
歯科

令和４年１２月現在

地域 地区 医療機関名 　住所 電話番号

荒木田歯科医院 伊勢崎市平和町25-19 0270-25-2373

いせさき駅前歯科 伊勢崎市曲輪町8-1 0270-22-4618

神戸歯科医院(本町) 伊勢崎市本町8-20 0270-25-0806

栗原歯科医院 伊勢崎市大手町22-108 0270-25-1878

佐藤歯科クリニック 伊勢崎市八幡町32-1 0270-75-6762

須田歯科医院 伊勢崎市曲輪町16-6 0270-25-1155

田部井歯科医院   伊勢崎市大手町26-1 0270-25-0341

ながしま歯科クリニック 伊勢崎市平和町7-4 0270-23-0033

いいじま歯科医院 伊勢崎市上泉町250 0270-25-1246

植田歯科 伊勢崎市中央町10-19 0270‐23-3435

児島歯科医院 伊勢崎市中央町21-10 0270-25-0382

小杉歯科医院 伊勢崎市三光町10-10 0270-25-0854

須田歯科医院   伊勢崎市三光町1-7 0270-25-5866

松本歯科医院 伊勢崎市三光町9-4 0270-25-0950

あらい歯科医院 伊勢崎市上植木本町2675 0270-26-2341

伊勢崎デンタルクリニック 伊勢崎市太田町1041-21　セゾン・ド・サン1階1号 0270-23-8361

岡部歯科医院 伊勢崎市鹿島町483-1 0270-21-5550

小川歯科クリニック   伊勢崎市上諏訪町1252-13 0270-24-8251

さくら歯科クリニック 伊勢崎市下植木町524-1 0270-26-8200

高見歯科医院 伊勢崎市東本町106-19 0270-25-1594

千葉歯科診療所 伊勢崎市下植木町32 0270-23-5551

ひので歯科医院   伊勢崎市日乃出町1106-1 0270-22-5050

福島歯科医院 伊勢崎市豊城町2272-1 0270-23-8234

村岡歯科医院 伊勢崎市上諏訪町2116-18 0270-23-5242

矢島歯科クリニック 伊勢崎市本関町1178-5 0270-21-8411

飯野歯科クリニック 伊勢崎市今泉町1-24-3 0270-24-2182

大澤歯科医院   伊勢崎市山王町58-10 0270-24-7022

おじま歯科医院 伊勢崎市今泉町2-941-32 0270-21-8211

かねこ歯科医院   伊勢崎市南千木町5202-3 西友楽市ﾓ‐ﾙ内 0270-22-0120

亀山歯科医院 伊勢崎市今泉町1-1214-3 0270-21-3718

北千木歯科 伊勢崎市北千木町931-1 0270-22-1182

鈴木歯科医院 伊勢崎市茂呂町2-3509-13 0270-25-3288

伊勢崎

茂呂

北

南

殖蓮



瀬下歯科医院 伊勢崎市茂呂町1-333-4 0270-23-1818

ちぎら歯科 伊勢崎市南千木町5211-8 0270-61-6364

藤歯科   伊勢崎市ひろせ町4094-10 0270-23-5550

吉田歯科医院 伊勢崎市ひろせ町4091-12 0270-25-4182

あきデンタルクリニック 伊勢崎市安堀町233-1 0270-25-0330

おおみか歯科医院 伊勢崎市太田町1144-6 0270-21-8849

奥山歯科医院 伊勢崎市波志江町2076-9 0270-23-2290

和田歯科医院 伊勢崎市華蔵寺町28-2 0270-24-8100

伊勢崎クリア矯正歯科 伊勢崎市宮子町3139 0270-30-4618

いせさき西部モール歯科 伊勢崎市宮子町3423-15　ベイシア西部モール内 0270-75-4633

井田歯科医院 伊勢崎市田中島町1496-5 0270-23-6118

うぶかわ歯科医院   伊勢崎市連取町3000-5 0270-26-8118

えんぜる歯科クリニック 伊勢崎市連取町3013-3 0270-21-0822

こまつデンタルクリニック 伊勢崎市乾町119 0270-75-4145

したら歯科矯正歯科医院 伊勢崎市韮塚町1212-1 0270-20-1881

多賀谷歯科医院 伊勢崎市連取町1359-1 0270-25-1204

たじま歯科クリニック 伊勢崎市連取町3081-1 0270-22-2013

連取歯科クリニック 伊勢崎市連取町1691 0270-25-0051

ひまわり歯科医院 伊勢崎市宮子町3563-13 0270-24-3060

ヒロデンタルクリニック   伊勢崎市宮子町3556-1 0270-30-4184

本多まこと歯科 伊勢崎市東上之宮町340-1 0270-61-6480

みずしま歯科クリニック 伊勢崎市宮子町3463-12 0270-21-1421

みやこ歯科 伊勢崎市宮子町3601-6 0270-26-5100

もぎ歯科医院 伊勢崎市連取町3285-2 0270-20-6480

山脇歯科医院 伊勢崎市連取町1695-25 0270-21-3131

いしかわ歯科医院   伊勢崎市堀口町904-2 0270-50-5200

阪東歯科クリニック 伊勢崎市堀口町871-3 0270-32-1182

森村デンタルクリニック 伊勢崎市堀口町37-1 0270-61-5495

神戸歯科医院(羽黒町) 伊勢崎市羽黒町15-1 0270-32-3913

香村デンタルクリニック 伊勢崎市大正寺町240 0270-32-0150

しおた歯科医院 伊勢崎市除ケ町334-6 0270‐31-2218

スマイル歯科クリニック 伊勢崎市馬見塚町1159-1 0270-31-2418

豊受歯科クリニック 伊勢崎市下道寺町1-1 0270-32-8118

中島歯科クリニック 伊勢崎市富塚町226-2 0270-32-6005

平田歯科医院   伊勢崎市除ケ町36-6 0270-32-3565

伊勢崎

茂呂

三郷

宮郷

名和

豊受



八斗島 共栄歯科医院   伊勢崎市八斗島町1588-12 0270-31-0535

イズミ歯科医院 伊勢崎市香林町1-35-15 0270-63-5353

下山歯科医院 伊勢崎市市場町2-456-5 0270-63-1960

高柳整形外科歯科クリニック 伊勢崎市香林町2-863-2 0270-63-6400

中島歯科医院   伊勢崎市西久保町1-49-5 0270-63-0831

なかそね歯科 伊勢崎市下触町878-17 0270-27-8383

はぴねすデンタルクリニック 伊勢崎市市場町1-1542 ベイシア赤堀モール店内 0270-62-8928

かず歯科診療所   伊勢崎市国定町2-2002-3 0270-62-8196

さいとう歯科・矯正歯科医院 伊勢崎市田部井町1-945-1 0270-62-0015

さかえ歯科医院   伊勢崎市三室町4469-3 0270-63-0480

鈴木歯科医院 伊勢崎市田部井町2-457 0270-20-2290

二階堂歯科   伊勢崎市西小保方町347-11 0270-63-2882

ブルーパールデンタルクリニック 伊勢崎市東小保方町3858-1 0270-61-8998

やまデンタルクリニック 伊勢崎市東町2701-4 0270-40-0506

あさひ歯科医院 伊勢崎市境上渕名1359-107 0270-76-5800

新井歯科医院 伊勢崎市境保泉1250-1 0270-76-6100

新井歯科クリニック 伊勢崎市境女塚237-1 0270-74-1184

新木歯科医院 伊勢崎市境下武士2570 0270-74-2205

飯島歯科医院 伊勢崎市境312-11 0270-74-6480

うねめ歯科医院 伊勢崎市境伊与久1159 0270-76-2114

小此木歯科医院 伊勢崎市境775 0270-74-0376

金井歯科医院 伊勢崎市境西今井1-6 0270-76-4182

川越歯科医院 伊勢崎市境287 0270-74-0145

すずき歯科医院 伊勢崎市境下渕名1158 0270-70-6480

アイ歯科クリニック 佐波郡玉村町箱石84-2 0270-61-7353

アイリンデンタルクリニック 佐波郡玉村町福島509-5 0270‐20-4388

かたの歯科クリニック 佐波郡玉村町下新田815-5 0270‐64-2000

からさわ歯科医院 佐波郡玉村町上之手1471-8 0270-64-2050

こじま歯科 佐波郡玉村町角渕5066-4 0270-27-8214

さくらデンタルクリニック 佐波郡玉村町斎田14-3 0270-61-7877

高橋歯科医院 佐波郡玉村町下新田465 0270‐65-5530

たまむら中央歯科 佐波郡玉村町上之手1635-2 0270‐64-3718

富沢歯科医院 佐波郡玉村町角淵5115-5 0270‐65-7912

平成歯科クリニック 佐波郡玉村町上新田1647 0270-64-5555

宮内歯科医院 佐波郡玉村町板井293-2 0270-65-8665

赤堀
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境
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豊受



武者歯科医院 佐波郡玉村町飯倉74-15 0270-64-6161

もり歯科クリニック 佐波郡玉村町上之手1285-2 0270-61-5267

上川淵 駒形駅北口歯科 前橋市小屋原町1073-1 027-226-1151

上川淵 ガーデン歯科 前橋市小屋原町472-1　ガーデン前橋1F 027-289-4867

永明 こばやし歯科医院 前橋市駒形町653-6 027-266-5008

中川 前橋中央歯科医院　三河町診療所 前橋市三河町1-3-6 027-224-4444

城南 城南歯科医院 前橋市鶴が谷町14-2 027-268-3121

城南 前橋中央歯科医院　荒子町診療所 前橋市荒子町1599-8 027-268-6666

城南 むらかみ歯科医院 前橋市二之宮町480-1 027-289-4180

粕川 柳町歯科医院 前橋市粕川町女渕423-1 027-230-6480

本庄市 飯塚歯科医院 本庄市中央1-5-29 0495-24-6166

本庄市 石井歯科医院 本庄市早稲田の杜3-6-7 0495-24-2305

本庄市 石原歯科医院 本庄市銀座1-3-12 0495-22-3244

本庄市 牛久保歯科医院 本庄市銀座3-5-9 0495-24-8241

本庄市 内野歯科医院 本庄市傍示堂518 0495-22-2817

本庄市 江川歯科医院 本庄市東台1-4-19 ０４95-22-2757

本庄市 大畑歯科医院 本庄市児玉町児玉323-4 0495-72-118２

本庄市 おはなデンタルクリニック 本庄市前原1-11-23 0465-27-8087

本庄市 木田歯科医院 本庄市児玉町八幡山185-1 0495-73-1200

本庄市 倉林医院歯科 本庄市児玉町児玉381-1 0495-72-0332

本庄市 佐藤歯科医院 本庄市中央1-2-7 0495-22-4669

本庄市 スエヒロ歯科医院 本庄市緑1-1-6 0495-24-0040

本庄市 高柳歯科医院 本庄市南2-6-15 0495-22-6480

本庄市 竹内歯科医院 本庄市小島1-4-19 0495-21-8817

本庄市 田島歯科医院 本庄市駅南2-9-10 0495-22-3342

本庄市 中央歯科医院 本庄市駅南2-15-3 0495-21-1807

本庄市 中林歯科 本庄市児玉町吉田林398-1 0495-72-7884

本庄市 なかむら矯正歯科医院 本庄市見福2-8-1 0495-25-5888

本庄市 濱坂歯科医院 本庄市児玉町蛭川175-2 0495-72-8841

本庄市 春山歯科医院 本庄市児玉町児玉224 0495-72-0472

本庄市 日の出木村歯科 本庄市日の出3-3-13 0495-22-6488

本庄市 福島歯科 本庄市小島1-4-5 0495-22-0055

本庄市 本庄デンタルクリニック 本庄市けや木3-20-10 0495-23-1259

本庄市 明堂歯科医院 本庄市朝日町1-23-2 0495-37-4890

本庄市 茂木歯科医院 本庄市児玉町八幡山392 0495-72-4125

埼玉県
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本庄市 もとまち江川歯科医院 本庄市本庄1-3-11 0495-23-3817

本庄市 もろおか歯科 本庄市五十子2-10-1 0495-21-0222

本庄市 やない歯科 本庄市見福5-8-17 0495-22-7727

本庄市 山本歯科医院 本庄市見福2-18-26 0495-21-6263

本庄市 愛歯科クリニック 本庄市見福2-2-1 0495-24-6487

児玉郡 上里スマイル歯科 児玉郡上里町金久保蓮山359-1　イオンタウン上里2階 0495-71-6224

児玉郡 このみ歯科クリニック 児玉郡上里町七本木3610-2 0495-35-3877

児玉郡 坂本歯科医院 児玉郡上里町七本木2647-5 0495-33-8989

児玉郡 杉田歯科医院 児玉郡美里町甘粕685 0495-76-3855

児玉郡 たなか歯科クリニック 児玉郡上里町神保原町311-1 0495-33-3771

児玉郡 戸矢歯科医院 児玉郡上里町七本木1788-１ 0495-35-2000

児玉郡 西村歯科医院 児玉郡神川町熊野堂73-4 0495-77-0648

児玉郡 ひきま歯科クリニック 児玉郡上里町七本木5418 0495-35-3939

児玉郡 深町歯科医院 児玉郡美里町小茂田313-7 0495-76-5544

児玉郡 前川歯科医院 児玉郡神川町二ノ宮241-5 0495-77-4978

埼玉県


