歯科節目健診実施医療機関（中央区）
歯科医院名
うめづ歯科ｸﾘﾆｯｸ
いざき歯科医院
長沢歯科医院
王丸歯科医院
にしはら歯科医院
秋本歯科医院
おがわ歯科ｸﾘﾆｯｸ
児玉歯科医院
あんざい歯科ﾍﾞｲﾌﾛﾝﾄｸﾘﾆｯｸ
はぎはら歯科医院
辻本ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ
荒戸歯科ｸﾘﾆｯｸ
城戸歯科医院
むかい歯科医院
やまもと歯科
大濠えさき歯科クリニック
木村歯科ｸﾘﾆｯｸ
石田歯科医院
吉田てつたろう歯科
さくらDentalOffice天神
武谷歯科医院
平井歯科ｸﾘﾆｯｸ
きどﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ

所在地
中央区伊崎16-5
中央区伊崎3-13
中央区警固1-1-1清賀ﾋﾞﾙ1F
中央区警固1-15-50
中央区警固2-19-9
中央区警固2-2-15秋本ﾋﾞﾙ2F
中央区警固2-9-24
中央区警固3-1-3
中央区港2-1-7
中央区荒戸1-1-6福岡大濠ﾋﾞﾙ1F
中央区荒戸2-1-18アスエリア大濠公園2F
中央区荒戸2-3-37朝日ﾌﾟﾗｻﾞ西公園104
中央区荒戸3-7-2
中央区高砂1-1-29
中央区高砂1-3-13
中央区黒門2-31
中央区黒門8-17
中央区今川2-3-46
中央区今川2-9-5
中央区今泉1-23-8チエビル3F
中央区今泉1-4-23
中央区今泉2-5-24権藤ﾋﾞﾙ 2F
中央区桜坂2-1-6ﾊﾟﾝﾄﾃﾞｽﾘｼﾞｪ2F

令和3年５月
電話番号
092-716-4618
092-725-2626
092-741-4488
092-741-6780
092-781-5712
092-715-7306
092-762-7800
092-751-5155
092-715-0208
092-725-1734
092-791-2223
092-725-8877
092-751-4228
092-522-5533
092-522-0853
092-741-1593
092-738-6601
092-741-2451
092-762-1035
092-738-8808
092-716-1152
092-714-4618
092-207-6480

丸尾歯科医院
いいだ歯科ｸﾘﾆｯｸ
もり歯科
たけさき歯科
中村歯科
田中歯科医院
樋口歯科医院
ひらい歯科医院
なかしま歯科医院
ゆみこ歯科医院
藤本歯科医院
しのざき歯科
DENTAL CLINIC 桜坂南
笠原歯科医院
浄水通り こが歯科
吉田ともひろ歯科医院
飯野歯科医院
歯科浦医院
天神みなみ歯科医院
大熊歯科
横田ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
わたなべ歯科
おはら歯科
いよた歯科医院
高森歯科医院
吉田歯科医院
阿比留歯科医院

中央区桜坂2-8-11
中央区桜坂2-9-21栗山ﾋﾞﾙ1F
中央区桜坂3-8-45YSビル2F
中央区笹丘1-25-7ﾌｨﾗﾝｿﾚｲﾕ笹丘内1階
中央区笹丘1-31-13
中央区笹丘1-4-15
中央区笹丘2-1-25-2F
中央区春吉2-6-10第1小財ﾋﾞﾙ 1F
中央区小笹3-4-1竹末第2ビル1F
中央区小笹3-7-3
中央区小笹4-15-9
中央区小笹4-4-5
中央区小笹5-5-21
中央区浄水通1-8
中央区浄水通6-19
中央区清川1-11-1ｷｬﾒﾛｯﾄﾊｲﾈｽ1F
中央区清川3-15-20
中央区西中洲11-1
中央区西中洲11-9
中央区赤坂2-3-13KM原田ﾋﾞﾙ3F
中央区赤坂2-3-20AKASAKA2320 1F
中央区赤坂2-3-30
中央区草香江1丁目9-12 大濠公園南ﾊｲﾂ2階
中央区大宮2-5-5ﾆﾁｴｲ大宮ﾋﾞﾙ2F
中央区大濠1-6-8101
中央区大手門1-9-29
中央区大手門2-9-11

092-712-8962
092-791-9174
092-741-5615
092-405-6116
092-751-7324
092-781-3865
092-533-5015
092-716-6418
092-521-7012
092-521-8568
092-791-1948
092-531-8201
092-525-4618
092-522-7117
092-533-7117
092-522-5222
092-521-2155
092-711-8700
092-725-4100
092-736-5040
092-724-0480
092-733-6480
092-738-7778
092-526-6032
092-724-4004
092-751-4784
092-741-6345

隼人ﾃﾞﾝﾀﾙサロン大濠
なかむら歯科医院
神村昭悟ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
和田歯科医院
脇本歯科医院
牛島歯科医院
歯科・林美穂医院
大名ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
ｱﾗｷﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
宮崎歯科・矯正歯科医院
野中歯科医院
まるめ歯科ｸﾘﾆｯｸ
はやし小児歯科
大谷美保歯科ｸﾘﾆｯｸ
梅林歯科医院
よねしま歯科・矯正歯科
なごみ歯科ｸﾘﾆｯｸ
中西歯科医院
黒岩歯科医院
中富歯科医院
なかむらﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
木村歯科
樋口矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ
服部歯科医院
北 歯科医院
天神ﾎﾜｲﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ
しもだ矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ

中央区大手門3丁目7-17 東洋マンション西公園1F
中央区大名1-15-24
中央区大名1-2-15GF SQUARE大名2-B
中央区大名1-5-4福岡ｴｰｽﾋﾞﾙ2F
中央区大名2-10-1ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名A-502
中央区大名2-12-9 赤坂ｿﾌｨｱﾋﾞﾙ6F
中央区大名2-1-35ﾄﾗｲｴﾝﾄ山崎ﾋﾞﾙ6F
中央区大名2-2-2
中央区大名2-4-19福岡赤坂ﾋﾞﾙ2F
中央区大名2-6-31大名ｺｰﾎﾟﾗｽ2F
中央区谷1-12-4
中央区地行1-7-19速水ﾋﾞﾙ１Ｆ
中央区地行1-9-10
中央区地行4-15-3
中央区鳥飼1-1-30Tiara大濠101
中央区鳥飼1-4-31
中央区鳥飼3-1-32ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ大濠1F
中央区天神1-1-1ｱｸﾛｽ福岡4F
中央区天神1-13-19天神MARUﾋﾞﾙ5F
中央区天神1-14-4天神平和ビル 3F
中央区天神1-3-38天神121ﾋﾞﾙ6Ｆ
中央区天神1-6-8天神ﾂｲﾝﾋﾞﾙ5F
中央区天神1-9-17福岡天神ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ6F
中央区天神2-11-2
中央区天神2-12-1天神ﾋﾞﾙ6F
中央区天神2-13-7
中央区天神2-14-2福岡証券ﾋﾞﾙB1F

092-406-3290
092-741-3977
092-712-8148
092-734-6480
092-733-0185
092-401-0331
092-736-6020
092-741-5481
092-724-6480
092-712-8469
092-733-4551
092-731-8130
092-738-3883
092-718-0222
092-725-8876
092-707-2118
092-771-1283
092-725-1221
092-713-1367
092-741-8983
092-721-0737
092-725-1077
092-712-6377
092-741-4888
092-721-3357
092-738-8020
092-725-7700

河原昌二歯科医院
中西歯科医院
かんだ歯科
くりおか歯科ｸﾘﾆｯｸ
福田歯科医院
安増歯科医院
古賀歯科医院
橘高歯科医院
いわさきイルカ歯科
持山歯科医院
だん歯科医院
山道歯科医院
川原歯科ｸﾘﾆｯｸ
堀歯科医院
村上歯科ｸﾘﾆｯｸ
ひびき歯科ｸﾘﾆｯｸ
Crystal 医科歯科Clinic International
高口歯科医院
ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ別府
川村歯科医院
石川歯科医院
くわの歯科ｸﾘﾆｯｸ
岡﨑歯科医院
小児歯科柏木医院
新開橋歯科ｸﾘﾆｯｸ
満下・住ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 天神南矯正歯科
歯科河原英雄医院

中央区天神2-14-35野村不動産天神ﾋﾞﾙ 5F
中央区天神2-14-8福岡天神ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F
中央区天神2-3-2天神ISﾋﾞﾙ 7F
中央区天神2-6-28ACN天神ﾋﾞﾙ6F
中央区天神2-8-135
中央区天神2-8-30天神西通りﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ5F
中央区天神2-8-41福岡朝日会館5F
中央区天神3-11-20天神ｴﾌﾋﾞﾙ4F
中央区天神3-1-16橋口ﾋﾞﾙ2F
中央区天神3-3-3
中央区天神3-4-9GGｿｰﾗｰﾋﾞﾙ5F
中央区天神3‐5‐13 2F
中央区天神3-6-4brioTENJIN3F
中央区天神3-8-15
中央区天神4-2-20天神幸ﾋﾞﾙ 5F
中央区天神4-3-30天神ﾋﾞﾙ新館1F
中央区天神4-6-7天神クリスタルビル2F
中央区渡辺通1-11-11
中央区渡辺通1-8-6
中央区渡辺通2-1-82電気ﾋﾞﾙ北館 2F
中央区渡辺通2-6-12八千代ビルＹＡ55 3Ｆ
中央区渡辺通2-7-14ﾊﾟｸﾞｰﾛ薬院ﾋﾞﾙ2F
中央区渡辺通4-10-10紙与天神ビル3F
中央区渡辺通4-1-36Bivi福岡3F
中央区渡辺通4丁目11-3
中央区渡辺通5-20-7上野ﾋﾞﾙ301
中央区渡辺通5-24-30東カンビル9F

092-731-8222
092-751-9247
092-737-3939
092-733-0600
092-741-5044
092-791-6095
092-741-5452
092-751-2312
092-725-8086
092-712-3900
092-721-9600
092-741-1655
092-737-3388
092-751-1696
092-715-4180
092-762-8841
092-751-8241
092-741-9064
092-724-8988
092-751-6696
092-781-0236
092-734-2147
092-712-3131
092-781-5927
092-713-8810
092-761-0412
092-731-0761

秋月ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ
家入歯科医院
三島歯科医院
平川歯科医院
白金いつき歯科
吉川歯科医院
赤坂総合ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ
ノジリ歯科
あらきﾌｧﾐﾘｰ歯科
井口歯科医院
友枝歯科ｸﾘﾆｯｸ平尾
みつわ歯科医院
石川歯科医院
ﾄﾞﾘｰﾑ歯科ｸﾘﾆｯｸ
よしだみき歯科ｸﾘﾆｯｸ
よしおか歯科医院
山荘通しみず歯科
原田 猛歯科医院
なかとみ歯科医院
江田歯科医院
ひろ歯科ｸﾘﾆｯｸ
絹子歯科ｸﾘﾆｯｸ
武井歯科医院
たていし歯科口腔外科ｸﾘﾆｯｸ
松永歯科ｸﾘﾆｯｸ
花岡歯科医院
浄水通こども大人歯科ｸﾘﾆｯｸ

中央区那の川2-9-32
中央区梅光園1-1-5
中央区梅光園2-23-1-102
中央区白金1-1-26宝来ﾋﾞﾙ2F201
中央区白金1-6-14ﾆﾁｴｲ白金ﾋﾞﾙ1F
中央区舞鶴1-6-25
中央区舞鶴2-2-11 1F
中央区舞鶴2-3-10
中央区舞鶴2-7-11
中央区舞鶴3-8-7ｸﾚｲﾝﾋﾞﾙ 2F
中央区平尾1-13-25
中央区平尾2-15-26ﾍﾞﾙｺﾓﾝｽﾞ平尾Ⅰ
中央区平尾2-3-17ｸﾛｽﾋﾟｱ平尾101
中央区平尾2-5-8
中央区平尾3-21-24
中央区平尾3-6-8武石ビル201
中央区平尾4-1-22
中央区平尾5-19-7
中央区平和5-5-23
中央区薬院1-6-24
中央区薬院1-8-5ﾁｪﾝﾄﾛ ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ102
中央区薬院2-12-33ｴｽﾃｰﾄ･ﾓｱ薬院倶楽部102
中央区薬院2-15-10ｻﾝﾌﾗﾜｰ薬院202号
中央区薬院2-3-1NKﾋﾞﾙ2F
中央区薬院3-3-5ｵﾌｨｽﾆｭｰｶﾞｲｱLAPIS薬院2F
中央区薬院3-7-19
中央区薬院4‐15‐31 1F

092-533-2525
092-733-0212
092-761-3747
092-531-2651
092-707-6610
092-741-5994
092-762-8010
092-761-5321
092-771-6031
092-741-9276
092-791-2780
092-521-5290
092-524-4141
092-522-4182
092-534-1300
092-521-6007
092-524-0259
092-523-3633
092-524-8868
092-741-6525
092-713-6200
092-737-8828
092-741-5928
092-771-3388
092-401-4618
092-521-0173
092-521-1876

的野歯科医院
しもひだ歯科医院
六本松おおほ歯科
むつみ歯科･矯正ｸﾘﾆｯｸ
西田歯科ｸﾘﾆｯｸ
ながた歯科ｸﾘﾆｯｸ
六本松矯正歯科ｸﾘﾆｯｸとよしま

中央区薬院4-6-4
中央区薬院4-8-30P&R薬院ﾋﾞﾙ1Ｆ
中央区六本松1-3-37ソレイユ大濠公園南1F
中央区六本松2-12-6ﾊｲﾊﾟﾃﾞｨ六本松弐番館2F
中央区六本松2-3-21
中央区六本松2-6-2
中央区六本松4-11-26 1F

092-524-1011
092-522-3555
092-731-7103
092-715-0315
092-752-8818
092-771-4428
092-406-2119

