診療所あいうえお順でならべてあります

歯科医院名

住所

あいおい歯科医院

応神町西貞方字小島４８あいおい歯科

088-641-1883

ア歯科島田診療所

北常三島町１−１３−１

088-625-0551

ア歯科横田クリニック

富田橋 2 丁目 4 番地

088-652-6565

あべ歯科医院

国府町竜王 6-29

088-642-1128

石田歯科医院

津田浜之町１番２８号

088-624-8217

石橋歯科

大道 2 丁目 35-1

088-652-4326

石本歯科医院

国府町府中 713 番地の 6

088-642-8850

糸田川歯科医院

蔵本町 1 丁目 25 番地の 5

088-631-7487

井上歯科診療所

南昭和町 5-61

088-623-6474

イノコ歯科医院

新内町１−９

088-625-0320

今山歯科医院

福島 1 丁目 4 番 8 号

088-655-6543

おおしお歯科

国府町井戸字高池窪４３－３

088-643-1188

大杉歯科診療所

南末広町２−６２

088-655-3373

大塚歯科

通町２−１４−１

088-623-2105

大塚歯科医院

大道３丁目２４

088-653-2424

小笠歯科診療所

藍場町 1 丁目 32 番地

尾形歯科

南二軒屋町 2 丁目 3 番 25 号

088-655-8148

おかやま歯科

福島１丁目１０－６８

088-635-7444

沖浜デンタルクリニック

沖浜東３丁目２４

088-678-8241

小倉歯科診療所

名東町 1 丁目 240 番 1

088-633-2388

勝瀬歯科医院

徳島町城の内 6-83

088-654-5580

かねまつ歯科医院

北沖洲 1 丁目 14 番 21 号

088-664-3112

兼松歯科医院

幸町 3 丁目 43 番地

088-652-4623

カマタ歯科クリニック

両国橋５−２

088-652-9785

川上矯正歯科クリニック

北佐古２番町 1-15-2

088-633-8811

川島病院歯科

北佐古１番町１－３９

088-631-0100

カンガルー歯科

国府町芝原字天満 16-5

088-642-8834

久米川歯科

入田町春日 110 番地

088-644-0888

蔵田歯科医院

丈六町長尾 88

088-645-2201

け

健生歯科

北前川町５丁目１０

088-655-3011

こ

幸田歯科

寺島本町西１丁目１０

こうの歯科医院

東沖洲１丁目１－４

薦田歯科医院

南田宮 4 丁目 4 番 44 号 ラベンダーハイツ 101 号

088-632-4122

こんどう歯科

名東町 2 丁目５８６番地３

088-633-7695

あ

い

お

か

く

電話番号

カサレ・コルソ６号

津田内科ビル 2 階

088-622-2841

幸田ビル２Ｆ

088-655-2625

マリンピア会館３Ｆ

088-664-2707

近藤歯科

末広１丁目４番２２号

088-655-6488

サイカ歯科医院

佐古二番町８番８号

088-654-6747

齋賀歯科医院

中吉野町 3 丁目 27-1

088-652-0066

さむらデンタルクリニック

北佐古２番町２－４０

088-633-4182

篠原歯科

大原町千代ケ丸 73 番地 1

088-662-1125

島歯科医院

安宅 1-10-28 安宅ハイツ 103 号

088-623-6909

しまだ歯科

徳島町 2 丁目 35

088-655-8215

しみず歯科医院

川内町大松 797-4

088-665-0088

庄野歯科診療所

東山手町１丁目２１番地の１

088-653-2037

白神歯科

八百屋町３丁目７

088-623-2510

仁歯科

佐古四番町６番８ー２号

088-602-0808

新浜歯科医院

新浜町 3 丁目 2 番地 19

088-663-1118

すずき歯科

住吉２丁目１－１０

088-652-5552

住友歯科医院

かちどき橋１丁目６０-2

088-622-3351

高田歯科クリニック

庄町 3 丁目 21-3

088-632-6480

武田歯科医院

上八万町西山７４０番

088-644-1110

たなか歯科矯正クリニック

八万町橋本９２－９

088-668-3411

津田歯科医院

助任本町 4 丁目 13 番地

088-654-5021

筒井歯科医院

沖浜東 3 丁目 47-1

088-622-8211

て

寺井歯科医院

北沖洲 1 丁目 13 番 5 号

088-664-0718

と

東條歯科

南昭和町 4 丁目 70 番地の 2

088-655-0880

富塚歯科

八百屋町２丁目１２番地

088-625-8688

中川歯科医院

国府町府中 580 番地 1

088-642-8214

ナカ歯科医院

徳島本町 3 丁目 13 大西ビル２Ｆ

088-626-1232

西木戸歯科医院

元町１−２４

088-652-9712

西歯科医院

川内町大松 143-14

088-665-5645

野口歯科医院

富田橋 1 丁目 27 番地

088-625-4810

のぞむ歯科

佐古三番町 1-13

088-653-7770

浜口歯科医院

二軒屋町１−２６

088-623-8148

早雲歯科医院

北矢三町２−２−４

088-632-1211

中吉野町１－５８－１

088-602-0840

原歯科医院

末広 4 丁目８−５

088-652-4717

坂東歯科医院

吉野本町 3 丁目 22

088-652-3281

板東歯科医院（八万）

八万町沖須賀２２番の１

088-679-4184

板東歯科医院（南昭和）

南昭和町３丁目５０－１

088-655-6471

日浦歯科医院

秋田町 3 丁目 18 番地

088-626-2005

さ

し

す

た

つ

な

に

の

は

はやし歯科口腔外科クリニッ
ク

ひ

アミコビル２Ｆ

東山歯科医院

北矢三町３丁目３−２０

088-633-8858

藤島歯科

津田町 4-1-64

088-662-4333

藤谷歯科

佐古五番町 9-17

088-626-1781

ほ

ほり歯科クリニック

不動西町 1 丁目 559-5

088-633-2335

ま

マキ歯科医院

不動本町１丁目２５１番地

088-631-0136

益田歯科医院

西須賀町下中須１3 番地の 48

088-669-2567

まつき歯科医院

南田宮１丁目３－４８

088-632-6684

三木歯科

川内町榎瀬 784-1

088-665-5387

みきゅう歯科

西須賀町下中須８３−１５

088-669-6464

三ツ井歯科医院

伊月町 1 丁目 53 番地

088-652-3826

ミヤイ歯科医院

中常三島町 3-14-21

088-625-1533

宮井歯科昭和町診療所

昭和町 8 丁目 57-3

088-623-0328

宮田歯科医院

東船場町２−２１−２ 阿波銀住友生命ビル４Ｆ

088-623-5821

明神歯科

明神町 6 丁目 30-11

088-652-4810

椋本歯科医院

中前川町 4 丁目 12 番地

088-652-9253

村田歯科医院

蔵本町 1 丁目 12 番地

088-631-0380

ゆ

湯浅歯科医院

国府町井戸字前野 40

088-642-0418

よ

横山歯科医院

佐古７番町２－２６

088-653-2429

名西郡

coco 歯科

神山町神領字西大久保６０

050-2024-4582

福田歯科医院

神山町神領字本野間 55-1

088-676-0328

高瀬歯科医院

石井町浦庄字下浦 657-3

088-674-7100

かさい歯科医院

石井町高原字関 105

088-674-9393

佐久間歯科医院

石井町高川原 字高川原 1417-1

088-674-7438

ミント歯科クリニック

石井町高川原字高川原１６１８－１

088-674-0064

浜崎歯科医院

石井町高川原字天神 597-1

088-675-1180

田村歯科医院

石井町石井字石井 412-1

088-674-6767

松岡歯科医院

石井町石井字石井 419-4

088-674-0168

福原歯科医院

石井町石井字石井 265-1

088-674-8758

井上歯科医院

石井町石井字石井 509-5

088-674-1771

ふ

み

む

