【岡山県】雀部歯科医院 鴨方診療所

【福岡県】きのした歯科医院

【兵庫県】井上歯科クリニック

【岡山県】たんぽぽ歯科クリニック

【福岡県】久原歯科医院

【兵庫県】市川歯科医院

【兵庫県】医療法人 村内歯科医院

【兵庫県】医療法人社団 実光歯科クリニック

【兵庫県】医療法人社団 松割歯科クリニック

【兵庫県】医療法人社団おおつき会 大槻歯科医院
【兵庫県】医療法人社団健歯会 吉原歯科医院
【兵庫県】医療法人社団清孝会 こがめ歯科
【兵庫県】おおいし歯科クリニック
【兵庫県】岡田歯科医院

【兵庫県】岡野歯科医院

【兵庫県】小田中歯科医院
【兵庫県】尾村歯科医院
【兵庫県】神田歯科医院

【兵庫県】きたなか歯科医院

【兵庫県】希望の家歯科診療所
【兵庫県】黒田歯科医院

【兵庫県】ケイ歯科クリニック

【兵庫県】公益社団法人 神戸市歯科医師会 神戸市立 こうべ市歯科センター
【兵庫県】こんだ歯科

【兵庫県】佐野栄作歯科医院
【兵庫県】白井歯科医院

【兵庫県】たかとり歯科医院

【兵庫県】宝塚市国民健康保険診療所
【兵庫県】たけのの歯科

【兵庫県】田中歯科医院

【兵庫県】谷上歯科医院
【兵庫県】たにぐち歯科

【兵庫県】たまき歯科クリニック
【兵庫県】津田歯科医院

【兵庫県】てらだ歯科クリニック

【兵庫県】中山デンタルクリニック
【兵庫県】光歯科クリニック
【兵庫県】福島歯科

【兵庫県】前田歯科医院

【兵庫県】三木歯科医院

【兵庫県】村上歯科医院

【兵庫県】モリタ歯科医院
【兵庫県】森本歯科

【兵庫県】もりもと歯科

【兵庫県】山井歯科クリニック
【兵庫県】山田歯科医院
【兵庫県】山本歯科

【兵庫県】横山矯正歯科
【兵庫県】吉田歯科医院
【兵庫県】米田歯科

【兵庫県】ヨネダ歯科医院
【兵庫県】米村歯科医院
【奈良県】入部歯科医院

【奈良県】医療法人冨森会 冨森歯科医院
【奈良県】鵜山歯科医院

【奈良県】大倉歯科医院

【奈良県】おだ歯科クリニック
【奈良県】おち歯科

【奈良県】かじはら歯科医院
【奈良県】木虎歯科

【奈良県】田中歯科診療所
【奈良県】野阪歯科医院
【奈良県】ひだ歯科

【和歌山県】医療法人 川崎歯科医院

【和歌山県】中谷医科歯科クリニック

【和歌山県】医療法人良和会 仲河歯科医院
【和歌山県】岩上歯科

【和歌山県】岩端歯科医院
【和歌山県】宇佐美歯科
【和歌山県】後藤歯科

【和歌山県】スマイル歯科

【和歌山県】つちだ歯科医院
【和歌山県】中島歯科医院
中国・四国・九州・沖縄

【鳥取県】太田歯科医院
【鳥取県】岡歯科医院

【鳥取県】岸本歯科医院

【鳥取県】たかの歯科クリニック
【鳥取県】野坂純歯科医院
【鳥取県】みなみ歯科医院

【鳥取県】米子デンタルクリニック
【島根県】青木歯科医院

【島根県】医療法人 社団吉恵会 吉田歯科医院
【島根県】医療法人政信会 そう歯科医院
【島根県】上田歯科医院

【島根県】さくら歯科クリニック
【島根県】島田歯科医院

【島根県】なんば歯科医院
【島根県】安村歯科医院
【島根県】山田歯科医院

【岡山県】石津歯科矯正歯科クリニック
【岡山県】医療法人 きむら歯科医院

【岡山県】医療法人真和会 タナベ歯科医院
【岡山県】片山歯科医院

【岡山県】公益社団法人 玉島病院 歯科

【岡山県】社会医療法人 光生病院
【岡山県】てらち歯科医院

【岡山県】鳥越歯科クリニック
【岡山県】PMJ 歯科診療所

【広島県】アルファデンタルオフィス
【広島県】IKEDA DENTAL CLINIC
【広島県】石田歯科クリニック
【広島県】いちのせ小児歯科
【広島県】いなだ歯科医院

【広島県】医療法人ささき歯科クリニック
【広島県】医療法人サカ緑井病院

【広島県】医療法人社団 藤岡歯科

【広島県】医療法人社団秀信会 岡本歯科医院
【広島県】医療法人社団 フジモト歯科
【広島県】大名歯科

【広島県】折田歯科医院

【広島県】梶谷歯科医院

【広島県】かとう歯科・矯正歯科
【広島県】かねだ歯科医院
【広島県】かやだ歯科医院

【広島県】熊谷歯科クリニック
【広島県】くまさ歯科医院
【広島県】河野歯科医院
【広島県】坂田歯科医院

【広島県】さとう歯科クリニック
【広島県】塩崎歯科医院
【広島県】竹下歯科医院

【広島県】津尾歯科医院

【広島県】二井歯科クリニック
【広島県】ハセ歯科医院

【広島県】広島口腔保健センター
【広島県】古川歯科医院
【広島県】ほりえ歯科

【広島県】三戸歯科医院
【広島県】やました歯科

【広島県】山本歯科医院
【山口県】相沢歯科医院

【山口県】井上歯科医院

【山口県】ふじもと歯科クリニック
【山口県】みさき歯科

【山口県】牟礼歯科医院

【山口県】やすもと歯科医院
【山口県】山元歯科医院

【山口県】芳川歯科医院

【徳島県】井上歯科診療所

【徳島県】医療法人 こんどう歯科クリニック
【徳島県】医療法人 安田歯科
【徳島県】岡本歯科

【徳島県】川原歯科医院

【徳島県】佐久間歯科医院

【徳島県】つばさ歯科クリニック
【徳島県】松岡歯科医院

【徳島県】三宅歯科医院
【香川県】アキ歯科医院

【香川県】いちはら歯科クリニック

【香川県】医療法人社団こう歯科医院

【香川県】公益社団法人 香川県歯科医師会
【香川県】しつかわ歯科医院
【香川県】シミズ歯科医院
【香川県】ただ歯科医院

【香川県】はまおか歯科医院
【香川県】ふくい歯科医院

【愛媛県】あたらし歯科医院

【愛媛県】医療法人 丸尾歯科

【愛媛県】医療法人港南歯科クリニック
【愛媛県】医療法人 原瀬歯科医院

【愛媛県】医療法人朋春会 吉井歯科クリニック
【愛媛県】おおた歯科
【愛媛県】来住歯科

【愛媛県】さかもと歯科医院

【愛媛県】桜木歯科クリニック
【愛媛県】高橋歯科医院
【愛媛県】はやし歯科

【愛媛県】藤田歯科医院

【愛媛県】南さや歯科医院

【愛媛県】みやもと子ども歯科
【高知県】あさぎ歯科医院

【高知県】どい歯科クリニック
【高知県】野田歯科診療所
【高知県】野並歯科医院
【高知県】矢野歯科医院

【福岡県】今村歯科医院

【福岡県】医療法人健進会 牛島歯科医院
【福岡県】医療法人 橋本歯科クリニック

【福岡県】医療法人 かねがえ歯科クリニック
【福岡県】医療法人真美会 こが歯科医院
【福岡県】岩佐歯科医院

【福岡県】オリモト歯科医院
【福岡県】笠原歯科医院

【福岡県】岸本歯科医院

【福岡県】くにたけ小児歯科医院
【福岡県】しまず歯科医院

【福岡県】社会保険 田川病院 歯科・口腔外科外来
【福岡県】清野歯科医院
【福岡県】千手歯科医院

【福岡県】竹下歯科医院

【福岡県】ナカノ歯科医院

【福岡県】なかむら歯科医院
【福岡県】野田歯科医院

【福岡県】はなさとデンタルクリニック
【福岡県】平井歯科クリニック

ありがとう！

2018年度

寄付歯科医院一覧

︵重複除く︶

【兵庫県】市浦歯科

全国の歯科医院で
支援の輪が広がっています。

（匿名91医院含む）
〈敬称略・順不同〉
2018年度は、
1,199歯科医院のみなさまにご寄付いただきました。

累計寄付金額

1,558,278,176円
参加歯科医院累計

6,718医院

応援歯科医師会累計15歯科医師会

【福岡県】ひろた歯科医院

【福岡県】福岡リハビリテーション病院 歯科

（2019年3月31日現在）

【福岡県】フミエこども歯科クリニック
【佐賀県】うめづ歯科・小児歯科医院
【佐賀県】岡本歯科医院

【佐賀県】かねだ歯科クリニック
【佐賀県】久野歯科クリニック

【長崎県】加島歯科小児歯科医院
【長崎県】西彼歯科診療所

【長崎県】たちばな歯科医院
【長崎県】角町歯科医院

【長崎県】ながた歯科クリニック
【長崎県】ながはま歯科医院
【長崎県】東歯科医院

【長崎県】またの歯科医院

【長崎県】みくりや歯科医院

【長崎県】村岡ゆき歯科クリニック
【長崎県】宮崎歯科医院
【長崎県】山下歯科医院

【長崎県】わたなべ TOMO 歯科医院
【熊本県】伊藤歯科医院

【熊本県】伊東歯科口腔病院

【熊本県】医療法人社団潮来会 ファミリー歯科
【熊本県】上田歯科クリニック
【熊本県】うらた歯科医院
【熊本県】浦田歯科医院

【熊本県】河原歯科医院
【熊本県】木下歯科医院

【熊本県】久木野歯科診療所
【熊本県】佐々木歯科医院

【熊本県】さとう歯科クリニック
【熊本県】せき歯科クリニック
【熊本県】そのき歯科医院

【熊本県】としなが歯科・矯正歯科
【熊本県】ひまわり歯科

【熊本県】百間歯科医院

【熊本県】松田歯科医院

【熊本県】渡辺歯科医院

【大分県】麻生歯科 大分駅南クリニック
【大分県】いわみず歯科クリニック
【大分県】大内歯科医院
【大分県】おの歯科医院

【大分県】小原歯科医院

【大分県】きよなが歯科クリニック
【大分県】西郷歯科医院

【大分県】つるおか歯科医院
【宮崎県】尾池歯科医院
【宮崎県】高木歯科医院
【宮崎県】田島歯科医院

【宮崎県】水流歯科医院

【宮崎県】ハートデンタルクリニック

【宮崎県】ゆうこうデンタルクリニック
【宮崎県】よしお歯科医院

【鹿児島県】医療法人旺和会 みちよデンタルクリニック
【鹿児島県】大久保歯科口腔外科医院
【鹿児島県】おかもと歯科医院
【鹿児島県】小浜歯科医院

【鹿児島県】公益社団法人 姶良地区歯科医師会 口腔保健センター
【鹿児島県】さかもと歯科医院

【鹿児島県】社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院
【鹿児島県】谷口歯科

【鹿児島県】平山歯科医院
【鹿児島県】松下歯科

【鹿児島県】森原歯科医院

【沖縄県】医療法人健生会 上原歯科クリニック
【沖縄県】とくだ歯科クリニック
【沖縄県】ともよせ歯科医院

【沖縄県】みんなの歯医者さん

2018年度現金寄付一覧
【群馬県】おりはら歯科医院

【東京都】公益社団法人東京都目黒区歯科医師会

【東京都】株式会社ウィルアンドデンターフェイス
【東京都】POIC®（専門的口腔感染症予防）研究会
【愛知県】みつるぎ歯科

【三重県】木治歯科医院
【兵庫県】あせい歯科

【兵庫県】鈴田歯科クリニック

北海道・東北

【北海道】あいファミリー歯科
【北海道】あかつき総合歯科

【北海道】旭川リハビリテーション病院
【北海道】あさひまち歯科クリニック
【北海道】阿部歯科医院
【北海道】石田歯科医院

【北海道】一般社団法人札幌歯科医師会 口腔医療センター
【北海道】医療法人社団優駿会 白石ファミリー歯科
【北海道】医療法人広仁会 緑ヶ丘ファミリー歯科
【北海道】医療法人社団 木下歯科医院

【北海道】医療法人仁友会 日之出歯科真駒内診療所
【北海道】医療法人永遠会 なかむら歯科

【北海道】医療法人 二期会歯科クリニック

【北海道】医療法人ファミリー会 永山ファミリー歯科クリニック
【北海道】浦本歯科医院

【北海道】えばたデンタルオフィス

【北海道】オイワケデンタルクリニック
【北海道】大麻ファミリー歯科

【北海道】おおさき歯科クリニック

【北海道】おおまちデンタルオフィス
【北海道】木村きよし歯科
【北海道】工藤歯科医院

【北海道】くりやま歯科クリニック
【北海道】斉藤歯科医院

【北海道】さくら歯科・矯正歯科
【北海道】さわだ歯科

【北海道】須貝歯科医院

【北海道】高台歯科クリニック

【北海道】高橋歯科メモリアル
【北海道】田中歯科クリニック

【北海道】ちりべつファミリー歯科
【北海道】庭瀬歯科医院

【北海道】野の花歯科医院
【北海道】のはた歯科

【北海道】東札幌緑の杜歯科クリニック
【北海道】羊ケ丘歯科医院
【北海道】福田歯科医院

【北海道】藤井歯科医院

【北海道】船津歯科・矯正歯科クリニック
【北海道】宝崎歯科クリニック
【北海道】マキタ歯科医院

【北海道】松澤デンタルクリニック
【北海道】山の手鈴木歯科医院
【北海道】よこた歯科医院
【北海道】葭内歯科医院

【北海道】ライオン歯科クリニック
【青森県】浅原歯科医院

【青森県】石亀歯科まさる矯正歯科

【岩手県】山本歯科医院

【栃木県】粕谷歯科医院

【宮城県】こぐえ歯科クリニック

【栃木県】カトレア柴田歯科

【宮城県】医療法人 ファミリア歯科
【宮城県】さくらい歯科医院
【宮城県】汐見台歯科

【宮城県】曽根歯科医院

【宮城県】たかはし歯科医院
【宮城県】つばさ歯科医院

【宮城県】中島丁 馬渕歯科・矯正歯科
【宮城県】なのはな歯科

【宮城県】南光台歯科医院
【宮城県】野村歯科医院

【宮城県】はぎ歯科クリニック
【宮城県】松田歯科医院

【宮城県】三沢歯科医院

【宮城県】ルミエールデンタルクリニック
【秋田県】あいば歯科クリニック
【秋田県】木村歯科医院
【秋田県】こまい歯科

【秋田県】しんどう歯科クリニック
【秋田県】寺岡歯科医院

【秋田県】ながぬまけんこう歯科
【秋田県】平塚歯科医院

【山形県】石山歯科クリニック
【山形県】国井歯科医院

【山形県】鈴木歯科クリニック
【山形県】高橋歯科医院
【山形県】永田歯科医院

【山形県】沼澤歯科医院

【山形県】橋本歯科医院

【山形県】みちのく政宗デンタルクリニック新庄診療所
【福島県】あべ歯科医院

【福島県】いがり歯科医院
【福島県】市場歯科医院

【福島県】医療法人 佐藤歯科
【福島県】佐熊歯科医院

【福島県】寿泉堂香久山病院

【福島県】セントラル歯科クリニック
【福島県】高野歯科医院
【福島県】中島歯科医院

【福島県】のうち歯科クリニック
【福島県】はしもと歯科医院

【福島県】ハロー矯正歯科・歯科クリニック
【福島県】ヒカリ歯科クリニック
【福島県】藤井歯科医院

【福島県】宝沢伊藤歯科医院
【福島県】渡部圭一歯科
【福島県】渡辺歯科医院
関東

【青森県】岩崎歯科クリニック

【茨城県】あだち歯科医院

【青森県】スクエア歯科

【茨城県】あやデンタルクリニック

【青森県】シンフォニー・デンタル・クリニック
【青森県】つきだて歯科診療室
【青森県】根城歯科クリニック

【青森県】浜の町歯科クリニック
【青森県】宮沢歯科医院

【岩手県】青木歯科医院

【岩手県】赤荻歯科医院

【岩手県】医療法人小原クリニック おばら歯科医院
【岩手県】医療法人潤心会 神の前歯科医院
【岩手県】医療法人 だいこく歯科医院
【岩手県】おいかわ歯科医院

【岩手県】くぼた矯正歯科クリニック
【岩手県】佐藤たもつ歯科医院
【岩手県】菅原歯科クリニック

【岩手県】にしお歯科クリニック

【岩手県】ホリデーデンタルクリニック
【岩手県】三浦歯科医院

【茨城県】吾妻歯科医院

【茨城県】石浜歯科医院

【茨城県】医療法人社団 木村歯科医院
【茨城県】小野寺歯科医院

【茨城県】かつらぎ歯科クリニック
【茨城県】さいとう歯科

【茨城県】椎名歯科医院
【茨城県】月村歯科医院
【茨城県】林歯科医院

【茨城県】陽光台根本歯科クリニック
【栃木県】安西デンタルクリニック
【栃木県】伊沢歯科医院

【栃木県】石川歯科クリニック

【栃木県】入江デンタルクリニック
【栃木県】印出井歯科医院

【栃木県】おざわ歯科医院

【栃木県】おのざき歯科医院

【栃木県】加藤かつま歯科クリニック
【栃木県】川島歯科

【栃木県】かわまた歯科医院
【栃木県】きが歯科医院

【栃木県】荒神橋のだ歯科医院
【栃木県】齋藤歯科医院

【栃木県】さとう歯科クリニック
【栃木県】佐貫歯科医院

【栃木県】聖心会 柴田歯科クリニック
【栃木県】そね歯科医院
【栃木県】田沼歯科医院

【栃木県】田村歯科医院

【栃木県】とちぎ歯の健康センター診療所
【栃木県】ともファミリー歯科
【栃木県】長井歯科医院

【栃木県】はやし歯科医院
【栃木県】松井歯科医院

【栃木県】やまうち歯科 second stage
【栃木県】吉田歯科医院

【栃木県】よしデンタルクリニック

【群馬県】あおぞら歯科クリニック
【群馬県】あおば歯科医院

【群馬県】医療法人健歯会 石井歯科医院
【群馬県】新前橋歯科医院
【群馬県】田中歯科医院

【群馬県】外丸歯科医院

【群馬県】中田だいすけ歯科

【群馬県】ふくしま町歯科クリニック
【群馬県】前橋宮久保歯科
【群馬県】森田歯科医院

【群馬県】八斗島共栄歯科医院
【群馬県】柳町歯科医院

【群馬県】ヤナセ歯科医院
【埼玉県】浅井歯科医院

【埼玉県】石田歯科クリニック

【埼玉県】今城歯科クリニック

【埼玉県】医療法人 i- デンタルクリニック 市川歯科診療所
【埼玉県】医療法人 香取歯科医院

【埼玉県】医療法人信仁会 増田歯科医院

【埼玉県】医療法人双島会アイル歯科クリニック
【埼玉県】医療法人泰雲会 蕨歯科クリニック
【埼玉県】医療法人八豊会 工藤歯科医院
【埼玉県】内田歯科医院

【埼玉県】江川歯科医院

【埼玉県】大久保歯科医院
【埼玉県】柏原歯科医院

【埼玉県】勝沼歯科医院

【埼玉県】勝沼歯科クリニック
【埼玉県】川島歯科医院

【埼玉県】きのした歯科医院
【埼玉県】久野歯科医院

【埼玉県】クミエパールデンタルクリニック
【埼玉県】けんと歯科

【埼玉県】小仙波デンタルクリニック
【埼玉県】小堀歯科医院

【埼玉県】さいとう歯科医院
【埼玉県】志木おじま歯科

【埼玉県】市役所通り歯科医院
【埼玉県】須藤歯科医院
【埼玉県】高木歯科医院

【埼玉県】たかせ歯科医院

【埼玉県】高鼻成田歯科医院
【埼玉県】匠歯科クリニック
【埼玉県】たざき歯科医院
【埼玉県】田中歯科医院

【埼玉県】戸口歯科医院

【埼玉県】成田歯科医院

【東京都】笠茂歯科医院

【神奈川県】金安歯科医院

【石川県】公立能登総合病院 歯科口腔外科

【静岡県】小児歯科矯正歯科 ASO KIDS DENTAL PARK

【三重県】山本歯科医院

【大阪府】おかべ歯科クリニック

【埼玉県】原田歯科医院

【東京都】鎌田歯科

【神奈川県】金子歯科医院

【石川県】すみやま歯科クリニック

【静岡県】鈴木歯科医院

【滋賀県】あかい歯科医院

【大阪府】奥歯科医院

【埼玉県】ネオ歯科医院

【埼玉県】膝子つのい歯科医院

【埼玉県】ファースト歯科クリニック
【埼玉県】松見歯科医院
【埼玉県】宮内歯科医院
【埼玉県】わたなべ歯科

【千葉県】青山デンタルクリニック

【千葉県】at むらやま歯科クリニック

【千葉県】アルビスデンタルクリニック
【千葉県】いで歯科医院

【千葉県】医療法人慶山会 熊切歯科医院
【千葉県】医療法人社団宏和会

【千葉県】医療法人社団 たかみね歯科医院

【千葉県】医療法人社団 健恒会 東海神歯科

【千葉県】医療法人社団済世会 デンタルオフィス凛
【千葉県】医療法人社団 地曳歯科医院

【千葉県】医療法人社団盛陵会 かんのう歯科クリニック
【千葉県】医療法人社団不二見会 ふじみ歯科医院

【千葉県】医療法人社団しらゆり会 しらゆり歯科医院
【千葉県】植田歯科クリニック
【千葉県】氏原歯科医院

【千葉県】大島歯科クリニック

【千葉県】おおたかの森歯科クリニック
【千葉県】おねば歯科

【千葉県】尾上歯科医院

【千葉県】かしま歯科医院
【千葉県】勝山歯科医院

【千葉県】神谷歯科医院
【千葉県】行徳ＴＭ歯科

【千葉県】クリスタル歯科

【千葉県】恵愛歯科クリニック
【千葉県】ここのえ歯科

【千葉県】コスモスデンタルクリニック
【千葉県】小宮歯科医院

【千葉県】高浜デンタルクリニック
【千葉県】たつみ歯科

【千葉県】つだぬま矯正歯科
【千葉県】角田歯科医院

【千葉県】寺本歯科医院

【千葉県】デンタルクリニック ララ
【千葉県】ながなわ歯科
【千葉県】中野歯科

【千葉県】西都賀歯科医院

【千葉県】はぎの歯科クリニック

【千葉県】初石デンタルクリニック
【千葉県】馬場歯科医院
【千葉県】浜野歯科

【千葉県】ひこさか歯科医院

【千葉県】一橋歯科クリニック
【千葉県】ファミリー歯科

【千葉県】ベルダム歯科クリニック
【千葉県】幕張西歯科医院
【千葉県】ミカエル歯科

【千葉県】皆川歯科医院

【千葉県】南流山駅前歯科医院

【千葉県】みなみながれやま矯正歯科
【千葉県】若宮歯科医院

【東京都】アイリス・デンタルクリニック
【東京都】青山アリス歯科医院
【東京都】暁歯科医院

【東京都】あき歯科医院

【東京都】あさひ公園通り歯科医院
【東京都】新井歯科

【東京都】有明デンタルクリニック
【東京都】安藤歯科医院
【東京都】泉歯科

【東京都】伊藤歯科医院
【東京都】今村歯科医院

【東京都】医療法人社団 中島歯科医院

【東京都】医療法人社団栄耀会 青木歯科医院

【東京都】医療法人社団康正会 リキタケ歯科医院

【東京都】医療法人社団宏礼会 塚原デンタルクリニック

【東京都】医療法人社団衆望会 うすい歯科・矯正歯科クリニック

【東京都】医療法人社団潤泉会 中島歯科医院

【東京都】医療法人社団瑞芳会 中村歯科医院

【東京都】医療法人社団誠右会 サンテ歯科医院

【東京都】医療法人社団 KDC かなもり歯科クリニック
【東京都】医療法人社団もいわ会 金町歯科

【東京都】医療法人社団緑栄会 駒津歯科医院
【東京都】医療法人社団丸山会 丸山歯科医院
【東京都】医療法人社団緑水会 緑ヶ丘歯科
【東京都】宇田川歯科医院

【東京都】江古田歯科クリニック
【東京都】えばた歯科

【東京都】おおうち矯正歯科小児歯科クリニック
【東京都】おおすみファミリー歯科

【東京都】オオタビル歯科クリニック
【東京都】大森東歯科クリニック

【東京都】岡村デンタルクリニック
【東京都】小川歯科医院

【東京都】かとう歯科クリニック
【東京都】きしだ歯科クリニック
【東京都】北田園歯科

【東京都】桐原歯科医院

【東京都】久保歯科医院
【東京都】久保歯科医院
【東京都】栗田歯科医院
【東京都】コスモス歯科

【東京都】小林歯科医院
【東京都】齋藤歯科医院

【東京都】斎藤歯科医院

【東京都】斉藤デンタルオフィス
【東京都】さくら歯科医院
【東京都】澤歯科医院

【東京都】澤田歯科医院
【東京都】澤田歯科医院

【東京都】三茶武田歯科医院

【東京都】芝ガーデン歯科クリニック
【東京都】しぶかわ歯科クリニック
【東京都】しまの歯科医院
【東京都】鈴木歯科

【東京都】スズキ歯科医院

【東京都】鈴木歯科 南阿佐ヶ谷クリニック
【東京都】住吉ミモザ歯科・矯正歯科
【東京都】関歯科クリニック

【東京都】第一生命保険㈱日比谷診療所歯科
【東京都】宝田歯科医院

【東京都】たきもと歯科医院
【東京都】忠重歯科医院

【東京都】タチバナ歯科医院
【東京都】多摩歯科医院

【東京都】たんぽぽ歯科クリニック

【東京都】医療法人社団 徳和会 白山歯科医院
【東京都】尚原歯科医院

【東京都】中澤歯科クリニック
【東京都】中野歯科医院

【東京都】なるかわ歯科医院
【東京都】新妻歯科

【東京都】西新井デンタルクリニック
【東京都】西辻歯科医院

【神奈川県】金子歯科医院
【神奈川県】鎌倉小野歯科クリニック
【神奈川県】鎌田歯科医院

【神奈川県】川崎駅西口歯科医院

【神奈川県】衣笠ヘルスケア歯科・矯正歯科
【神奈川県】栗原歯科医院

【神奈川県】K デンタルクリニック
【神奈川県】K.Dental clinic

【神奈川県】ココセトデンタルクリニック
【神奈川県】さかわ歯科クリニック
【神奈川県】ざくろ歯科

【神奈川県】志岐歯科医院

【神奈川県】地挽歯科医院
【神奈川県】シマムラ歯科

【神奈川県】新丸子デンタルクリニック
【神奈川県】逗子デンタルクリニック
【神奈川県】鈴木歯科医院
【神奈川県】星陵歯科医院
【神奈川県】田川歯科医院

【神奈川県】瀧本歯科医院

【神奈川県】田尻下歯科医院

【神奈川県】田中歯科診療所
【神奈川県】田辺歯科医院
【神奈川県】田辺歯科医院

【神奈川県】玉井歯科医院

【神奈川県】辻堂ステラ歯科

【神奈川県】東海大学医学部付属病院 歯科口腔外科
【神奈川県】東芝林間病院 歯科口腔外科
【神奈川県】ともき歯科クリニック
【神奈川県】鳥居歯科医院
【神奈川県】中谷歯科医院

【神奈川県】なかの歯科クリニック
【神奈川県】新妻歯科クリニック
【神奈川県】日本鋼管病院

【神奈川県】ねもと歯科クリニック
【神奈川県】のげ町歯科室

【神奈川県】花水歯科医院
【神奈川県】浜崎歯科医院
【神奈川県】響歯科医院

【神奈川県】ひらの矯正歯科

【東京都】西早稲田歯科

【神奈川県】フィルミーデンタルクリニック ホワイトエッセンス
【神奈川県】本牧通り歯科

【東京都】橋本歯科医院

【神奈川県】松村歯科

【東京都】西原歯科クリニック
【東京都】パール歯科クリニック
【東京都】蓮沼歯科医院
【東京都】原歯科医院

【東京都】平田歯科医院
【東京都】ふかほり歯科

【東京都】藤井かおる歯科医院
【東京都】前澤歯科医院

【東京都】三越前駅小伝馬町歯科 ハルデンタルオフィス
【東京都】三宅歯科医院

【神奈川県】まつお歯科医院

【神奈川県】まるさき歯科クリニック
【神奈川県】宮川歯科医院

【神奈川県】本宮歯科医院
【神奈川県】山口歯科医院

【神奈川県】洋光台駅前歯科医院
【神奈川県】脇本矯正歯科医院
【神奈川県】渡辺歯科医院
中部

【東京都】宮山歯科医院

【新潟県】間歯科医院

【東京都】武藤歯科医院

【新潟県】医療法人社団 和久井歯科医院

【東京都】むさしの歯科室
【東京都】むらかみ歯科

【東京都】村上歯科医院

【東京都】桃園通り村上歯科医院
【東京都】安木歯科医院
【東京都】山崎歯科医院

【東京都】山田歯科クリニック
【東京都】由井歯科医院

【東京都】湯島佐藤歯科

【東京都】YUZ DENTAL tsukishima
【東京都】吉樹デンタルクリニック
【東京都】四つ木歯科クリニック
【東京都】若宮歯科医院

【東京都】渡辺歯科クリニック
【神奈川県】アイリス歯科

【神奈川県】あっぷる歯科

【神奈川県】あらい歯科医院
【神奈川県】石田歯科医院

【神奈川県】今村歯科医院

【神奈川県】入江歯科クリニック

【神奈川県】医療法人社団 追浜歯科医院
【神奈川県】医療法人赤枝会 赤枝病院

【神奈川県】医療法人 VERITAS うえの歯科医院
【神奈川県】医療法人社団 祥豊会 杉山歯科医院

【神奈川県】医療法人社団オリエント 後藤歯科医院
【神奈川県】医療法人社団光彩会つづき歯科医院
【神奈川県】医療法人社団佐藤歯科医院

【神奈川県】医療法人社団飛翔会 たけなが歯科クリニック
【神奈川県】医療法人信和会 中島歯科医院
【神奈川県】上原歯科医院
【神奈川県】内一歯科医院

【神奈川県】大久保歯科医院

【神奈川県】オオトウ歯科医院
【神奈川県】大船駅北口歯科

【神奈川県】岡村デンタルクリニック
【神奈川県】折笠歯科医院

【新潟県】医療法人社団尽誠会 新栄町歯科医院
【新潟県】医療法人社団健進会 新津医療センター病院 歯科
【新潟県】小見歯科医院

【新潟県】海津歯科医院

【新潟県】小林歯科医院

【新潟県】さかいデンタルクリニック
【新潟県】さかもと歯科医院
【新潟県】さとう歯科医院

【新潟県】三和ファミリー歯科医院
【新潟県】上条渡辺歯科医院
【新潟県】鈴木歯科医院

【新潟県】すずきデンタルクリニック
【新潟県】津南デンタルクリニック
【新潟県】ないとう歯科医院

【新潟県】中之島歯科診療所

【新潟県】新潟県済生会三条病院 歯科

【新潟県】新潟市口腔保健福祉センター
【新潟県】長谷川歯科

【新潟県】廣瀬歯科クリニック
【新潟県】フェイス歯科医院
【新潟県】藤戸歯科

【石川県】さとう歯科医院

【石川県】たかの歯科医院
【石川県】竹内歯科医院

【石川県】独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
【石川県】なりのぼう歯科口腔外科クリニック
【石川県】野町デンタルクリニック

【石川県】はしもとデンタルクリニック
【石川県】はすいけ歯科

【石川県】ばんどう歯科医院
【石川県】ヒラ歯科医院

【石川県】北鳴歯科医院

【石川県】山本歯科クリニック

【福井県】医療法人穂高会 高橋歯科医院
【福井県】清水歯科医院

【福井県】多田歯科クリニック
【福井県】藤田歯科医院
【山梨県】岩下歯科医院

【山梨県】おがた歯科医院
【山梨県】笠井歯科医院
【山梨県】京嶋歯科医院

【山梨県】なかざわ歯科医院
【山梨県】名取歯科医院

【長野県】あうる歯科医院

【長野県】あさひ中央台歯科診療所
【長野県】伊沢歯科医院

【長野県】いとう歯科医院
【長野県】犬飼歯科医院

【長野県】医療法人クリーン歯科医院
【長野県】岩倉歯科医院

【長野県】大鹿歯科医院

【長野県】かがやき歯科クリニック
【長野県】笠原歯科医院
【長野県】春日歯科医院

【長野県】汲田歯科医院

【長野県】コスモ歯科矯正クリニック
【長野県】小松歯科医院
【長野県】小山歯科医院

【長野県】さいわい歯科医院

【長野県】市立大町総合病院歯科口腔外科
【長野県】城西病院 歯科外来

【長野県】土橋整形外科歯科医院
【長野県】松村歯科医院

【長野県】みむら歯科医院
【長野県】宮本歯科医院

【長野県】八千穂青森歯科医院
【長野県】横澤歯科医院

【長野県】渡辺歯科矯正歯科医院
【岐阜県】青島歯科医院
【岐阜県】あべ歯科医院
【岐阜県】いずみ歯科

【岐阜県】伊藤歯科医院

【岐阜県】いとうデンタルクリニック
【岐阜県】医療法人 河上歯科医院

【岐阜県】医療法人社団大誠会 サンシャイン M&D クリニック
【岐阜県】医療法人福歯会 わかくさ総合歯科クリニック
【岐阜県】岩田歯科医院

【岐阜県】加藤歯科医院

【岐阜県】櫻井歯科医院
【岐阜県】杉田歯科医院
【岐阜県】田中歯科

【岐阜県】富田歯科医院

【岐阜県】とも歯科クリニック
【岐阜県】長瀬歯科

【岐阜県】にしわき歯科

【岐阜県】はま歯科医院
【岐阜県】原歯科医院
【岐阜県】まさき歯科

【岐阜県】松野歯科医院

【岐阜県】宮本矯正歯科医院
【岐阜県】ややもり歯科医院
【静岡県】井川歯科医院

【静岡県】池原歯科医院

【静岡県】今村歯科医院

【静岡県】医療法人社団仁静会 音羽歯科クリニック
医療法人社団宝徳会 介護老人福祉施設 ケアセンター池田の街
【静岡県】

【新潟県】ホープ歯科クリニック

【静岡県】ウノ歯科医院

【新潟県】三村歯科医院

【静岡県】大庭歯科医院

【新潟県】堀歯科医院

【新潟県】村山歯科医院

【新潟県】八木歯科クリニック
【富山県】大城歯科医院

【富山県】歯科ミントクリニック
【富山県】原田歯科医院

【富山県】広野歯科クリニック
【富山県】ふじた歯科医院
【富山県】みどり歯科医院

【富山県】やまぎし歯科クリニック

【石川県】医療法人千手会 おおのり歯科医院
【石川県】大場歯科医院

【石川県】金沢大学附属病院 歯科口腔外科

【静岡県】おおば歯科

【静岡県】岡本歯科医院

【静岡県】尾崎歯科医院
【静岡県】尾崎歯科医院

【静岡県】小原歯科医院 月見里診療所

【静岡県】すぎやま歯科クリニック
【静岡県】つかはら歯科医院
【静岡県】土屋歯科医院

【静岡県】外神歯科医院
【静岡県】鳥巣歯科医院

【静岡県】なかじま歯科医院

【静岡県】長沼歯科クリニック
【静岡県】中村歯科医院
【静岡県】にいづま歯科

【静岡県】ニシナ歯科医院
【静岡県】萩原歯科医院

【静岡県】浜松赤十字病院
【静岡県】原田歯科医院

【静岡県】久永歯科医院
【静岡県】ふかざわ歯科

【静岡県】フジタ歯科有楽街診療室

【静岡県】医療法人社団青虎会 フジ虎ノ門整形外科病院 歯科
【静岡県】本間歯科医院

【静岡県】宮城島歯科医院
【静岡県】もも歯科

【静岡県】八木歯科東新田クリニック
【静岡県】ヤス歯科医院
【静岡県】山口歯科医院

【静岡県】山本歯科医院

【静岡県】柴田歯科医院
【静岡県】柴田歯科医院

【滋賀県】うえはら歯科

【滋賀県】うかい歯科クリニック
【滋賀県】大音歯科医院

【滋賀県】おおやま歯科クリニック
【滋賀県】小川歯科医院

【滋賀県】川尻歯科医院

【滋賀県】コウ歯科クリニック
【滋賀県】高山歯科医院

【滋賀県】東條歯科医院
【滋賀県】野上歯科医院

【滋賀県】ひがき歯科医院

【滋賀県】彦根市立病院 歯科口腔外科
【滋賀県】堀歯科医院

【滋賀県】マナベ歯科医院

【滋賀県】本康歯科クリニック
【京都府】あおき歯科

【京都府】糸井歯科医院

【京都府】医療法人 足達歯科医院

【京都府】医療法人 ふくしま小児歯科医院

【京都府】かおり歯科医院

【愛知県】あさひ歯科

【愛知県】あらかわ歯科医院
【愛知県】いいだ歯科医院

【愛知県】一般社団法人愛知県歯科医師会
【愛知県】いとう歯科

【愛知県】伊藤歯科医院
【愛知県】今井歯科医院

【愛知県】医療法人大里会 大里デンタルクリニック
【愛知県】医療法人 鈴木歯科クリニック
【愛知県】医療法人 田口歯科医院

【愛知県】医療法人 デンタルクリニック服部
【愛知県】医療法人大里会 うらさと歯科
【愛知県】医療法人至誠会 二村医院

【愛知県】医療法人養明会 山中歯科医院
【愛知県】医療法人 大原医院 歯科
【愛知県】英明歯科

【愛知県】大澤歯科医院
【愛知県】おはよう歯科

【愛知県】金山歯科医院

【愛知県】かよ歯科クリニック
【愛知県】唐臼歯科医院

【愛知県】小出歯科医院

【愛知県】こうの歯科・矯正歯科クリニック
【愛知県】鴻の巣歯科

【愛知県】ごくらく坂星野歯科
【愛知県】小島歯科医院

【愛知県】こじま歯科医院
【愛知県】小西歯科医院
【愛知県】三愛歯科医院

【愛知県】杉浦歯科医院
【愛知県】すぎやま歯科

【愛知県】鈴木歯科クリニック
【愛知県】タクミ歯科医院
【愛知県】竹内歯科医院
【愛知県】竹内歯科医院

【愛知県】立松歯科医院

【愛知県】千代田橋歯科
【愛知県】つかもと歯科

【愛知県】トミオ歯科医院
【愛知県】どんぐり歯科

【愛知県】名古屋市立西部医療センター 歯科・口腔外科外来
【愛知県】はが歯科クリニック
【愛知県】はせがわ歯科医院
【愛知県】林 歯科

【愛知県】ファミリーデンタルイシダ
【愛知県】ふき歯科クリニック
【愛知県】福岡歯科医院

【愛知県】夫馬歯科クリニック

【愛知県】村木デンタルオフィス
【愛知県】むらせ歯科

【愛知県】むらまつ歯科医院
【愛知県】山内歯科医院

【愛知県】山岡歯科医院
【愛知県】吉本歯科
近畿

【三重県】いのまた歯科

【静岡県】静岡県立静岡がんセンター 歯科口腔外科

【滋賀県】上野歯科医院

【愛知県】浅岡歯科

【静岡県】ワタナベ歯科第二クリニック

【静岡県】金原歯科医院

【静岡県】歯科クリニックみよし

【滋賀県】飯田歯科医院

【静岡県】渡辺歯科医院

【三重県】あい歯科クリニック

【静岡県】是永歯科医院

【滋賀県】浅田歯科医院

【京都府】医療法人成幸会 いずみ歯科医院
【京都府】医療法人 村田歯科医院

【静岡県】折原歯科医院

【静岡県】柿宇土歯科医院

【三重県】ゆみ子歯科

【三重県】伊東歯科医院

【三重県】医療法人 宇治山田歯科医院
【三重県】こんどう歯科

【京都府】うまほり西田歯科医院
【京都府】金子歯科医院
【京都府】木下歯科医院

【京都府】きのした歯科医院

【京都府】高録歯科医院松園診療所
【京都府】佐々木歯科

【京都府】澤田歯科医院
【京都府】柴田歯科医院

【京都府】嶋村歯科医院
【京都府】ソウシ歯科

【京都府】武田歯科医院

【京都府】田坂歯科医院

【京都府】堤洋之歯科医院
【京都府】どい歯科医院

【京都府】馬場歯科医院
【京都府】宮本歯科医院

【京都府】明治国際医療大学附属病院 歯科
【京都府】もり矯正歯科

【京都府】吉田ファミリー歯科

【京都府】わたなべ歯科クリニック
【大阪府】秋山歯科クリニック
【大阪府】荒木歯科医院
【大阪府】有岡歯科医院

【大阪府】石垣歯科医院
【大阪府】石田歯科医院

【大阪府】石塚歯科医院
【大阪府】石原歯科

【大阪府】磯田歯科医院

【大阪府】いそだ歯科クリニック
【大阪府】いちかわ歯科医院
【大阪府】市原歯科

【大阪府】一般財団法人 住友病院 歯科
【大阪府】いで歯科医院

【大阪府】伊藤歯科医院

【大阪府】いなだ歯科クリニック
【大阪府】今市田中歯科医院

【大阪府】医療法人精良会 せこぐち歯科
【大阪府】医療法人 西川歯科

【大阪府】医療法人 ふかき歯科

【大阪府】医療法人 松井歯科医院

【大阪府】医療法人 優清会 永井歯科クリニック
【大阪府】医療法人 豊歯科医院

【大阪府】医療法人英信会 あいはら歯科・矯正歯科
【大阪府】医療法人尾崎歯科医院

【大阪府】医療法人五条歯科医院 第二診療所
【大阪府】医療法人 目歯科医院

【大阪府】医療法人 寿樹会 あさい歯科クリニック

【大阪府】医療法人寺嶋・塚田こどもクリニック みづほ歯科
【大阪府】医療法人篤豊会 近藤歯科医院
【大阪府】医療法人中谷歯科医院

【大阪府】医療法人浜沢歯科医院

【大阪府】医療法人ヒグチ歯科医院

【大阪府】医療法人優伸会えがしら歯科

【大阪府】医療法人よつば徳祐会 松井歯科
【大阪府】いわずみ歯科

【大阪府】うえすぎ歯科クリニック
【大阪府】上田にしもと歯科医院
【大阪府】生地歯科医院

【大阪府】大枝歯科医院

【大阪府】大阪市立大学医学部附属病院 歯科口腔外科
【大阪府】太田歯科医院

【三重県】杉山歯科・矯正歯科クリニック

【大阪府】大野歯科医院

【三重県】宮崎歯科医院

【大阪府】大橋小児歯科医院

【三重県】鍋島歯科医院

【大阪府】大野歯科医院

【大阪府】小川歯科
【大阪府】奥田歯科

【大阪府】覚道歯科医院
【大阪府】かなざわ歯科
【大阪府】かねだ歯科

【大阪府】川上歯科医院

【大阪府】北大阪警察病院 歯科口腔外科
【大阪府】北野歯科医院

【大阪府】北村歯科医院淡路町クリニック
【大阪府】木下歯科医院

【大阪府】木村歯科医院

【大阪府】京田デンタルクリニック
【大阪府】九鬼歯科医院
【大阪府】栗本歯科

【大阪府】晃司歯科医院

【大阪府】小阪奥田歯科医院
【大阪府】児玉歯科

【大阪府】近藤歯科医院
【大阪府】沢田歯科医院

【大阪府】しまぐち歯科クリニック
【大阪府】杉山歯科医院

【大阪府】諏訪歯科医院
【大阪府】高井歯科医院

【大阪府】たかぎ歯科・矯正歯科

【大阪府】髙端デンタルクリニック
【大阪府】たかま歯科医院
【大阪府】タケダ歯科
【大阪府】竹本歯科

【大阪府】田島歯科医院
【大阪府】タナベ歯科

【大阪府】たむら歯科医院

【大阪府】たろう歯科クリニック
【大阪府】つきたに歯科医院
【大阪府】辻坂歯科医院
【大阪府】つじた歯科
【大阪府】つだ歯科

【大阪府】デンタルクリニックいその
【大阪府】とみぐち歯科

【大阪府】中川歯科クリニック
【大阪府】中塚歯科医院

【大阪府】なかつか歯科矯正歯科クリニック
【大阪府】なかの歯科

【大阪府】中野歯科医院
【大阪府】中南歯科医院

【大阪府】那須歯科医院

【大阪府】ならもと歯科医院
【大阪府】西川歯科医院

【大阪府】にしかわ . 歯科医院
【大阪府】錦歯科医院

【大阪府】野上歯科医院

【大阪府】のむら歯科クリニック
【大阪府】はおか歯科医院
【大阪府】林歯科医院

【大阪府】はやた歯科クリニック
【大阪府】原歯科医院

【大阪府】日野歯科ナンバ診療所
【大阪府】平田歯科医院

【大阪府】平野歯科医院

【大阪府】藤井歯科医院

【大阪府】藤澤歯科医院
【大阪府】藤田歯科医院
【大阪府】堀田歯科医院

【大阪府】堀内歯科医院
【大阪府】堀江歯科

【大阪府】堀歯科医院

【大阪府】ますもと歯科クリニック
【大阪府】松浦歯科クリニック

【大阪府】まつざき歯科クリニック
【大阪府】松林歯科

【大阪府】三上歯科クリニック
【大阪府】水井歯科医院

【大阪府】みやけ歯科医院
【大阪府】宮野歯科医院

【大阪府】むらかみ歯科クリニック
【大阪府】森井歯科クリニック
【大阪府】モリシタ歯科医院
【大阪府】森田歯科医院
【大阪府】森田歯科医院

【大阪府】八木歯科医院
【大阪府】安永歯科

【大阪府】よしだ歯科

【大阪府】吉田歯科クリニック
【大阪府】吉村歯科医院
【大阪府】ろくもと歯科

【大阪府】綿谷歯科クリニック
【大阪府】わたなべ往診歯科
【大阪府】渡辺歯科医院

【兵庫県】芦屋川デンタルクリニック
【兵庫県】厚味歯科医院

【兵庫県】阿部歯科・矯正歯科

