
町別 医療機関名 診療科目 住　　　　　所 電話番号

つむらや耳鼻咽喉科医院 耳 東町15-32　モンビル104 755-1587

おの眼科クリニック 眼 東町15-32　モンビル2階 761-4113

根岸整形外科 整、リウ、リハ 東町15-32　モンビル横浜根岸208. 754-8050

モンビルクリニック 内、皮 東町15-32　モンビル204 751-7513

ねぎし泌尿器科・内科 内、泌 東町15-32　モンビル横浜根岸2階 750-0119

住田こどもクリニック 小、アレ 西町8-16 753-7151

おざわ整形外科クリニック 整、リウ、リハ、内 西町12-1　根岸駅前共同ビル1階 750-5770

丸山一丁目 関屋内科 内 丸山1-5-7　202 758-0339

林クリニック 内、外、泌、胃、肛 丸山2-9-10 753-8878

武安医院 循、消、内、小 丸山2-15-1 753-5171

なかや内科医院 内、消 丸山2-18-6 750-1002

中浜町 飛鳥田医院 内、小 中浜町4-21 751-2202

岡村一丁目 ファミリークリニック山高医院 内、胃、外、小外、皮 岡村1-1-21 751-2757

今井医院 内、小 岡村3-1-25 751-6719

塚本医院 内、小、リハ 岡村3-22-36 755-1615

冨野医院 内、小 岡村6-5-35 752-3221

ことぶきクリニック 内、循、心外 岡村6-5-46 753-1115

岡村七丁目 さいとう小児科 小 岡村7-20-14 752-4882

久木町 かげやま医院 内、整、リハ 久木町23-15 752-0177

及能内科クリニック 内、胃、循 磯子2-13-8 753-4366

矢崎小児科 小、アレ 磯子2-13-13 751-4378

さかしたクリニック 内、胃、外、肛 磯子3-3-21　江戸徳ビル103 750-0577

磯子泌尿器科クリニック 泌 磯子3-3-21　江戸徳ビル1階 750-0801

伊部皮膚科クリニック 皮 磯子3-3-21　磯子江戸徳ビル1階 751-8712

磯子　悠レディースクリニック 産婦 磯子3-3-21　磯子江戸徳ビル本館1階3号室 754-5888

東神クリニック 内（透析） 磯子3-3-21　江戸徳ビル2階 753-2233

衛藤クリニック 内、胃、外、肛、リハ 磯子3-6 753-5322

きたむら内科クリニック 内、消、胃腸 磯子3-13　ブリリアシティ横浜磯子K1階クリニックモール 750-3360

磯子けんこうこどもクリニック 小 磯子3-13ブリリアシティ横浜磯子Ｋ1階クリニックモール1号室 750-0330

新磯子町 ㈱東芝生産技術センター　健康支援センター診療所 - 新磯子町33 759-1317

北村小児科 小、アレ 森1-7-3　磯子センターハイツ203 761-0213

よこはま土田メディカルクリニック 循、脳外、糖内 森1-7-10 752-6111

磯子しおかぜ診療所 内、胃、内視鏡、呼、外 森1-8-20　1階 751-7241

伴整形外科 整、リハ 森1-10-2　松山ビル 758-0888

井上けい子内科クリニック 内、消 森1-12-1　磯子第一ビル2階 752-6517

森二丁目 中川クリニック 内、循、糖内 森2-26-18　シンコウビル2階 370-7002

屏風浦皮フ科 皮 森3-4-48 750-1151

ファミールこどもクリニック 小 森3-17-33　ファミール屏風ヶ浦2階 752-5651

いそべ眼科 眼 森3-17-33　ファミール屏風ヶ浦2階 754-0888

東山耳鼻咽喉科医院 耳 森3-19-27 751-4820

西町
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http://ono-eye.jpmd.org/
http://www.honmoku-hospital.or.jp/negishi
http://www.negishi-clinic.net/index.shtml
http://www.sumita-kids.jp/
http://www.ozawaseikeigeka.com/
http://www2.ttcn.ne.jp/takeyasuiin/
http://nakaya-cl.com/
https://kotobuki-clinic.jp/
http://www.yazaki-kodomo.com/
http://sakashita.adcee.jp/
http://www.isogo-hinyoukika.com/
http://www.ibe-hifuka-clinic.com/
http://you-lc.jp/
http://www.houshinkai.or.jp/toushin/
http://kitamura-naika.jp/
http://isogo-kenko-kodomo.com/
http://www.drt-cl.com/
http://www.isogo-shiokaze.com/index.html
https://nakagawacl.jp/
https://www.byobugaurahifuka.jp/
http://www.isobe-ganka.jp/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~higashiyamaent/


森六丁目 織田医院 内 森6-1-18 751-7007

森が丘一丁目 森が丘医院 内、小、神、脳 森が丘1-13-11 846-1778

中原四丁目 みやうちクリニック 心内、精、神内 中原4-26-27　ライオンズステーションプラザ杉田205 770-5701

河原整形外科 リウ、整、リハ 杉田1-1-1　らびすた新杉田1階 774-7707

渋谷医院 内、呼、アレ、眼 杉田1-1-1　らびすた新杉田1階 771-0627

井橋レディースクリニック 産婦 杉田1-17-1　プララSUGITA2階 769-4184

杉田駅前皮ふ科 皮 杉田1-17-1　プララ杉田3階 773-2982

こうの整形外科クリニック リウ、整、リハ 杉田1-17-1　プララ杉田3階 769-2599

橋本耳鼻咽喉科医院 耳 杉田1-17-1　プララ杉田3階 774-4133

杉田ありむら内科 内、消、胃腸、循、アレ 杉田1-17-1　プララ杉田303 772-5588

林内科医院 内、呼、消、循 杉田1-21-9 772-1173

杉田五丁目 あおと眼科 眼 杉田5-7-7　　ライフコート杉田201 770-6103

（株）東芝　横浜事業所　健康管理室 - 新杉田町8 770-3010

杉田ファミリークリニック 内、神内、小、皮、放 新杉田町8-8　ハマシップモール3階 770-3010

栗木一丁目 土屋内科医院 内 栗木1-20-5 773-0011

永井医院 内、呼、消、小 洋光台1-7-25 833-0720

洋光台耳鼻咽喉科・ひふ科 耳、皮 洋光台1-15-7 835-3387

洋光台二丁目 遠藤クリニック 内、消、胃腸 洋光台2-8-26 833-1737

板垣医院 内、胃、外、整、泌 洋光台3-5-31 833-6141

洋光台セントラルクリニック 内（透析) 洋光台3-9-31 830-5511

ながお耳鼻咽喉科 耳 洋光台3-13-1　ピーコックストア2階 352-8500

洋光台ひろ内科クリニック 内、消、循 洋光台3-13-1　ピーコックストア2階 836-3777

みつばちこども漢方クリニック 小、漢方 洋光台3-13-4-110 836-3622

洋光台眼科クリニック 眼 洋光台3-13-5-110 835-0143

Ｈ．Ｅ．Ｃサイエンスクリニック 内、（15才以上） 洋光台4-1-4-102 831-0031

きくたに内科クリニック 内、リウ、アレ、放 洋光台4-20-36 833-7725

サンマタニティクリニック 産婦 洋光台6-1-10 833-3011

ひかりクリニック 内、外 洋光台6-33-1 836-2611

杉田坪呑 杉田整形外科内科クリニック 内、リウ、整、形、リハ 杉田坪呑2-3-104 771-2217

洋光台四丁目

洋光台六丁目

新杉田町

洋光台一丁目

洋光台三丁目

杉田一丁目

こちらからもご確認ください

　　　
       磯子区登録医

http://www.miyauchi-clinic.jp/
http://kawahara-seikei.net/
http://shibuya-iin.net/
http://www.ihashi-clinic.jp/
http://www1.ttcn.ne.jp/~k-clinic/
https://aricli4141.com/
http://hayashinaika.net/
http://aotoeyes.web.fc2.com/
http://sugita-family.com/
http://tsuchiya-naika.jp/
http://nagai-iin.com/
http://www.tohoyk.jp/hp/yokodai-ent/
http://www.endoh-clinic.jp/
http://www.houshinkai.or.jp/youkoudai/
http://www.nagao-jibika.com/
http://hiro-naika.com/
https://www.kodomokampo.com/
https://youkoudaiganka.jimdo.com/
http://www.hecsc.net/
http://kikutani-heart.com/
http://www.sanmata.jp/
http://www.hikari-clinic.com/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/sugita_ortho/mysite2/


区別 町別 医療機関名 診療科目 住　　　　　所 電話番号

入江一丁目 おさない歯科医院 入江1-13-25 432-8148

白楽 小泉歯科医院 歯 白楽100　コミュニティプラザ2階 432-2005

伊勢町 かのう歯科 小児歯科 伊勢町3-133-2 251-1182

中央二丁目 速見歯科医院 歯 中央2-48-13 321-0417

南幸二丁目 柳川ビルクリニック 南幸2-21-5　柳川ビル2階 311-3925

オーラル＆マキシロフェイシャルケアクリニック横浜 歯科、矯正歯科、口腔外科 みなとみらい4-6-2　みなとみらいブランドセントラルテラス2階 232-4442

デンタルステーションみなとみらい 歯科、口腔外科、小児歯科 みなとみらい4-6-2　みなとみらいブランドセントラルテラス2階 232-4441

李デンタルプラクティス 本町1-5-2　ロワレール横浜本町３０３ 680-3971

五條歯科医院 歯科口腔外科 本町2-22　京阪横浜ビル1階 201-6719

樺島歯科医院 矯正歯科 本町4-43　セボン関内第2ビル 212-3748

曙町 加藤歯科医院 曙町4-61 251-1295

米津歯科医院 弁天通5-73-2 201-8914

港歯科診療所 弁天通6-85　宇徳ビル2階 201-4560

相生町 イケダ歯科医院 相生町1-18　相生パークビル3階 662-4800

鈴木歯科医院 常盤町3-24-1　サンビルディング5階 662-5450

廣瀬歯科医院 常盤町5-68 681-7085

高橋歯科医院 小児歯科 尾上町3-30-1　横浜フジタビル3階 662-1346

近藤歯科診療所 尾上町4-57　横浜尾上町ビルB1 664-0874

関内馬車道デンタルオフィス 歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科 尾上町5-68　馬車道ＲＡビル2階 299-0488

瀬尾デンタルクリニック 矯正歯科 尾上町5-76　明治屋ビル2階 640-6480

真砂町 関内ロイヤル歯科医院 真砂町2-25　関内中央ビル2階 662-0185

港町 鈴木歯科医院 港町5-18 681-6917

船洲会　歯科診療所 歯、歯科口腔外科、矯正歯科 山下町2　産業貿易センター3階 671-7174

元町中華街歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 山下町37-8　グローリオタワー横浜元町2階 663-6480

山下町デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 山下町84-5　メトロタワー山下町1階 671-0648

元町歯科クリニック 山下町112-5　日絹パークビル1階－Ｂ 671-1630

中華街歯科医院 歯、小歯、歯科口腔外科 山下町189　YUKENGOUビル2階 662-5788

桃李歯科医院 矯正歯科、小児歯科 山下町219 663-7700

横浜中央病院 歯科口腔外科 山下町268 641-1921

堀内歯科クリニック 小児歯科 元町2-101-1 664-3864

高倉歯科医院 元町3-116 641-1223

加藤デンタルクリニック 歯科口腔外科、矯正歯科 元町4-166　元町ユニオン4階 681-8217

上出歯科医院 元町5-198　ポーラビル4階 662-4632

今村矯正歯科 矯正歯科 元町5-209　北村第2ビル4階 663-8241

新山下一丁目 新山下デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科 新山下1-5-6　ロワール新山下101 623-4152

田中歯科診療所 桜木町1-1　ぴおシティ5階 201-9623

木津歯科デンタルステーション桜木町 矯正歯科、歯科口腔外科 桜木町1-1-7　TOCみなとみらい3階 264-4040

三條歯科みなとみらい診療室 桜木町1-1-8　日石横浜ビル3階 683-3418

花咲町 花咲歯科医院 花咲町2-66-8　千葉ビル1階 242-6812

清水矯正歯科医院 矯正歯科 野毛町1-8　メゾンオークレール３０１ 241-0002

高畑歯科医院 野毛町3-138 231-7913

日ノ出町 育愛会デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科 日ノ出町1-75　1階 231-1765

初音町 宇野歯科医院 初音町3-56 241-5768

伊勢佐木町 坪田歯科医院 伊勢佐木町1-6-5 261-0774

末広町 溝呂木歯科医院 歯 末広町1-2-9 261-3837

蓬莱町 大石歯科医院 蓬莱町1-1-3　関内パークビル201 261-0958

末吉町 広瀬歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 末吉町4-75　ショッピングセンター2階 261-3476

太洋歯科クリニック 万代町1-2-7　大洋ビル 663-5226

八島歯科医院 万代町3-5-10　シャロン横浜大通り公園２０１ 680-1188

有馬歯科医院 長者町1-3-10 252-8480

砂田歯科医院 長者町8-123　長谷川ビル2階 243-9000

村田歯科医院 長者町8-132　生友ビル長者町第一2階 261-4652

石川町歯科クリニック 歯科 石川町1-13　2階 662-7116

山本歯科医院 歯科 石川町5-211-1 251-5231

山手町 岡歯科医院 山手町223-16 662-7184

麦田町 菅谷歯科医院 麦田町2-47 663-8555

千代崎町 堀井歯科 小児歯科 千代崎町1-25 622-6088

さとう歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 小港町1-4-16 623-4182

イースト本牧 歯 小港町2-100-4本牧フロント2階 628-3718

本牧山手歯科診療所 歯 本郷町2-32　ヒロハシビル2階 228-8163

良癒会歯科 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本郷町2-41　ルミエール本牧101 628-0418

入江歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 本郷町2-45-2　福島ビル2階 624-4184

秋元歯科クリニック 本牧町1-9　安田屋ビル2－C 621-6161

熊坂歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 本牧町1-13 623-7991

神奈川区

万代町

本町

中区

みなとみらい四丁目

元町

小港町

西区

尾上町
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本牧町

弁天通

桜木町

常盤町

山下町

長者町

石川町

野毛町

本郷町

　　こちらからもご確認ください

　　　　
     　  歯科登録医

http://www.koizumishika.jp/
http://hayamishika.com/
http://www.yanagawa-bc.com/
http://www.gojodc.net/
http://yonezu-dent.com/
http://www.minatoshika.or.jp/minato/
http://www.dc-ikeda.jp/
http://www.kondoshika.net/
https://www.kbdent.com/
http://www.seo-dc.com/
http://senshukai.or.jp/
http://www.mcdc.jp/
http://www.y-d-c.jp/
http://www.motomachi-dc.com/
http://www.chukagaishika.com/
http://メディモ.com/presses/110002
http://www.takakura-dental.jp/
http://www.km-dc.jp/
http://www.kamide-d.com/
http://www.miorthodont.com/
http://tdo.o.oo7.jp/
http://www.kizu-dental.jp/
http://www.sanshuukai.or.jp/
http://www.shimizu-ortho.com/
http://ikuaid.com/
http://dental-oishi.org/
http://www.taiyo-dc.com/
http://www.sunada-shika.jp/
http://www.ishikawacho-shika.jp/
http://www.e-honmoku.com/
http://www.biz-dental.com/
http://www.irie-dental.jp/
http://www.akimotodental.jp/
http://www.kumasaka.cc/


本牧歯科医院 本牧町1-16-2階 623-6546

葉歯科本牧１丁目クリニック 歯科 本牧町1-49 228-8168

岩崎歯科医院 本牧町1-108 623-8148

田中歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 本牧町2-305　ウィング本牧1階 623-1007

天野歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本牧原1-6　ムラーラ本牧3階 624-3655

いまにし歯科クリニック 小児歯科 本牧原15-1 624-4618

本牧宮原 なかの歯科医院 本牧宮原1-3　シーガルポート新本牧1階 625-1100

本牧和田 ほうり歯科クリニック 小児歯科 本牧和田12-2　ジョイ新本牧202 629-3640

佐々木歯科医院 本牧三之谷8-21 621-0270

羽田歯科医院 小児歯科 本牧三之谷9-26 621-0763

本牧元町 北川歯科医院 本牧元町1-4 621-2014

竹之丸 池野歯科医院 竹之丸55 662-6888

西竹之丸 小国歯科 西竹之丸24 681-8456

いずみ歯科 小児歯科 大和町1-14 625-1074

おぎはら歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 大和町2-48 479-7666

山元町 みうら歯科クリニック 歯、小歯 山元町4-183　ウィスタリア山手1-B 651-7167

渡辺歯科医院 矯正歯科、小児歯科 仲尾台1-1　ニューハイム山手2階 625-6872

開山堂矯正歯科診療所 矯正（※保険医療機関ではない） 仲尾台3-10 623-2616

滝之上 南山手小児歯科 小児歯科 滝之上139　パークハイツ101 623-6329

根岸町 大澤歯科医院 根岸町1-15 621-4884

本牧通り歯科 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本牧間門2-6　TNビル新本牧1階 621-4185

荒木歯科室 本牧間門24-1 623-5508

高根町 みなと歯科診療所 矯正歯科、小児歯科 高根町1-3 231-4000

白金町 研歯科クリニック 一般歯、口腔外科、小児歯科、矯正 白金町1-1　白金海心ビル2階 241-6480

六ツ川一丁目 ナガタ歯科 歯、小歯、矯正 六ッ川1-132-6　ヒルズ横浜南ガーデニア1-101 721-4422

六ツ川三丁目 オオトウ歯科医院 六ツ川3-76-3　横浜パークタウンｉ棟 741-6481

別所二丁目 きむら歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 別所2-24-10　ラマージュ南ヶ丘1階 714-6483

港南区 日限山 たじま歯科クリニック 小児歯科、歯科口腔外科 日限山1-57-40 825-3662

保土ヶ谷区 上菅田町 礒部歯科医院 歯科、口腔外科、矯正歯科 上菅田町955-6 371-4185

神保歯科医院 歯 東町9-2　A・Sビル2階 752-6868

デンタルライフクリニック 矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 東町10-4 750-0182

稲葉こどもおとな歯科 歯、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 東町15-32　モンビル205 753-1180

坂下町 わかまつ歯科 矯正歯科、小児歯科 坂下町9-8　リバーハイツ坂下1階 751-7820

川田歯科医院 丸山2-3-15 751-2595

林歯科医院 歯科口腔外科、矯正歯科 丸山2-7-5 753-7796

水上歯科医院 小児歯科 丸山2-20-16　メゾン滝頭106 754-3180

久木町 さいとう歯科医院 歯科、小児歯科 久木町24-4 751-7461

アサミ歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 磯子2-9-16　ナイスアーバン磯子101 752-5011

三宅歯科医院 矯正歯科、小児歯科 磯子2-14-9 752-5588

高橋歯科クリニック 磯子2-19-37　ライオンズマンション磯子第3-101 754-4618

磯子五丁目 青木歯科医院 磯子5-7-1　プラザレインボー203 755-0211

森一丁目 やまざき歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 森1-7-10　トワイシア横浜磯子304 753-8081

中原一丁目 飯塚歯科 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 中原1-2-3　飯塚磯子ビル2階 753-3200

中原四丁目 すぎた矯正・小児歯科 矯正歯科、小児歯科 中原4-25-11 769-2228

杉田一丁目 平野歯科医院 杉田1-20-21 772-0895

杉田三丁目 共立歯科医院 歯、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 杉田3-9-7 771-5304

高道歯科医院 矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 洋光台3-10-18　第2金子ビル2階 833-3178

洋光台駅前歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 洋光台3-13-4-105 835-0205

生田歯科 歯、小児歯科、歯科口腔外科 冨岡西6-17-15 774-8148

諏訪歯科医院 歯 冨岡西6-43-32 772-5891

能見台 丘の上歯科クリニック 歯、口腔外科、小児歯科 能見台5-5-1 781-8469

中川一丁目 中川駅前歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 中川1-10-2　中川センタービル3階 910-2277

仲町台二丁目 河野歯科医院 仲町台2-18-8　ウィスタリアビル2階 942-3308

茅ヶ崎中央 はせがわ歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 茅ヶ崎中央6-1　サウスウッド3階 530-0018

戸塚区 川上町 石川歯科医院 歯 川上町367-1 821-2441

内藤歯科医院 歯 川崎市中原区下小田中1-3-22-1階 044-766-4501

こすぎまち歯科 歯、矯歯、小歯 川崎市中原区小杉町3-257-9 044-711-3714

武蔵小杉矯正歯科 矯正歯科 川崎市中原区小杉町3-426 2階 044-733-3117

宮前区 森山デンタルクリニック 小児歯科、歯科口腔外科 川崎市宮前区有馬2-11-1 044-865-3566

相模原市 南区 にこにこデンタルクリニック 歯、歯科口腔外科 相模原市南区相模大野7-14-9　グリーンシティビル1階-Ｃ042-749-3088

船越町 佐藤歯科診療室 歯 横須賀市船越町6-69-1 046-861-6235

三春町 西村歯科医院 横須賀市三春町3-31-1　MSビル1階 046-842-0035

若松町 よこすか歯科医院 歯科口腔外科 横須賀市若松町3-4　ファーストビル1階 046-827-8229

平塚市 平塚市 川﨑歯科医院 歯 平塚市桃浜町1-30 0463-31-0378

長谷 渋谷歯科医院 歯科、歯科口腔外科 鎌倉市長谷2-14-12 0467-22-8249

御成町 ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科 小歯、矯歯 鎌倉市御成町14-1　御成ビル202 0467-84-9111

小田原市 小田原市 さかわ歯科クリニック 歯 小田原市酒匂5-5-17 0465-49-1234

中郡 中郡二宮町 湘南デンタルケアー　インプラントクリニック 歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 中郡二宮町山西1264-1 0463-70-1200

東京都 港区 デンタルケア神谷町 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 東京都港区虎ノ門5-1-4 03-6809-1080

静岡県 浜松市 聖隷浜松病院 歯科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222
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本牧三之谷

中原区
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大和町

南区

本牧町

本牧原

仲尾台

川崎市

横須賀市

鎌倉市

金沢区
冨岡西
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東町

都筑区

　　こちらからもご確認ください

　　　　
     　  歯科登録医

http://iwasaki.dental/
http://www.amano-dent.com/
http://www.houri-dental.com/
http://ikeno-shika.com/
http://www.ogihara-dental.jp/
http://miurashika-yokohama.com/
http://www.areanet.ne.jp/~shika/watanabe/
http://minami-yamate.sakura.ne.jp/nan_shan_shou_xiao_er_chi_ke/nan_shan_shou_xiao_er_chi_ke.html
http://honmokudorishika.d.dooo.jp/
http://www.minatoshika.or.jp/minato02/
http://ken-dent.com/
http://sannoukai.webcrow.jp/index.html
http://www.otodental.com/frame/frame.htm
http://www.jinbo.or.jp/
http://www.dental-life-clinic.com/
http://www.hayashidc.com/
http://www.mizukamidentalclinic.com/
http://www.dental-asami.com/pc/
http://www.miyake-sika.jp/
http://www.dental-yamazaki.com/
https://www.sugitakyousei.com/
http://www.hirano-dc.jp/
http://www.takamichi-dental.com/
http://www.youkoudaiekimaeshikaiin.com/
http://okanoue-dent.com/
http://www5.famille.ne.jp/~ekimae/
http://www.kawanoshika.com/
http://www.den-hasegawa.com/
http://www.ishikawa-shikaiin.com/index.html
http://www.naito-shikaiin.com/
http://www.e-shikai.jp/
http://moriyama-dent.net/
http://nishimura.ne.jp/
http://www.yokosuka-dental.com/
http://www.kawasakishika.net/
http://www.shibuya-dc.jp/
http://dr-beaver.com/
http://www.sakawa-dc.com/
http://www.shonan-dc.net/
http://www.dentalcare-kamiya.jp/
http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/

