月7日
チェリー歯科医院 243-0401 海老名市東柏ケ谷１-６-１２ 046-231-0080 第０１９０号 令和3年11月4日
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 第０３３８号 令和3年10月7日
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 第０５５１号 令和4年2月10日
オダサガ歯科　健美サポートクリニック 252-0001 座間市相模が丘５－５－３ 橋本ビル２Ｆ 042-746-2090 第０７８０号 令和4年5月12日
金井歯科医院 252-0001 座間市相模が丘４-２３-１１ 046-255-2020 第０５５３号 令和4年2月10日
白風歯科 252-0028 座間市入谷東３－３１－１５ 046-298-3377 第００９４号 令和3年10月7日
櫻田歯科医院 252-0029 座間市入谷西５-１-２１-１F 046-257-2088 第０６９０号 令和3年11月4日
アベニューすずき歯科医院 252-0005 座間市さがみ野２－２－２７ アベニュー２３ビル　２階 046-256-9911 第０１６１号 令和3年10月7日
グリーンヒルデンタルクリニック 252-0021 座間市緑ケ丘２-１-３１ NTビル２F 046-252-2730 第０３５７号 令和3年11月4日
ざま駅前歯科医院 252-0028 座間市入谷東３－６０－２ 小田急マルシェ座間１Ｆ 046-266-6868 第０４９２号 令和3年12月2日
相武台病院 252-0011 座間市相武台１-９-７ 046-256-5111 第０６９１号 令和3年11月4日
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 第０３５１号 令和3年11月4日
あめみや歯科医院 257-0006 秦野市北矢名４９－１ プラザＯＮＥ 0463-76-6480 第０４２４号 令和4年1月6日
岩田歯科医院 259-1134 伊勢原市八幡台１－１４－５ 0463-96-0082 第０５０８号 令和3年12月2日
小田歯科医院 259-1145 伊勢原市板戸１５５－４ 0463-92-4618 第００４５号 令和3年11月4日
加藤歯科大秦野クリニック 257-0051 秦野市今川町１－５ 大秦野ハイタウン２Ｆ 0463-82-8218 第０３９８号 令和3年11月4日
菊池歯科医院 257-0001 秦野市鶴巻北２-５-３７ コーポ鶴巻１０７ 0463-78-0562 第０６３７号 令和3年10月7日
清田歯科医院 259-1131 伊勢原市伊勢原２－１－５ 久能ビル２Ｆ 0463-93-4180 第０３８８号 令和3年12月2日
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 第０３１４号 令和3年10月7日
近藤歯科医院 259-1131 伊勢原市伊勢原３－６－２ 0463-93-0023 第０２８６号 令和3年10月7日
みやけ歯科 259-1141 伊勢原市上粕屋６９６-１０ 0463-95-5454 第０２４０号 令和3年10月7日
下村歯科医院 257-0035 秦野市本町１－２－８ 0463-81-0010 第０６９２号 令和3年11月4日
ハート歯科 259-1132 伊勢原市桜台１-１１-２４ 0463-96-0808 第０３８３号 令和3年12月2日
高橋歯科医院 257-0035 秦野市本町２－９－１６ 0463-82-1221 第０４６９号 令和3年12月2日
たむら歯科医院 259-1324 秦野市千村２-６-６-１Ｆ 0463-87-6342 第０２１９号 令和3年10月7日
つじむら歯科医院 259-1122 伊勢原市小稲葉2204-1 0463-95-8214 第０６９３号 令和3年11月4日
はぎわら歯科医院 259-1122 伊勢原市小稲葉１００－１２ 0463-92-6449 第０６９４号 令和3年11月4日
ハマダ歯科医院 259-1132 伊勢原市桜台１－３４－１ 桜台ビル２Ｆ 0463-93-7441 第０４８９号 令和3年12月2日
平野歯科医院 257-0031 秦野市曽屋１-５-６ 0463-83-0081 第０７８１号 令和4年5月12日
平沢歯科 257-0015 秦野市平沢１１５２-１ 0463-84-0800 第０１９５号 令和3年11月4日
向笠歯科医院 259-1142 伊勢原市田中９７３－８ イセハラエイトビル１Ｆ 0463-95-8041 第０４１２号 令和3年11月4日
たんぽぽ歯科医院 250-0117 南足柄市塚原１５３３ 0465-72-1118 第０１３１号 令和3年11月4日
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 第００８７号 令和3年10月7日
加藤歯科クリニック 259-0151 足柄上郡中井町井ノ口１８６６－６ 0465-81-6480 第０４２３号 令和3年11月4日
きばやし歯科クリニック 258-0021 足柄上郡開成町吉田島４３５１-９ 藤与駅前ビル２F 0465-83-7117 第０４８４号 令和3年12月2日
ダイ・デンタルクリニック 258-0026 足柄上郡開成町延沢８７５ 0465-20-3233 第０２１８号 令和3年10月7日
鈴木歯科医院 258-0019 足柄上郡大井町金子２５９３－１ 0465-83-1357 第０６９５号 令和3年11月4日
たまき歯科医院 258-0021 足柄上郡開成町吉田島４３５５－３ 0465-84-1182 第００４９号 令和3年9月2日
楢山歯科医院 258-0018 足柄上郡大井町金手９５５－３ 0465-83-5000 第０１７８号 令和3年10月7日
西村歯科医院 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領１３７５－１－２F 0465-84-1955 第０６０１号 令和4年6月2日



めぐみ歯科医院 258-0016 足柄上郡大井町上大井１０４-１ 0465-85-0008 第０７０５号 令和3年12月2日
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