
令和4年4月1日現在
市  町 医 療 機 関 名 住　　　　　　　所 電 話 番 号

宇都宮市 はやし歯科クリニック 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ3丁目2-4 028-655-5418
宇都宮市 医療法人聖心会カトレア柴田歯科 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4丁目1番地2 028-657-5775
宇都宮市 さかきばら歯科クリニック 宇都宮市みどり野町6番1号 028-655-1555
宇都宮市 ときわ歯科クリニック 宇都宮市ゆいの杜2-1-4 028-678-8211
宇都宮市 おのざき歯科医院 宇都宮市ゆいの杜4丁目7番1号 028-667-4602
宇都宮市 たつみ歯科クリニック 宇都宮市ゆいの杜5丁目18番1号 028-667-6480
宇都宮市 鈴木歯科医院 宇都宮市一の沢2丁目1番5号 028-622-2661
宇都宮市 金田歯科医院 宇都宮市一ﾉ沢町272 028-622-9300
宇都宮市 医療法人社団県歯科医院 宇都宮市一条1丁目3番12号 028-633-6474
宇都宮市 やまうち歯科secondstage 宇都宮市一条4丁目1番8号 028-680-5015
宇都宮市 五月女歯科クリニック 宇都宮市栄町4番10号 028-643-1300
宇都宮市 医）社団全至善會モリシタ歯科医院 宇都宮市駅前通り1丁目4番6号ｳﾂﾉﾐﾔ西口ﾋﾞﾙ6F 028-650-2121
宇都宮市 芦澤歯科医院 宇都宮市越戸1丁目3番38号 028-664-3555
宇都宮市 おび歯科クリニック 宇都宮市屋板町1114-10 028-680-4182
宇都宮市 中川歯科医院 宇都宮市屋板町151-30 028-656-8849
宇都宮市 医）松井歯科医院 宇都宮市屋板町228-1 028-656-4618
宇都宮市 西川歯科クリニック 宇都宮市下岡本町1997-1 028-673-4100
宇都宮市 きくち歯科医院 宇都宮市下岡本町2082-61 028-671-0648
宇都宮市 いがらし歯科医院 宇都宮市下岡本町4552-14 028-673-6661
宇都宮市 藤井歯科医院 宇都宮市下栗町2321-16 028-663-5664
宇都宮市 医療法人青木会あおきファミリー歯科 宇都宮市下栗町2938-2 028-632-8214
宇都宮市 もり歯科クリニック 宇都宮市下栗町968-1 028-656-4400
宇都宮市 大島歯科医院 宇都宮市下戸祭2丁目9番1号高木ｺｰﾎﾟ1F 028-622-1757
宇都宮市 福田ファミリー歯科 宇都宮市下荒針町3867-1 028-678-4618
宇都宮市 尾形歯科医院 宇都宮市下川俣町60-3 028-662-6660
宇都宮市 かまい歯科医院 宇都宮市下田原町3229-1 028-672-4618
宇都宮市 医療法人　まるふく会福田デンタルクリニック 宇都宮市下砥上町1545-20 028-678-5050
宇都宮市 長谷川歯科医院 宇都宮市下平出町899-10 028-663-1818
宇都宮市 三森歯科医院 宇都宮市花房1丁目1番3号 028-633-5511
宇都宮市 きくち歯科医院 宇都宮市関堀町554-11 028-621-8841
宇都宮市 医療法人雄遼会高橋歯科クリニック 宇都宮市岩曽町1077-1 028-613-5118
宇都宮市 吉田歯科医院 宇都宮市岩曽町1355-116 028-660-0377
宇都宮市 安田歯科医院 宇都宮市岩曽町1392-1 028-662-7893
宇都宮市 きし・歯科医院 宇都宮市岩曽町708-11 028-613-3718
宇都宮市 医療法人舘野会舘野歯科診療所 宇都宮市岩本町454-2 028-627-5157
宇都宮市 菊池歯科クリニック 宇都宮市菊水町12番20号 028-649-6211
宇都宮市 みき・さくら歯科 宇都宮市吉野1丁目4番20号 028-680-6122
宇都宮市 生井歯科医院 宇都宮市吉野2丁目8番23号 028-636-0202
宇都宮市 植田歯科医院 宇都宮市宮園町3番11号 028-633-6435
宇都宮市 松島歯科医院 宇都宮市宮園町8番2号 028-633-3987
宇都宮市 印出井歯科医院 宇都宮市宮町1番6号 028-624-5861
宇都宮市 水野歯科医院 宇都宮市京町12番6号 028-634-9001
宇都宮市 ゆざわや歯科クリニック 宇都宮市曲師町2番12号ゆざわやﾋﾞﾙ2F 028-635-8050
宇都宮市 吉成歯科医院 宇都宮市駒生町1359-225 028-652-1671
宇都宮市 北條歯科クリニック 宇都宮市駒生町1410-83 028-652-8811
宇都宮市 大垣歯科医院 宇都宮市駒生町1556-8 028-652-6767
宇都宮市 三木歯科医院 宇都宮市駒生町2335-8 028-652-0648
宇都宮市 あくつ歯科医院 宇都宮市駒生町859-40 028-625-7474
宇都宮市 医療法人晃丘会　田中医院ゼンデンタルオフィス 宇都宮市元今泉3丁目15番8号 028-678-8511
宇都宮市 吉澤歯科医院 宇都宮市元今泉5丁目1番13号 028-664-1818
宇都宮市 簗瀬歯科医院泉ケ丘診療所 宇都宮市元今泉6丁目3番4号 028-661-6031
宇都宮市 医療法人實悠会有坂歯科医院 宇都宮市元今泉7丁目30番19号 028-661-1030
宇都宮市 なかみぞ歯科医院 宇都宮市元今泉8-1-13 028-663-4618
宇都宮市 医療法人社団和宝会渡辺歯科医院 宇都宮市戸祭2丁目9番31号 028-622-3781
宇都宮市 うまがみこども歯科 宇都宮市戸祭町3005-6 028-600-8759
宇都宮市 かのう歯科 宇都宮市五代1丁目1番6号 028-654-2418
宇都宮市 箱島歯科医院 宇都宮市五代3丁目1番16号 028-653-4504
宇都宮市 菊池歯科医院 宇都宮市御幸ヶ原町137-34 028-664-0555
宇都宮市 おかだ歯科医院 宇都宮市御幸ヶ原町224-4 028-663-1660
宇都宮市 医療法人布陽会ゆふ歯科 宇都宮市御幸ヶ原町55-11 028-689-5300
宇都宮市 医療法人Ｙ２Ｄおおつか歯科クリニック 宇都宮市御幸ヶ原町77-18 028-683-0500
宇都宮市 こまつ歯科医院 宇都宮市御幸町289-2 028-307-8657
宇都宮市 大野歯科医院 宇都宮市御幸本町4650-6 028-660-1313
宇都宮市 角田歯科医院 宇都宮市御幸本町4733-13 028-689-0222
宇都宮市 やぎ歯科医院 宇都宮市江曽島2丁目16番16号 028-645-1182
宇都宮市 江田歯科医院 宇都宮市江曽島町1257-5 028-658-9663
宇都宮市 小澤歯科医院 宇都宮市江曽島町1453-9 028-645-1459
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市  町 医 療 機 関 名 住　　　　　　　所 電 話 番 号
宇都宮市 医療法人社団源徳会螺良歯科医院 宇都宮市江野町9番6号 028-633-6480
宇都宮市 今谷歯科 宇都宮市高砂町13番9号 028-655-0182
宇都宮市 ひあさ歯科医院 宇都宮市今宮1丁目19番4号 028-645-7220
宇都宮市 医）まこと会ひやま歯科クリニック 宇都宮市今泉1丁目1番8号ﾄｯﾌﾟﾎﾟｰﾄ1F 028-624-5628
宇都宮市 佐貫歯科医院 宇都宮市今泉3丁目5番25号 028-621-3880
宇都宮市 軽部歯科医院 宇都宮市今泉4丁目15番26号 028-621-0790
宇都宮市 礒歯科医院 宇都宮市今泉新町161-2 028-661-6875
宇都宮市 斎藤歯科クリニック 宇都宮市今泉町220-6 028-625-6895
宇都宮市 田中歯科医院 宇都宮市今泉町2543-131田中歯科ﾋﾞﾙ1F 028-663-7388
宇都宮市 あやこデンタルクリニック 宇都宮市今泉町449番地8 028-666-6485
宇都宮市 生井歯科医院 宇都宮市今泉町三ﾂ塚3003-8 028-662-6176
宇都宮市 よしざわ歯科 宇都宮市砂田町544番地1 028-657-8855
宇都宮市 ならファミリー歯科医院 宇都宮市細谷1丁目7番71号 028-627-4618
宇都宮市 医療法人社団桜会高田歯科医院 宇都宮市桜2丁目7番9号 028-622-9053
宇都宮市 小塚歯科医院 宇都宮市桜3丁目2番8号 028-637-3487
宇都宮市 簗瀬歯科桜診療所 宇都宮市桜4丁目11番22号 028-622-3056
宇都宮市 すみ歯科医院 宇都宮市山本1丁目3番31号ISﾋﾞﾙ1F 028-622-6482
宇都宮市 町田歯科クリニック 宇都宮市山本2丁目26番14号 028-625-7010
宇都宮市 医療法人エフ藤島歯科 宇都宮市若松原2丁目9番6号 028-654-2020
宇都宮市 国井歯科医院 宇都宮市若草3丁目8番1号 028-625-2709
宇都宮市 国井歯科医院 宇都宮市若草3丁目8番7号 028-612-5500
宇都宮市 鈴木努歯科医院 宇都宮市若草4丁目16番4号 028-627-0238
宇都宮市 北澤歯科クリニック 宇都宮市若草5丁目10番13号 028-625-1187
宇都宮市 大柿歯科医院 宇都宮市若草5丁目5番38号 028-625-0479
宇都宮市 すずき歯科クリニック 宇都宮市宿郷3丁目22番2号のり廣ﾋﾞﾙ2F 028-635-7500
宇都宮市 宮堀歯科医院 宇都宮市宿郷5丁目16番8号 028-637-0841
宇都宮市 大貫歯科医院 宇都宮市小幡2丁目3番16号 028-643-6480
宇都宮市 医療法人晃誠会半田歯科医院 宇都宮市松原2丁目5番7号 028-622-8704
宇都宮市 医療法人江俣歯科医院 宇都宮市松原2丁目7番10号 028-643-2525
宇都宮市 医療法人たかはら歯科クリニック 宇都宮市上桑島町1277-8 028-678-8241
宇都宮市 山口歯科クリニック 宇都宮市上桑島町1288-6 028-656-8148
宇都宮市 手塚歯科医院 宇都宮市上戸祭町2834-219 028-643-0007
宇都宮市 星野歯科医院 宇都宮市上戸祭町3007-2 028-616-1655
宇都宮市 益子歯科医院 宇都宮市上戸祭町38-2 028-643-2080
宇都宮市 ほりファミリー歯科 宇都宮市上戸祭町522-1 028-307-3620
宇都宮市 いのまた歯科医院 宇都宮市上田原町660-1 028-672-4181
宇都宮市 昆野クリニック 宇都宮市上籠谷町3314-4 028-612-1160
宇都宮市 大野歯科医院 宇都宮市新町2丁目1番15号 028-633-2458
宇都宮市 山崎歯科医院 宇都宮市新富町13番15号 028-655-0321
宇都宮市 金澤歯科医院 宇都宮市針ヶ谷町500-4 028-654-2522
宇都宮市 ごとう歯科医院 宇都宮市瑞穂2丁目15-7 028-656-4188
宇都宮市 赤沼歯科医院 宇都宮市雀の宮1丁目8番15号 028-653-7143
宇都宮市 鈴木歯科医院 宇都宮市雀の宮5丁目2番43号 028-653-0073
宇都宮市 崎谷歯科医院 宇都宮市雀の宮7丁目19番13号 028-653-0182
宇都宮市 金子歯科クリニック 宇都宮市清原台1丁目2番11号 028-670-6474
宇都宮市 医療法人Ｏ．Ｄ．Ｆ暁一会おいかわ歯科医院 宇都宮市清原台3丁目6番24号 028-667-7555
宇都宮市 徳永歯科医院 宇都宮市清原台4丁目4番7号 028-667-7221
宇都宮市 医療法人社団清真会田沼歯科医院 宇都宮市清原台5丁目36番22号 028-667-6930
宇都宮市 臼井歯科医院 宇都宮市清住1丁目8番4号 028-622-1184
宇都宮市 くりはら歯科医院 宇都宮市清住2丁目3番8号 028-622-7084
宇都宮市 なかやま歯科クリニック 宇都宮市西1丁目3番19号 028-636-4835
宇都宮市 青木歯科 宇都宮市西2丁目3番4号 028-636-2270
宇都宮市 井出歯科医院 宇都宮市西刑部町1200-3 028-656-8288
宇都宮市 大場歯科医院 宇都宮市西刑部町2611-15 028-656-6662
宇都宮市 神山歯科医院 宇都宮市西川田5丁目16番11号 028-658-6366
宇都宮市 はやし歯科医院 宇都宮市西川田町1160-47 028-348-2956
宇都宮市 オカダデンタルオフィス 宇都宮市西川田町805番地6 028-612-6481
宇都宮市 辻歯科医院 宇都宮市西川田町91-1 028-659-1182
宇都宮市 医療法人社団荒川歯科クリニック 宇都宮市西川田本町4丁目1番3号 028-645-5072
宇都宮市 岡田歯科医院 宇都宮市石井町1361-1 028-683-4618
宇都宮市 菊池歯科医院 宇都宮市石井町2490-4 028-661-8548
宇都宮市 平野歯科医院 宇都宮市石井町2973-35 028-689-2525
宇都宮市 石川歯科医院 宇都宮市石井町3372 028-656-4848
宇都宮市 ホワイト歯科医院 宇都宮市千波町1番2号 028-625-2975
宇都宮市 沢田歯科医院 宇都宮市泉が丘2丁目4番5号 028-689-2228
宇都宮市 山口歯科医院 宇都宮市泉町1番7号 028-622-2785
宇都宮市 小林歯科医院 宇都宮市双葉3丁目15番63号 028-658-7611
宇都宮市 てづか歯科医院 宇都宮市操町7番10号 028-639-2332
宇都宮市 つつみ歯科くりにっく 宇都宮市台新田町175番地1 028-659-2710
宇都宮市 清水歯科医院 宇都宮市大寛1丁目1番9号 028-633-1313
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宇都宮市 中山歯科医院 宇都宮市大寛1丁目2番18号 028-634-8498
宇都宮市 中山歯科医院 宇都宮市大寛2丁目8番8号 028-633-6536
宇都宮市 北條歯科医院 宇都宮市大曽1丁目1番13号 028-622-7408
宇都宮市 医療法人　正敬会長歯科医院 宇都宮市大曽1丁目8番9号 028-624-3060
宇都宮市 おのがわ歯科クリニック 宇都宮市大曽2丁目7番13号 028-643-6474
宇都宮市 医療法人社団正久会　黒﨑歯科医院 宇都宮市大通り1丁目1番14号 028-622-3672
宇都宮市 医療法人中山会宇都宮記念病院 宇都宮市大通り1丁目3番16号 028-611-5610
宇都宮市 荒井歯科診療所 宇都宮市大通り2丁目1番5号明治安田生命大通りﾋﾞﾙ3F 028-637-0231
宇都宮市 佐伯歯科医院 宇都宮市大通り3丁目2番6号 028-633-3587
宇都宮市 菊地歯科医院 宇都宮市大通り4丁目1番17号 028-624-9054
宇都宮市 天沼歯科医院 宇都宮市大通り5丁目2番12号 028-622-4114
宇都宮市 福田歯科医院 宇都宮市大和2丁目10番22号 028-658-1870
宇都宮市 やす・かずＣｈａｒｍ歯科 宇都宮市滝の原2丁目4番35号 028-612-8282
宇都宮市 おおくぼ歯科医院 宇都宮市滝の原2丁目5番5号 028-635-7162
宇都宮市 薬師寺歯科医院 宇都宮市滝の原3丁目1番3号 028-635-0382
宇都宮市 オリーブゆみ歯科クリニック 宇都宮市滝谷町19番20号福井ﾋﾞﾙ2 202 028-612-6172
宇都宮市 小野歯科医院 宇都宮市池上町4番5号 028-633-8400
宇都宮市 医療法人　八板歯科クリニック 宇都宮市竹林町866 028-612-1333
宇都宮市 藤橋歯科医院 宇都宮市中央1丁目5番7号 028-637-0903
宇都宮市 そね歯科医院 宇都宮市中央本町3番11号 028-637-4618
宇都宮市 高谷秀雄歯科クリニック 宇都宮市中岡本町2977番地1 028-666-4183
宇都宮市 中島歯科医院 宇都宮市中岡本町3669-26 028-673-6338
宇都宮市 おかもとこどもおとな歯科 宇都宮市中岡本町3710番地62 028-612-3901
宇都宮市 横塚歯科医院 宇都宮市中岡本町3772-7 028-673-6418
宇都宮市 手塚歯科医院 宇都宮市中岡本町4061-2 028-673-2661
宇都宮市 阿久津歯科医院 宇都宮市中岡本町4094 028-673-1184
宇都宮市 あんどう歯科クリニック 宇都宮市中久保2丁目12番21号 028-689-4918
宇都宮市 後藤歯科クリニック 宇都宮市中戸祭1丁目13番24号 028-650-4181
宇都宮市 粕谷歯科医院 宇都宮市中戸祭町850-35 028-627-2525
宇都宮市 齋藤歯科医院 宇都宮市中今泉3丁目14番21号ｵﾉﾗｰﾌﾞﾙｰ1F 028-636-1684
宇都宮市 じゅんデンタルクリニック 宇都宮市中里町227-6 028-678-4182
宇都宮市 医療法人玲珠会名取歯科クリニック 宇都宮市中里町2702-25 028-674-7117
宇都宮市 医療法人むらかみ歯科医院 宇都宮市鶴田2丁目21番9号 028-647-4618
宇都宮市 おおはし歯科クリニック 宇都宮市鶴田町1294-1 028-647-0084
宇都宮市 手塚歯科医院 宇都宮市鶴田町167-9 028-647-1011
宇都宮市 中津歯科医院 宇都宮市鶴田町1740-5 028-648-4006
宇都宮市 高山歯科医院 宇都宮市鶴田町1976-20 028-648-9521
宇都宮市 佐貫歯科医院 宇都宮市鶴田町206-6 028-678-8872
宇都宮市 半田歯科医院 宇都宮市鶴田町2156-5 028-648-6636
宇都宮市 医療法人大塚歯科 宇都宮市鶴田町2186-38 028-648-1661
宇都宮市 岩本歯科医院 宇都宮市鶴田町251-4 028-648-8148
宇都宮市 こづかファミリー歯科 宇都宮市鶴田町721-2 028-647-1182
宇都宮市 ささや歯科医院 宇都宮市伝馬町1番7号笹谷ﾋﾞﾙ2F 028-633-3385
宇都宮市 ひろデンタルクリニック 宇都宮市田野町475-1 028-652-8855
宇都宮市 竹沢歯科クリニック 宇都宮市砥上町214-1 028-648-4680
宇都宮市 廣中歯科医院 宇都宮市東今泉1丁目1番37号 028-638-8148
宇都宮市 小野ファミリー歯科 宇都宮市東宿郷2丁目11番8号川津ﾋﾞﾙ2F 028-614-3718
宇都宮市 やまぐち歯科醫院 宇都宮市東宿郷4丁目3番7号 028-651-3746
宇都宮市 五月女歯科医院 宇都宮市東谷町489 028-655-2522
宇都宮市 おとづら歯科医院 宇都宮市東簗瀬1丁目37-7 028-637-2320
宇都宮市 塚田歯科医院 宇都宮市東簗瀬1丁目38-8 028-637-4970
宇都宮市 阿部歯科医院 宇都宮市徳次郎町2194-1 028-665-3243
宇都宮市 須田歯科医院 宇都宮市南一の沢町1番24号 028-635-4826
宇都宮市 おおはしデンタルクリニック 宇都宮市南一の沢町2番26号斉藤ﾋﾞﾙ2F 028-633-6503
宇都宮市 那須歯科医院 宇都宮市南高砂町3番1号 028-655-4182
宇都宮市 吉田歯科医院 宇都宮市南大通り1丁目2番11号 028-633-3950
宇都宮市 綱川歯科医院 宇都宮市南大通り3丁目1番10号 028-634-8472
宇都宮市 医療法人篠原歯科医院 宇都宮市南大通り4丁目1番1号 028-634-6618
宇都宮市 医療法人簗瀬会簗瀬歯科医院 宇都宮市二荒町1番10号 028-636-8840
宇都宮市 羽石歯科医院 宇都宮市二番町2番13号 028-635-2273
宇都宮市 医療法人社団清麗会椎貝歯科医院 宇都宮市馬場通り1丁目1番20号 028-621-6762
宇都宮市 にしだ歯科クリニック 宇都宮市白沢町1805-18 028-671-1231
宇都宮市 武田歯科医院 宇都宮市白沢町2021-77 028-673-8241
宇都宮市 わかい歯科医院 宇都宮市白沢町401-3 028-673-7471
宇都宮市 かねこ歯科 宇都宮市八千代1丁目12番13号 028-612-2733
宇都宮市 医療法人Ｙ２Ｄ県庁内ユキ歯科クリニック 宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁東館3F 028-623-2049
宇都宮市 ワカバ歯科診療所 宇都宮市塙田2丁目4番15号 028-622-1591
宇都宮市 松井歯科医院 宇都宮市塙田2丁目5番27号 028-622-9011
宇都宮市 大貫歯科医院 宇都宮市塙田3丁目2番9号 028-624-6480
宇都宮市 医療法人健明会名取歯科医院 宇都宮市塙田4丁目1番29号 028-622-4622
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宇都宮市 きくち歯科医院 宇都宮市氷室町1634-13 028-670-0648
宇都宮市 小宅歯科医院 宇都宮市氷室町2815 028-667-4529
宇都宮市 大森歯科医院 宇都宮市富士見が丘2丁目19番27号 028-622-2660
宇都宮市 廣瀬歯科医院 宇都宮市兵庫塚1丁目8番15号 028-655-1020
宇都宮市 やまのうち歯科医院 宇都宮市兵庫塚町9-1 028-612-8660
宇都宮市 第二髙原歯科医院 宇都宮市平出工業団地38-11 028-661-5800
宇都宮市 屋代歯科医院 宇都宮市平出町347-1 028-662-8148
宇都宮市 いがらし歯科イーストクリニック 宇都宮市平松本町1125-6 028-611-3085
宇都宮市 ますやま歯科クリニック 宇都宮市平松本町1213-7 028-688-0888
宇都宮市 つなかわ歯科医院 宇都宮市平松本町326-14 028-639-6480
宇都宮市 医療法人松田歯科クリニック 宇都宮市平松本町811-20 028-663-0817
宇都宮市 ゆざわ歯科 宇都宮市宝木町1丁目2589-11 028-600-3160
宇都宮市 しのざき歯科医院 宇都宮市宝木町1丁目34-7 028-612-5418
宇都宮市 ワタナベ歯科 宇都宮市宝木町2丁目803-1 028-652-3300
宇都宮市 さかい歯科クリニック 宇都宮市宝木本町1141-118 028-665-8148
宇都宮市 医療法人てづか歯科 宇都宮市宝木本町1144番地43 028-627-2900
宇都宮市 石川歯科医院 宇都宮市峰1丁目2番17号 028-634-3688
宇都宮市 星野歯科医院 宇都宮市峰3丁目33番8号 028-633-1543
宇都宮市 さいとうデンタルクリニック 宇都宮市峰4-23-22 028-662-7611
宇都宮市 なら歯科医院 宇都宮市豊郷台2丁目21-2 028-643-8823
宇都宮市 医療法人ＫＤＣ川島歯科 宇都宮市北一の沢町1番1号 028-650-5500
宇都宮市 ふじかわ歯科医院 宇都宮市北若松原1丁目14番13号 028-666-8210
宇都宮市 田部井歯科 宇都宮市北若松原2丁目1番8号 028-653-5008
宇都宮市 やまうち歯科小児歯科親と子のデンタルクリニック 宇都宮市本町1番19号佐藤ﾋﾞﾙ4F 028-650-6112
宇都宮市 加々美歯科医院 宇都宮市本町4番12号虎屋ﾋﾞﾙ6F 028-624-9367
宇都宮市 亀田歯科医院 宇都宮市本町9番6号 028-622-2680
宇都宮市 医療法人社団健歯会関歯科医院 宇都宮市末広1丁目11番15号 028-653-5215
宇都宮市 いのせ歯科医院 宇都宮市野沢町187-131 028-665-6077
宇都宮市 半田歯科医院 宇都宮市野沢町314-5 028-665-8241
宇都宮市 熊倉歯科医院 宇都宮市陽東2丁目16番18号 028-662-7835
宇都宮市 林デンタルオフィス 宇都宮市陽東3丁目26番7号 028-613-6480
宇都宮市 おおねだ歯科医院 宇都宮市陽東6丁目13番1号 028-683-7377
宇都宮市 医療法人社団睦友会高橋歯科医院 宇都宮市陽東6丁目1番10号 028-663-6348
宇都宮市 菊池歯科医院 宇都宮市緑1丁目2番23号 028-658-2298
宇都宮市 ともえ歯科医院 宇都宮市緑2丁目18番33号 028-659-2329
宇都宮市 大嶋歯科医院 宇都宮市緑3丁目38番13号 028-659-7771
宇都宮市 かさはら歯科医院 宇都宮市簗瀬4丁目6番6号 028-651-1560
宇都宮市 医療法人社団隆友会小倉歯科クリニック 宇都宮市簗瀬町1279 028-635-8488
宇都宮市 笠倉歯科医院 宇都宮市簗瀬町1840-2 028-632-5650
宇都宮市 西垣歯科医院 宇都宮市鐺山町348 028-670-5162
宇都宮市 野沢歯科医院 宇都宮市鐺山町426-5 028-667-6371
足利市 内藤歯科医院 足利市伊勢町1丁目5-1ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ足利1F 0284-41-1321
足利市 阿部歯科医院 足利市伊勢町2丁目4-11 0284-44-0500
足利市 戸塚歯科医院 足利市伊勢町3丁目10-13 0284-41-3472
足利市 大輪歯科医院 足利市伊勢町3丁目12-12 0284-44-0509
足利市 長歯科医院 足利市伊勢町4丁目14-13 0284-43-2822
足利市 つるた歯科クリニック 足利市羽刈町546-7 0284-70-3470
足利市 おざわ歯科医院 足利市永楽町3-2 0284-42-3717
足利市 小泉歯科 足利市猿田町6-20 0284-41-1181
足利市 河内歯科 足利市家富町2165 0284-21-0909
足利市 はぎわら歯科医院 足利市駒場町905-1 0284-91-4618
足利市 若田部歯科医院 足利市五十部町610-6 0284-21-6480
足利市 中島歯科医院 足利市江川町2丁目12-8 0284-44-1717
足利市 天海歯科診療所 足利市江川町3丁目9-23 0284-42-3362
足利市 植木歯科医院 足利市今福町343-1 0284-21-2241
足利市 とば歯科医院 足利市山下町1228-13 0284-62-4260
足利市 春日丘歯科 足利市山下町1267-5 0284-62-7788
足利市 なかたに歯科 足利市山下町943-1 0284-22-7531
足利市 しのだ歯科クリニック 足利市山川町38-2 0284-43-2666
足利市 細見歯科クリニック 足利市山川町887-8 0284-44-1019
足利市 やまもと歯科医院 足利市寺岡町573 0284-91-2080
足利市 阿部歯科クリニック 足利市鹿島町1130 0284-64-1110
足利市 岡田歯科クリニック 足利市鹿島町548-2 0284-62-3754
足利市 加藤歯科医院 足利市若草町5-9 0284-44-3639
足利市 真尾歯科医院 足利市助戸2丁目477 0284-41-2100
足利市 添野歯科医院 足利市助戸東山町921-1 0284-41-3266
足利市 大川歯科医院 足利市小俣町1459-3 0284-62-0073
足利市 吉岡歯科医院 足利市小俣町621-15 0284-62-0563
足利市 アベ歯科 足利市上渋垂町242-3 0284-70-3776
足利市 うるしばら歯科医院 足利市上渋垂町58-4 0284-73-4343
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足利市 きが歯科医院 足利市常見町3丁目9-11 0284-43-2266
足利市 渡辺歯科クリニック 足利市大橋町1丁目1825-10 0284-42-8211
足利市 かなえ歯科クリニック 足利市大橋町1丁目1828-10 0284-64-8841
足利市 ふるや歯科医院 足利市大月町811-2 0284-41-6840
足利市 源田歯科医院 足利市大沼田町1074 0284-91-0081
足利市 青木歯科医院 足利市大沼田町1115-1 0284-91-3258
足利市 かわまた歯科医院 足利市大正町872-10 0284-44-2001
足利市 いもと歯科医院 足利市中川町3-9 0284-71-1212
足利市 鈴木歯科医院 足利市朝倉町3丁目15-6 0284-72-6446
足利市 しのだ歯科医院 足利市朝倉町580 0284-73-5161
足利市 屋代歯科医院 足利市通2丁目2630 0284-21-2630
足利市 秋山歯科医院 足利市通2丁目2742 0284-21-3024
足利市 医療法人社団晋進会麻野歯科医院 足利市通5丁目3193 0284-21-3355
足利市 岡田歯科医院 足利市通5丁目3202 0284-21-3219
足利市 コム中島歯科 足利市田中町15-2ｽﾞｲｺｰﾊｲﾂ1F 0284-73-1180
足利市 若林歯科医院 足利市田中町825 0284-73-8148
足利市 小林歯科医院 足利市島田町751 0284-71-8148
足利市 かたばみ歯科医院 足利市南大町262-3 0284-73-7188
足利市 わたらせ歯科クリニック 足利市八幡町1丁目21-6 0284-72-1110
足利市 さくらい歯科クリニック 足利市八幡町2丁目16-26 0284-73-0101
足利市 久保田歯科医院 足利市八幡町3丁目2-9 0284-71-1051
足利市 田辺歯科医院 足利市八幡町468-1 0284-73-4578
足利市 西田歯科医院 足利市八幡町767 0284-71-2573
足利市 いもと歯科医院 足利市八椚町86-2 0284-91-4510
足利市 津川歯科クリニック 足利市百頭町1960 0284-73-1182
足利市 足利デンタルクリニック 足利市福居町199 0284-72-5585
足利市 松井歯科医院 足利市福居町598-5 0284-71-1345
足利市 さくら歯科 足利市福富町386-2 0284-70-6877
足利市 医療法人喜働の会岡林歯科医院 足利市芳町36 0284-44-0725
足利市 ほり里小林歯科 足利市堀込町1003-5 0284-73-2220
足利市 医療法人よい歯歯科あべクリニック 足利市堀込町2023-3 0284-64-8241
足利市 マキオ歯科医院 足利市堀込町2848-23 0284-73-3770
足利市 医療法人関根歯科クリニック 足利市堀込町93-3 0284-72-9901
足利市 おかむら小児歯科クリニック 足利市弥生町13-1 0284-64-7168
足利市 松島歯科医院 足利市有楽町842-23 0284-41-1711
足利市 とき崎歯科医院 足利市葉鹿町1277-1 0284-62-4568
足利市 近藤歯科医院 足利市葉鹿町296 0284-62-0205
足利市 岡田歯科医院 足利市葉鹿町2丁目15-15 0284-65-0051
足利市 医療法人２丁目石井歯科医院 足利市葉鹿町2丁目23-3 0284-62-0881
足利市 柏瀬歯科医院 足利市葉鹿町383-5 0284-62-0079
足利市 石井歯科医院 足利市葉鹿町398 0284-62-0433
足利市 櫻井歯科医院 足利市葉鹿町585-10 0284-63-2702
足利市 星野歯科医院 足利市葉鹿南町3-2 0284-65-0138
足利市 おおわ歯科クリニック 足利市利保町1丁目14-9 0284-82-8086
足利市 ながせ歯科医院 足利市利保町2丁目16-10 0284-40-2113
足利市 ながしま歯科・口腔外科クリニック 足利市里矢場町2019-1 0284-70-6011
栃木市 あおば歯科クリニック 栃木市薗部町2丁目18番5号 0282-25-1100
栃木市 前橋歯科医院 栃木市薗部町2丁目3番3号 0282-25-1233
栃木市 石川歯科医院 栃木市嘉右衛門町12番13号 0282-24-6926
栃木市 成田デンタルクリニック 栃木市河合町7-9 0282-25-7185
栃木市 小荷田歯科医院 栃木市岩舟町下津原423 0282-55-8814
栃木市 石川歯科医院 栃木市岩舟町静1092-1 0282-55-2146
栃木市 寺内歯科医院 栃木市岩舟町静1148-2 0282-55-8011
栃木市 おかもと歯科医院 栃木市岩舟町静和2136-2 0282-55-7062
栃木市 田中歯科医院 栃木市岩舟町静和2155 0282-55-2820
栃木市 亀田歯科 栃木市岩舟町和泉1325-1 0282-55-5118
栃木市 今野歯科医院 栃木市岩舟町和泉1428 0282-55-8214
栃木市 坂本デンタルクリニック 栃木市境町22番19号 0282-24-7721
栃木市 関根歯科医院 栃木市境町3番16号 0282-22-1747
栃木市 大場歯科医院 栃木市錦町14番10号 0282-25-1422
栃木市 横倉歯科クリニック 栃木市錦町7番46号 0282-24-6688
栃木市 四季の森デンタルクリニック 栃木市国府町羽黒1200-176 0282-29-1818
栃木市 今泉歯科医院 栃木市今泉町2丁目11番34号 0282-23-8148
栃木市 入野歯科医院 栃木市今泉町2丁目8番23号 0282-27-0799
栃木市 野尻歯科医院 栃木市小平町10番13号 0282-24-8181
栃木市 メルシー歯科クリニック 栃木市沼和田町10番17号 0282-20-8046
栃木市 臼井歯科医院 栃木市沼和田町12番14号 0282-22-7770
栃木市 医療法人早川歯科医院 栃木市城内町2丁目6番14号 0282-22-7308
栃木市 まつもと歯科医院 栃木市城内町2丁目6番18号 0282-20-1184
栃木市 西方歯科医院 栃木市西方町金崎334-3 0282-92-7301
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栃木市 島田歯科医院 栃木市川原田町1609-1 0282-24-0770
栃木市 すずき歯科医院 栃木市川原田町370-9 0282-22-8030
栃木市 井本歯科クリニック 栃木市泉川町108-1ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞヴｨﾚｯｼﾞ101号 0282-25-1191
栃木市 小堀歯科医院 栃木市泉町13番18号 0282-23-2640
栃木市 添野歯科クリニック 栃木市泉町4番2号 0282-22-1574
栃木市 植竹歯科医院 栃木市惣社町889-3 0282-28-0838
栃木市 根本歯科医院 栃木市大宮町2136 0282-27-8841
栃木市 みねのデンタルクリニック 栃木市大宮町527-1 0282-27-6485
栃木市 医療法人大島歯科医院 栃木市大町1番10号 0282-22-4182
栃木市 大平デンタルクリニック 栃木市大平町下皆川215-2 0282-43-8214
栃木市 植原歯科医院 栃木市大平町牛久106-1 0282-24-3927
栃木市 阿部歯科医院 栃木市大平町新1405 0282-43-1200
栃木市 古澤歯科医院 栃木市大平町新882-1 0282-43-1215
栃木市 町田歯科医院 栃木市大平町西水代1608-1 0282-43-7249
栃木市 医療法人社団みこころ会清水歯科クリニック 栃木市大平町西水代1931-3 0282-43-4488
栃木市 みずしろ歯科 栃木市大平町西水代2009-8 0282-45-2500
栃木市 小林歯科医院 栃木市大平町西野田127-10 0282-43-0118
栃木市 小関歯科医院 栃木市大平町富田1621-2 0282-43-8217
栃木市 清野歯科医院 栃木市大平町富田330-47 0282-43-2138
栃木市 井本歯科医院 栃木市都賀町家中2190-3 0282-27-4544
栃木市 医）社団さおとめ会早乙女歯科医院 栃木市都賀町家中2408 0282-27-3737
栃木市 藤森歯科医院 栃木市都賀町合戦場238 0282-27-1877
栃木市 木村歯科医院 栃木市藤岡町赤麻1724-1 0282-62-1355
栃木市 ながしお歯科医院 栃木市藤岡町大前954-2 0282-62-4188
栃木市 町田歯科医院 栃木市藤岡町藤岡1014 0282-62-2439
栃木市 内田歯科医院 栃木市藤岡町藤岡1367 0282-62-2059
栃木市 秋山歯科医院 栃木市藤岡町藤岡1381 0282-62-2018
栃木市 あさとり歯科医院 栃木市藤岡町藤岡31-1 0282-62-1577
栃木市 大塚歯科医院 栃木市藤岡町藤岡5261 0282-62-1182
栃木市 石塚歯科医院 栃木市入舟町20番20号 0282-22-7177
栃木市 山井歯科医院 栃木市箱森町12番23号 0282-25-2323
栃木市 医療法人福富歯科医院 栃木市樋ﾉ口町396-24 0282-22-3703
栃木市 林歯科クリニック 栃木市平柳町1丁目23番22号 0282-22-7703
栃木市 増山歯科医院 栃木市片柳町1丁目10番13号 0282-24-0418
栃木市 添野歯科医院 栃木市片柳町1丁目18番7号 0282-22-5395
栃木市 蔵の街歯科医院 栃木市片柳町2丁目21番11号 0282-24-4182
栃木市 田村歯科医院 栃木市万町26番18号 0282-22-0404
栃木市 小暮歯科医院 栃木市万町29番19号 0282-22-2897
栃木市 渡辺歯科クリニック 栃木市万町29番21号 0282-22-6480
栃木市 鎌田歯科医院 栃木市万町2番12号 0282-22-0430
栃木市 大沢歯科医院 栃木市湊町13番11号 0282-23-7234
栃木市 新井歯科医院 栃木市湊町4番12号 0282-22-1579
栃木市 野尻歯科クリニック 栃木市野中町1023 0282-23-4321
栃木市 小平歯科医院 栃木市野中町856-1 0282-22-1797
栃木市 柳橋デンタルクリニック 栃木市柳橋町10番14号 0282-25-6310
栃木市 須賀歯科医院 栃木市倭町11番13号 0282-22-0473
栃木市 西沢歯科医院 栃木市倭町6番20号西沢ﾋﾞﾙ2F 0282-22-7500
佐野市 ごとう歯科医院 佐野市伊勢山町1-10 0283-24-8571
佐野市 ひまわり歯科医院 佐野市葛生東1丁目6番11号 0283-85-2052
佐野市 横塚歯科医院 佐野市葛生東3丁目5番2号 0283-85-2203
佐野市 こいぬま歯科医院 佐野市吉水駅前2丁目7-9 0283-61-1133
佐野市 山口歯科クリニック 佐野市久保町267-1 0283-23-9595
佐野市 おおた歯科・小児・矯正歯科クリニック 佐野市金屋仲町2488 0283-86-9533
佐野市 勝本歯科医院 佐野市金吹町2385 0283-22-1834
佐野市 奈良原歯科 佐野市犬伏新町2050 0283-24-3300
佐野市 楡井歯科医院 佐野市戸奈良町512-4 0283-62-5588
佐野市 新井歯科医院 佐野市高砂町681 0283-22-0499
佐野市 歯科さくら医院 佐野市高萩町1204-1 0283-20-8219
佐野市 かめのこ歯科医院 佐野市高萩町1337-3 0283-55-4373
佐野市 宮下歯科医院 佐野市山越町71-1 0283-62-1971
佐野市 三井歯科医院 佐野市若宮上町8-2 0283-23-5900
佐野市 石井歯科医院 佐野市若松町631-1 0283-24-2551
佐野市 植木歯科医院 佐野市植上町1539-2 0283-24-1181
佐野市 医師会通り　ゆもと歯科 佐野市植野町1997-1 0283-20-1515
佐野市 ひかりデンタルクリニック 佐野市植野町2000-1 0283-25-8158
佐野市 ウエキ歯科クリニック 佐野市石塚町2314-10 0283-26-0118
佐野市 公園にれい歯科 佐野市石塚町向原1012 0283-25-0052
佐野市 柳川歯科医院 佐野市赤坂町125 0283-22-1031
佐野市 中村歯科医院 佐野市赤坂町959-1 0283-21-1905
佐野市 峯岸歯科医院 佐野市浅沼町864 0283-22-2321
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佐野市 医療法人藤田歯科医院 佐野市相生町199-14 0283-23-5150
佐野市 相田歯科医院 佐野市相生町2838 0283-22-0663
佐野市 楡の木歯科医院 佐野市村上町126-2 0283-20-1701
佐野市 落合歯科医院 佐野市大橋町2083-4 0283-22-4777
佐野市 山内歯科クリニック 佐野市大橋町3177-5 0283-23-5418
佐野市 湯本歯科医院 佐野市大祝町2324 0283-22-0303
佐野市 医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック 佐野市天神町797 0283-27-0648
佐野市 長谷川歯科医院 佐野市田沼町1390 0283-62-0066
佐野市 よこづか歯科クリニック 佐野市田沼町1393-2 0283-61-0081
佐野市 医療法人社団圭伸会目黒歯科医院 佐野市田沼町289-4 0283-62-1125
佐野市 安蘇谷歯科 佐野市田沼町543-4 0283-62-4428
佐野市 亀田歯科医院 佐野市田沼町733 0283-62-0263
佐野市 塩野谷歯科医院 佐野市田沼町770-2 0283-62-6243
佐野市 医療法人社団芳樹会あわのタウン歯科 佐野市田島町東38-19 0296-43-2842
佐野市 医療法人翼望会長島歯科医院 佐野市飯田町166-1 0283-22-0770
佐野市 岡村歯科医院 佐野市飛駒町2198-1 0283-66-2411
佐野市 大橋歯科医院 佐野市富岡町1500-1 0283-23-8743
佐野市 かどわき歯科クリニック 佐野市富岡町1738-2 0283-23-4930
佐野市 橋本歯科医院 佐野市富岡町186-3 0283-24-3663
佐野市 こん歯科クリニック 佐野市富岡町664-4 0283-25-8102
佐野市 医療法人愛歯会米山南歯科診療室 佐野市米山南町29-20 0283-21-3870
佐野市 おおしま歯科医院 佐野市北茂呂町2-2 0283-20-8808
佐野市 島田歯科診療所 佐野市堀米町186-1 0283-23-8181
佐野市 斎藤歯科医院 佐野市堀米町2683-1 0283-22-1227
佐野市 飯塚歯科 佐野市堀米町3106 0283-24-8112
佐野市 あきくさ歯科クリニック 佐野市堀米町3920-26 0283-85-7631
佐野市 医療法人優応会やすげ歯科クリニック 佐野市堀米町3946-2 0283-27-1311
佐野市 医療法人安藤会安藤歯科医院 佐野市堀米町608-7 0283-24-7878
佐野市 野口歯科医院 佐野市本町2905-4 0283-24-1077
佐野市 五月女歯科医院 佐野市万町26 0283-20-1221
佐野市 よこづか歯科医院 佐野市免鳥町840-1 0283-23-8241
鹿沼市 みどり歯科医院 鹿沼市栄町1丁目3-6 0289-64-3355
鹿沼市 さつきケ丘鈴木歯科 鹿沼市栄町2丁目10-1 0289-65-4000
鹿沼市 医療法人社団青々会畑歯科医院 鹿沼市下田町1丁目1205-2 0289-62-3326
鹿沼市 星デンタルクリニック 鹿沼市下田町1丁目5002-3 0289-63-4182
鹿沼市 医療法人ｸｲｯｸおかもと歯科・矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 鹿沼市貝島町5028-12 0289-62-2229
鹿沼市 新島歯科クリニック 鹿沼市貝島町512-9 0289-65-6605
鹿沼市 医療法人社団弘進会こづか歯科医院 鹿沼市口粟野693-8 0289-85-3747
鹿沼市 鰕原歯科医院 鹿沼市口粟野896 0289-85-2319
鹿沼市 アイデンタルこまはし 鹿沼市今宮町1608-2 0289-65-3558
鹿沼市 田辺歯科医院 鹿沼市坂田山2丁目53 0289-62-2636
鹿沼市 佐川歯科医院 鹿沼市寺町1346 0289-62-0118
鹿沼市 小川歯科医院 鹿沼市上材木町1820 0289-64-0869
鹿沼市 福島歯科医院 鹿沼市上材木町1835 0289-62-2218
鹿沼市 川入歯科医院 鹿沼市上石川1526-51 0289-76-3740
鹿沼市 石澤デンタルクリニック 鹿沼市上殿町476-1 0289-65-5911
鹿沼市 田島歯科医院 鹿沼市上殿町765-5 0289-65-5580
鹿沼市 岸野歯科医院 鹿沼市上奈良部町2丁目285 0289-75-4460
鹿沼市 田代歯科医院 鹿沼市上野町228-5 0289-64-9229
鹿沼市 鈴木歯科医院 鹿沼市上野町303-3 0289-65-0481
鹿沼市 村本歯科医院 鹿沼市西鹿沼町90-1 0289-62-3340
鹿沼市 金子歯科医院 鹿沼市西茂呂2丁目19-20 0289-62-2833
鹿沼市 てづか歯科クリニック 鹿沼市西茂呂3丁目16-4 0289-60-1500
鹿沼市 医）清和会鹿沼病院附属歯科クリニック 鹿沼市千渡1671 0289-65-6226
鹿沼市 いわい歯科クリニック 鹿沼市千渡1754-4 0289-60-6480
鹿沼市 青木歯科医院 鹿沼市中田町1354-11 0289-62-2896
鹿沼市 小林歯科医院 鹿沼市仲町1290 0289-65-5551
鹿沼市 医療法人登会茂呂歯科医院 鹿沼市仲町1595-10 0289-65-2545
鹿沼市 金子こども歯科 鹿沼市朝日町1141-3 0289-62-8888
鹿沼市 四季デンタルクリニック 鹿沼市鳥居跡町1007 0289-62-3381
鹿沼市 医療法人誠広会石﨑歯科医院 鹿沼市東町3丁目4番9号 0289-64-5199
鹿沼市 きくち歯科医院 鹿沼市東町3丁目6番19号 0289-62-1100
鹿沼市 菊地歯科医院 鹿沼市東末広町1934 0289-62-2873
鹿沼市 山本歯科医院 鹿沼市栃窪1164-42 0289-62-8840
鹿沼市 木村歯科医院 鹿沼市奈佐原町337-3 0289-75-2233
鹿沼市 相馬歯科医院 鹿沼市日吉町611 0289-62-9663
鹿沼市 手塚歯科医院 鹿沼市府所町185 0289-65-1645
鹿沼市 モトジマ歯科医院 鹿沼市府中町392-35 0289-65-7700
鹿沼市 ひまわり歯科ささざきクリニック 鹿沼市府中町63-1 0289-77-7111
鹿沼市 川嶋歯科医院 鹿沼市麻苧町1578 0289-62-3093

7 / 12 ページ



市  町 医 療 機 関 名 住　　　　　　　所 電 話 番 号
鹿沼市 越路歯科医院 鹿沼市末広町1925-6 0289-62-2890
鹿沼市 大貫歯科医院 鹿沼市万町963-8 0289-62-6585
日光市 宮川イーストデンタルクリニック 日光市稲荷町1丁目394-8 0288-53-6480
日光市 いわせ歯科口腔外科耳鼻咽喉科クリニック 日光市塩野室町107-3 0288-32-7311
日光市 大島歯科医院 日光市花石町15-8 0288-54-0832
日光市 齋藤歯科医院 日光市花石町1824 0288-54-1122
日光市 大橋歯科医院 日光市鬼怒川温泉大原1391-8 0288-77-0142
日光市 佐々木歯科医院 日光市鬼怒川温泉大原1429-5 0288-77-0712
日光市 鈴木歯科医院 日光市鬼怒川温泉大原36-8 0288-76-2112
日光市 望月歯科医院 日光市鬼怒川温泉大原993-13 0288-77-0711
日光市 とみづか歯科医院 日光市荊沢600-1 0288-22-8822
日光市 かにしデンタルクリニック 日光市今市1159-12 0288-23-0007
日光市 安西デンタルクリニック 日光市今市1204 0288-21-0008
日光市 田野井歯科清原診療所 日光市今市1659-59 0288-22-2815
日光市 吉原歯科医院矯正歯科 日光市今市234-3 0288-22-6480
日光市 中村歯科医院 日光市今市387-2 0288-21-0675
日光市 湯澤歯科医院 日光市今市490-1 0288-21-0113
日光市 こばやし歯科医院 日光市今市57 0288-22-0303
日光市 鈴木歯科医院 日光市今市773-4 0288-21-0225
日光市 てづか歯科医院 日光市松原町20-2 0288-53-1956
日光市 森田歯科医院 日光市森友1520-149 0288-30-3113
日光市 山川歯科医院 日光市森友172-2 0288-22-6263
日光市 荒神橋のだ歯科医院 日光市森友904-1 0288-22-8211
日光市 沼尾デンタルクリニック 日光市瀬川230-4 0288-22-3030
日光市 福田歯科医院 日光市瀬尾63-2 0288-22-1335
日光市 野村歯科医院 日光市足尾町松原7番10号 0288-93-2224
日光市 医療法人三春会入江デンタルクリニック 日光市大室1138-7 0288-26-0090
日光市 宮本歯科医院 日光市大沢町35-1 0288-26-3700
日光市 医療法人聖心会柴田歯科クリニック 日光市中央町20-3 0288-21-0664
日光市 みやさか歯科クリニック 日光市土沢1851-122 0288-26-6474
日光市 鈴木歯科クリニック 日光市土沢2-16 0288-26-5566
日光市 医療法人ＹＹ会摂食支援センターミヤシタデンタルクリニック 日光市豊田28-1 0288-30-3535
日光市 船越歯科医院 日光市本町7番28号 0288-53-1330
日光市 近藤歯科医院 日光市木和田島1568-262 0288-26-6620
日光市 斎藤歯科クリニック 日光市木和田島3028-4 0288-26-3110
小山市 まつや歯科医院 小山市粟宮1006-3 0285-45-1541
小山市 大友歯科医院 小山市粟宮1丁目4番1号 0285-25-8244
小山市 医療法人岳心会岩井歯科クリニック 小山市稲葉郷67-27 0285-25-8761
小山市 細野歯科医院 小山市羽川478-1 0285-23-5005
小山市 医療法人正優会小山歯科クリニック 小山市雨ヶ谷119 0285-28-1688
小山市 野村歯科医院 小山市雨ヶ谷483-1 0285-28-3456
小山市 石川歯科医院 小山市駅東通り1丁目29番12号 0285-22-4182
小山市 医療法人加賀屋山田歯科 小山市駅東通り1丁目33番13号 0285-23-1333
小山市 野中歯科医院 小山市駅東通り1丁目6番11号野中ﾋﾞﾙ2F 0285-22-0263
小山市 たなか歯科 小山市駅東通り2丁目17番20号 0285-30-6815
小山市 医療法人オキナ会オキナ歯科医院 小山市駅東通り2丁目9番1号 0285-22-2668
小山市 斎藤歯科クリニック 小山市駅南町1丁目12番6号 0285-27-1234
小山市 覚本歯科医院 小山市駅南町3丁目26番18号 0285-27-8148
小山市 井上歯科医院 小山市駅南町5丁目13番7号 0285-27-1141
小山市 関口歯科医院 小山市横倉新田285-26 0285-27-8911
小山市 前田歯科医院 小山市乙女2丁目30番31号 0285-45-8049
小山市 岩崎歯科クリニック 小山市花垣町1丁目5番33号 0285-22-8211
小山市 くまくぼ歯科医院 小山市花垣町2丁目10番22号 0285-22-2008
小山市 長井歯科医院 小山市花垣町2丁目9番31号 0285-22-1059
小山市 医療法人医心会小豆畑歯科医院 小山市間々田1138 0285-45-0123
小山市 たての歯科医院 小山市間々田1267 0285-45-8211
小山市 石川歯科クリニック 小山市間々田1283 0285-45-0033
小山市 荻原歯科クリニック 小山市間々田六本木115 0285-41-5858
小山市 田中歯科医院 小山市喜沢189-6 0285-22-7701
小山市 医療法人社団渓泉会さかもと歯科医院 小山市喜沢436-4 0285-30-5418
小山市 医）ゆたか会丹野歯科医院 小山市宮本町3丁目8番29号 0285-22-0164
小山市 武沢歯科医院 小山市暁3丁目6番1号 0285-45-5555
小山市 宮田歯科医院 小山市犬塚1丁目12-7 0285-24-3718
小山市 医）社団　星野歯科医院 小山市犬塚60-1 0285-25-3532
小山市 入江歯科医院 小山市犬塚732 0285-24-5582
小山市 川中子歯科医院 小山市高椅556 0285-49-0040
小山市 医療法人てつか歯科医院 小山市三拝川岸176-1 0285-25-7770
小山市 田村歯科医院 小山市若木町1丁目19番2号 0285-24-4180
小山市 海星歯科クリニック 小山市出井759番地23 0285-22-8706
小山市 ともファミリー歯科 小山市小山104-1 0285-27-7100
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小山市 さいとう歯科医院 小山市松沼896-2 0285-37-1206
小山市 角田歯科医院 小山市城山町1丁目2番10号 0285-24-3138
小山市 岡歯科医院 小山市城山町2丁目6番20号 0285-22-0666
小山市 大橋歯科医院 小山市城山町2丁目7番8号 0285-22-0627
小山市 医療法人社団明康会日高歯科医院 小山市城山町3丁目10番6号 0285-24-3775
小山市 荻原歯科医院 小山市城東2丁目19番4号 0285-22-1375
小山市 長谷部歯科 小山市城東2丁目23番25号 0285-22-8511
小山市 城東内海歯科医院 小山市城東6丁目1番45号 0285-25-5000
小山市 医療法人社団孝仁会ワカナ歯科医院 小山市城東三丁目24番3号 0285-25-0328
小山市 医療法人社団悠徳会城北歯科医院 小山市城北2丁目14-7 0285-25-8049
小山市 あおぞら歯科 小山市城北6丁目8-8 0285-29-6480
小山市 町田歯科医院 小山市神鳥谷1853-15 0285-28-0339
小山市 柳歯科医院 小山市神鳥谷1丁目13番23号 0285-23-7377
小山市 医療法人慶野歯科医院 小山市神鳥谷2丁目34番15号 0285-22-8148
小山市 医療法人社団星野会暁デンタルクリニック 小山市西黒田300番地1 0285-37-6730
小山市 きらり歯科 小山市西城南2丁目29-12 0285-37-9366
小山市 平山歯科医院 小山市西城南2丁目9-23 0285-31-6118
小山市 ゆう歯科クリニック 小山市西城南6丁目24-1 0285-31-2511
小山市 なかの歯科医院 小山市大行寺1027-3 0285-21-1182
小山市 大森歯科医院 小山市大行寺1066-1 0285-24-5455
小山市 セレステデンタルクリニック 小山市中久喜104番1号 0285-30-0690
小山市 たむら歯科医院 小山市中久喜1丁目4番12号 0285-22-6441
小山市 やまなか歯科 小山市塚﨑780 0285-28-0005
小山市 小林歯科医院 小山市天神町1丁目5番13号 0285-22-1208
小山市 いとう歯科クリニック 小山市土塔236-16 0285-31-4182
小山市 吉浜歯科 小山市土塔247-27 0285-28-7555
小山市 医療法人城南やぎ歯科医院 小山市東城南1丁目6-7 0285-27-8049
小山市 あいだ歯科 小山市東城南3丁目3-32 0285-31-3418
小山市 いしわた歯科クリニック 小山市東城南5丁目6-26 0285-38-8555
小山市 クロス歯科医院 小山市南小林651-1 0285-38-0733
小山市 永井歯科医院 小山市南半田2041-5 0285-25-4182
小山市 かきのき歯科クリニック 小山市南飯田494-3 0285-38-6716
小山市 松田歯科医院 小山市八幡町2丁目11番11号 0285-25-3315
小山市 医療法人社団まつのき会まつのき歯科間々田クリニック 小山市美しが丘1丁目19番地1 0285-38-6304
小山市 医療法人恵優会おやまモール歯科 小山市立木934-1 0285-38-8353
真岡市 ひらおか歯科クリニック 真岡市さくら3-10-19 0285-81-3212
真岡市 鈴木歯科医院 真岡市亀山464-1 0285-83-1319
真岡市 木代歯科医院 真岡市久下田767 0285-74-0318
真岡市 医療法人統生会おぬき歯科医院 真岡市久下田777 0285-74-0155
真岡市 医療法人社団健歯会関歯科医院 真岡市久下田920 0285-74-3676
真岡市 小林歯科医院 真岡市熊倉3丁目10-5 0285-84-6901
真岡市 よしデンタルクリニック 真岡市熊倉町4842-1 0285-82-1130
真岡市 菊地歯科医院 真岡市荒町1040 0285-82-2834
真岡市 医療法人優花会しぶや歯科クリニック 真岡市荒町1180-3 0285-83-7577
真岡市 大貫歯科医院 真岡市荒町5168 0285-82-2240
真岡市 医療法人石川会石川歯科医院 真岡市高勢町3丁目132 0285-84-7700
真岡市 小川歯科医院 真岡市高田1005-4 0285-75-0009
真岡市 松谷歯科 真岡市上高間木1丁目24-1 0285-80-6400
真岡市 本山歯科医院 真岡市大谷台町24 0285-84-6480
真岡市 塚原歯科医院 真岡市長沼1768 0285-74-2722
真岡市 袖山デンタルクリニック 真岡市長田北原1627-10 0285-81-7501
真岡市 勝田デンタルクリニック 真岡市田町2046 0285-82-9825
真岡市 岡島歯科医院 真岡市田島310-2 0285-83-2366
真岡市 あおやぎオーラルクリニック 真岡市島245-1 0285-81-1418
真岡市 みやもと歯科医院 真岡市東光寺3丁目14-3 0285-80-2880
真岡市 いしざきデンタルクリニック 真岡市東大島590-9 0285-84-6484
真岡市 医療法人はやし歯科医院 真岡市並木町4丁目10-3 0285-82-8611
真岡市 木村歯科クリニック 真岡市並木町4丁目7-9 0285-83-6471
真岡市 橋本歯科医院 真岡市堀内577-1 0285-83-4182

大田原市 医療法人桜岡歯科医院 大田原市元町1丁目7番25号 0287-23-7721
大田原市 佐川歯科クリニック 大田原市黒羽向町500-1 0287-54-3571
大田原市 鈴木歯科医院 大田原市黒羽向町74 0287-54-0700
大田原市 前田歯科医院 大田原市佐久山2235 0287-28-0006
大田原市 山の手歯科医院 大田原市山の手1丁目8番18号 0287-24-1182
大田原市 きくち歯科医院 大田原市紫塚2丁目2609-95 0287-23-5963
大田原市 五味渕歯科医院 大田原市住吉町2丁目1番3号 0287-22-2620
大田原市 医療法人原歯科医院 大田原市新富町1丁目3番23号 0287-23-8123
大田原市 小倉歯科医院 大田原市新富町2丁目3番36号 0287-22-2543
大田原市 酒井歯科医院 大田原市浅香2丁目3574-245 0287-23-6485
大田原市 おひさま歯科安川クリニック 大田原市浅香3丁目3606-31 0287-48-6417
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大田原市 広瀬歯科医院 大田原市前田1033-4 0287-54-1824
大田原市 医療法人吉成歯科医院 大田原市前田145 0287-54-2600
大田原市 辻歯科医院 大田原市中央1丁目5番14号ｽﾞｲｺｰﾊｲﾂ1F 0287-23-7141
大田原市 稲村歯科医院 大田原市中央2丁目4番10号 0287-23-7822
大田原市 鈴木歯科クリニック 大田原市南金丸西原1515 0287-24-3500
大田原市 小松歯科医院 大田原市薄葉2155-23 0287-29-2345
大田原市 みはら歯科医院 大田原市美原1丁目14番18号 0287-22-3328
大田原市 増山歯科医院 大田原市蛭田1975-83 0287-98-2161
大田原市 伊東歯科医院 大田原市末広3丁目2831-108 0287-23-4180
矢板市 医療法人田中歯科医院 矢板市乙畑1631-1 0287-48-1182
矢板市 荒井歯科医院 矢板市鹿島町2-30 0287-43-9086
矢板市 わたなべけいこ歯科 矢板市上町657 0287-40-3026
矢板市 かねこ歯科医院 矢板市針生西原41-7 0287-40-0118
矢板市 医療法人八板歯科医院 矢板市扇町1丁目6番12号 0287-43-0145
矢板市 医療法人慈治会高塩歯科医院 矢板市扇町2丁目1番14号 0287-43-0170
矢板市 印南歯科医院 矢板市富田556-5 0287-43-3436
矢板市 すずき歯科 矢板市片岡2088-11 0287-48-3421
矢板市 渡辺歯科医院 矢板市本町6番34号 0287-43-3331
矢板市 村井歯科医院 矢板市本町8番32号 0287-43-0255
矢板市 阿久津歯科医院 矢板市末広町13-11 0287-43-0233
矢板市 渡辺セントラル歯科 矢板市末広町42-9緑新ﾋﾞﾙ2F 0287-43-8020
矢板市 高瀬歯科医院 矢板市木幡1362-5 0287-43-5678

那須塩原市 さとみ歯科クリニック 那須塩原市阿波町99-82 0287-64-3200
那須塩原市 中江歯科医院 那須塩原市永田町2番4号 0287-36-0017
那須塩原市 五味渕歯科医院 那須塩原市永田町7番10号 0287-36-0253
那須塩原市 おがわ歯科医院 那須塩原市下永田3丁目1173-2 0287-39-6656
那須塩原市 印南歯科医院 那須塩原市下田野420-25 0287-35-4373
那須塩原市 ワタナベミキヒコ歯科クリニック 那須塩原市関谷2040-2 0287-34-0005
那須塩原市 水谷歯科医院 那須塩原市共墾社1丁目82番5号 0287-64-3111
那須塩原市 ましこ歯科医院 那須塩原市錦町3番26号 0287-63-8648
那須塩原市 礒歯科医院 那須塩原市高砂町4番6号 0287-64-2171
那須塩原市 馬渡歯科医院 那須塩原市高林1201-23 0287-68-1356
那須塩原市 医療法人　五幸会　たさき歯科 那須塩原市黒磯幸町5-21 0287-60-1111
那須塩原市 グリ－ン歯科本田クリニック 那須塩原市材木町6番32号 0287-64-2332
那須塩原市 渡邉歯科医院 那須塩原市埼玉78-86 0287-64-3911
那須塩原市 平野歯科医院 那須塩原市三島1丁目15-5 0287-37-6681
那須塩原市 三島歯科クリニック 那須塩原市三島2-121-10 0287-36-6672
那須塩原市 マジマ歯科医院 那須塩原市若葉町7番6号真島ﾏﾝｼｮﾝ3-108 0287-63-8833
那須塩原市 大田原歯科医院 那須塩原市住吉町3番34号 0287-63-9323
那須塩原市 医療法人　新藤歯科医院 那須塩原市上厚崎721-1 0287-64-4182
那須塩原市 武田歯科医院 那須塩原市西栄町4番4号 0287-36-0409
那須塩原市 渋井歯科医院 那須塩原市西幸町7番10号 0287-37-1444
那須塩原市 医療法人純成会渡辺歯科クリニック 那須塩原市西三島2丁目178-18 0287-36-8241
那須塩原市 虹の街歯科医院 那須塩原市西大和1番8号 0287-36-7800
那須塩原市 うすい歯科医院 那須塩原市太夫塚6丁目232-474 0287-46-5135
那須塩原市 荒井歯科医院 那須塩原市大原間378-6 0287-65-1180
那須塩原市 江口歯科医院 那須塩原市大原間西1丁目8-2 0287-65-2133
那須塩原市 医療法人皓那会大野歯科クリニック 那須塩原市東原3-1493 0287-60-5181
那須塩原市 髙野歯科医院 那須塩原市東三島2丁目79-2 0287-36-5590
那須塩原市 たなべ歯科クリニック 那須塩原市東三島6-396-16 0287-47-5166
那須塩原市 医療法人なべかけ会なべかけ歯科 那須塩原市鍋掛1475-642 0287-60-1717
那須塩原市 たかさき歯科医院 那須塩原市南郷屋4丁目31-158 0287-36-6321
那須塩原市 室賀歯科医院 那須塩原市豊浦93 0287-63-8851
那須塩原市 いずみ歯科医院 那須塩原市豊浦中町100-103 0287-63-0048
那須塩原市 秋田歯科医院 那須塩原市本町8番25号 0287-62-0055
那須塩原市 檜山歯科クリニック 那須塩原市弥生町2番28号 0287-64-1180

さくら市 にから歯科医院 さくら市喜連川87-3 028-686-6480
さくら市 野沢歯科医院 さくら市喜連川980-1 028-686-6400
さくら市 塩野歯科医院 さくら市桜野415-1 028-682-1968
さくら市 福澤歯科クリニック さくら市氏家1206-13 028-678-9780
さくら市 医療法人文光会渡辺歯科医院 さくら市氏家2765-5 028-682-2724
さくら市 すぎうら歯科医院 さくら市氏家3211-27 028-681-2772
さくら市 医療法人西海歯科医院 さくら市氏家3485-13 028-682-8182
さくら市 西歯科医院 さくら市氏家字小里2893-2 028-689-8814
さくら市 渡辺よしお歯科医院 さくら市富野岡3-5 028-681-6400
さくら市 てつか歯科クリニック さくら市櫻野2039-10 028-612-4618

那須烏山市 川俣歯科医院 那須烏山市旭1丁目20番5号 0287-82-2243
那須烏山市 医療法人口福会石川歯科医院 那須烏山市金井1丁目8番4号 0287-82-2462
那須烏山市 石川歯科医院 那須烏山市金井2丁目9番6号 0287-84-1818
那須烏山市 石倉歯科医院 那須烏山市鴻野山209-7 0287-88-0633
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那須烏山市 岡林歯科医院 那須烏山市初音6番6号 0287-82-2646
那須烏山市 福沢歯科医院 那須烏山市大金181 0287-88-2046
那須烏山市 浅倉歯科医院 那須烏山市谷浅見986-1 0287-84-1180
那須烏山市 若林歯科医院 那須烏山市中央1丁目18番32号 0287-82-2422
那須烏山市 神門歯科医院 那須烏山市中央1丁目9番8号 0287-84-2911
那須烏山市 医療法人希望会藤井歯科医院 那須烏山市中央3丁目3番5号 0287-84-1921
那須烏山市 医療法人博信会スマイル歯科 那須烏山市藤田1477 0287-88-5505
那須烏山市 みどり歯科 那須烏山市南大和久451-2 0287-88-5155

下野市 豊田歯科医院 下野市 大松山 1-4-1 0285-53-0307
下野市 おさの歯科医院 下野市医大前4丁目9-4 0285-44-6188
下野市 五月女歯科医院 下野市駅東5丁目12番15号 0285-44-8241
下野市 ゆきこ歯科 下野市駅東七丁目12-11 0285-44-6480
下野市 金田歯科医院 下野市下古山16-19 0285-53-7475
下野市 伊沢歯科医院 下野市下古山1丁目12-2 0285-53-0235
下野市 さくら歯科医院 下野市下古山2丁目1-6 0285-52-2522
下野市 海老原歯科医院 下野市祇園5丁目7-3 0285-44-8148
下野市 おがわら歯科医院 下野市柴1419-10 0285-40-5525
下野市 高橋歯科医院 下野市小金井132-6 0285-44-0101
下野市 医療法人ハラダ歯科医院ハラダ歯科医院 下野市小金井1丁目5-4 0285-44-4182
下野市 山中歯科医院 下野市小金井2966 0285-44-0401
下野市 増山デンタルクリニック 下野市小金井4丁目5-2 0285-40-8204
下野市 山﨑歯科医院 下野市石橋284-21 0285-53-0275
下野市 原田歯科医院 下野市石橋362 0285-53-0033
下野市 医療法人どい歯科口腔外科クリニック 下野市石橋571番地1 0285-32-6121
下野市 とみざわ歯科 下野市文教3丁目8-8 0285-39-6308
下野市 山本歯科医院 下野市薬師寺1516-4 0285-48-0058
下野市 野口歯科クリニック 下野市薬師寺3383 0285-44-8880
下野市 医療法人敬心会岩井歯科クリニック 下野市緑1丁目9-1 0285-40-1177

上三川町 医療法人有仁会山﨑歯科クリニック 河内郡上三川町下神主58-5 0285-53-8241
上三川町 三山歯科クリニック 河内郡上三川町上蒲生1782-2 0285-56-5533
上三川町 二階堂歯科医院 河内郡上三川町上三川2844-1 0285-56-7518
上三川町 さとう歯科クリニック 河内郡上三川町上三川4377-2 0285-55-0252
上三川町 医療法人正進会柳田歯科医院 河内郡上三川町上三川4944-21 0285-56-2041
上三川町 大川上三川ファミリー歯科 河内郡上三川町西汗1706-9 0285-56-8148
上三川町 しもだ歯科 河内郡上三川町大山466-3 0285-51-2299
益子町 小谷歯科医院 芳賀郡益子町益子1416 0285-72-6600
益子町 森下歯科医院 芳賀郡益子町益子1666 0285-72-2037
益子町 医療法人ＯＤＣインプラント及川歯科医院 芳賀郡益子町益子2056 0285-72-2234
益子町 牟田歯科医院 芳賀郡益子町益子2289 0285-72-3174
益子町 医療法人社団聖会大塚歯科医院 芳賀郡益子町益子3638 0285-72-0111
益子町 平野歯科 芳賀郡益子町益子910 0285-72-9152
益子町 高田歯科医院 芳賀郡益子町七井523-4 0285-72-6011
益子町 みやした歯科医院 芳賀郡益子町七井中央2-11 0285-72-7123
益子町 きくしま歯科医院 芳賀郡益子町長堤1123 0285-72-6488
益子町 ウエスト歯科クリニック 芳賀郡益子町塙1163 0285-72-8110
益子町 田代歯科医院 芳賀郡益子町塙828-114 0285-72-8951
茂木町 石井歯科医院 芳賀郡茂木町増井197-3 0285-63-5163
茂木町 大森歯科医院 芳賀郡茂木町増井93-6 0285-63-0723
茂木町 医療法人水沼歯科医院 芳賀郡茂木町茂木1490-2 0285-63-0076
茂木町 鈴木歯科医院 芳賀郡茂木町茂木1794-1 0285-64-1818
市貝町 おぐら歯科クリニック 芳賀郡市貝町市塙1608-6 0285-68-4177
市貝町 市貝歯科医院 芳賀郡市貝町上根440-1 0285-68-2122
市貝町 よりちか歯科医院 芳賀郡市貝町赤羽2633-5 0285-68-3492
市貝町 医療法人玄心会倉持歯科医院 芳賀郡市貝町続谷728 0285-67-1181
市貝町 小峰歯科医院 芳賀郡市貝町文谷370 0285-68-4182
芳賀町 医療法人宝賀会やなぎだ歯科クリニック 芳賀郡芳賀町下高根沢3859-2 028-677-4755
芳賀町 たけざわ歯科医院 芳賀郡芳賀町下高根沢3919-407 028-678-5800
芳賀町 塩田歯科医院 芳賀郡芳賀町西水沼433 028-678-0002
芳賀町 医療法人邦純会今井歯科医院 芳賀郡芳賀町祖母井509-4 028-677-0118
芳賀町 小林歯科クリニック 芳賀郡芳賀町祖母井南一丁目7-1 028-677-1900
芳賀町 祖母井・熊倉デンタルクリニック 芳賀郡芳賀町大字祖母井1048-6 028-666-4182
壬生町 なかの歯科医院 下都賀郡壬生町安塚2089-1 0282-85-1488
壬生町 くりの木歯科クリニック 下都賀郡壬生町安塚882-1 0282-85-0286
壬生町 島田歯科医院 下都賀郡壬生町安塚933-4 0282-86-1234
壬生町 粟嶋歯科医院 下都賀郡壬生町幸町3丁目26番3号 0282-86-5577
壬生町 君島歯科医院 下都賀郡壬生町至宝3丁目10番4号 0282-82-7474
壬生町 しのはら歯科クリニック 下都賀郡壬生町壬生丁201-1 0282-82-6656
壬生町 医療法人きさくデンタルクリニック 下都賀郡壬生町壬生丁217-85 0282-21-7140
壬生町 村田歯科医院 下都賀郡壬生町壬生丁228-27 0282-82-3228
壬生町 医療法人社団ＵＤＡ上野デンタルクリニック 下都賀郡壬生町中央町8番8号 0282-82-0110
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壬生町 加藤歯科医院 下都賀郡壬生町本丸1丁目2番6号 0282-82-9335
壬生町 くりはら歯科医院 下都賀郡壬生町本丸2丁目15番53号 0282-28-6497
壬生町 もとじま歯科医院 下都賀郡壬生町落合2丁目3番6号 0282-82-8686
壬生町 福田歯科医院 下都賀郡壬生町緑町1丁目1番1号 0282-86-4893
壬生町 木下歯科医院 下都賀郡壬生町緑町3丁目9番17号銀河ﾋﾞﾙ2F 0282-86-5603
野木町 医療法人杉田歯科医院　杉田歯科医院 下都賀郡野木町丸林150-2 0280-57-0118
野木町 Ｕ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 下都賀郡野木町丸林284-3 0280-57-3860
野木町 中沢歯科医院 下都賀郡野木町丸林383-8 0280-57-3002
野木町 うちうみ歯科クリニック 下都賀郡野木町丸林572-12 0280-33-6966
野木町 せきぐち歯科医院 下都賀郡野木町丸林645-4 0280-57-0065
野木町 池松歯科医院 下都賀郡野木町友沼5924-1 0280-54-1181
塩谷町 高瀬歯科医院 塩谷郡塩谷町玉生549-7 0287-45-1951
塩谷町 鈴木歯科医院 塩谷郡塩谷町上平27-12 0287-46-0631
塩谷町 園田歯科医院 塩谷郡塩谷町船生3608-4 0287-47-0108
塩谷町 斎藤歯科医院 塩谷郡塩谷町船生5364-2 0287-47-0480
塩谷町 和田歯科医院 塩谷郡塩谷町田所2454-27 0287-45-1927

高根沢町 医療法人薫会菅又病院歯科 塩谷郡高根沢町花岡2351 028-676-0311
高根沢町 医療法人広希会高津戸歯科医院 塩谷郡高根沢町光陽台3丁目6-6 028-675-8200
高根沢町 上野デンタル 塩谷郡高根沢町光陽台5-11-33 028-612-3535
高根沢町 さいとう歯科医院 塩谷郡高根沢町西高谷168 028-676-8900
高根沢町 加藤かつま歯科クリニック 塩谷郡高根沢町太田1129-2 028-676-3418
高根沢町 医療法人中津川会中津川歯科クリニック 塩谷郡高根沢町大字宝積寺2388-3 028-675-6480
高根沢町 奈良歯科医院 塩谷郡高根沢町伏久118 028-676-0200
高根沢町 長嶋歯科医院 塩谷郡高根沢町宝石台1丁目8-17 028-675-7600
高根沢町 フクダデンタル 塩谷郡高根沢町宝石台5丁目13-1 0283-06-0087
高根沢町 横塚歯科クリニック 塩谷郡高根沢町宝積寺1159-5 028-675-4001
高根沢町 飯田歯科医院 塩谷郡高根沢町宝積寺2338-42 028-675-4340
高根沢町 加藤歯科医院 塩谷郡高根沢町宝積寺2352-29 028-675-3318
高根沢町 野中歯科医院 塩谷郡高根沢町宝積寺2458 028-675-6444
那須町 那須高原歯科 那須郡那須町高久丙1195-58 0287-74-6480
那須町 三田歯科医院 那須郡那須町寺子丙1-116 0287-72-0340
那須町 塚原歯科医院 那須郡那須町寺子丙1-386 0287-71-1088
那須町 小島歯科診療所 那須郡那須町寺子丙1477-4 0287-72-5382
那須町 粂歯科医院 那須郡那須町寺子丙4-113 0287-72-0418

那珂川町 高野歯科医院 那須郡那珂川町久那瀬731 0287-92-3529
那珂川町 遅沢歯科医院 那須郡那珂川町小川2565-5 0287-96-2040
那珂川町 佐藤歯科医院 那須郡那珂川町小川2584 0287-96-2022
那珂川町 医療法人飯塚歯科医院 那須郡那珂川町馬頭368 0287-92-2657
那珂川町 長谷川歯科クリニック 那須郡那珂川町薬利1071 0287-96-4011
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