
安田歯科医院 岩曽町1392 028-662-7893

大川上三川ファミリー歯科 西汗1706-9 0285-56-8148 舘野歯科医院 岩本町454-2 028-627-5157

さとう歯科クリニック 上三川4377-2 0285-55-0252 はやし歯科クリニック ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ3-2-4 028-655-5418

しもだ歯科 大山466-3 0285-51-2299 カトレア柴田歯科 ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1-2 028-657-5775

二階堂歯科医院 上三川2844-1 0285-56-7518 モリシタ歯科医院 え
駅前通り3-4-13
森下ビル5F 028-612-2814

三山歯科クリニック 上蒲生1782-2 0285-56-5533 江田歯科医院 江曽島町1257-5 028-658-9663

柳田歯科医院 上三川4944-21 0285-56-2041 小澤歯科医院 江曽島町1453-9 028-645-1459

山崎歯科クリニック 下神主58-5 0285-53-8241 やぎ歯科医院 江曽島2-16-16 028-645-1182

螺良歯科医院 江野町9-6 028-633-6480

北條歯科医院 お 大曽1-1-13 028-622-7408

小野歯科医院 い 池上町4-5 028-633-8400 長歯科医院 大曽1-8-9 028-624-3060

岡田歯科医院 石井町1361-1 028-683-4618 おのがわ歯科クリニック 大曽2-7-13 028-643-6474

菊池歯科医院 石井町2490-4 028-661-8548 黒崎歯科医院 大通り1-1-14 028-622-3672

平野歯科医院 石井町2973-35 028-689-2525 （医)中山会宇都宮記念病院 大通り1-3-16 028-611-5610

石川歯科医院 石井町3372 028-656-4848 荒井歯科診療所 大通り2-1-5
明治安田生命大通りﾋﾞﾙ3F 028-637-0231

沢田歯科医院 泉が丘2-4-5 028-689-2228 佐伯歯科医院 大通り3-2-6 028-633-3587

山口歯科医院 泉町1-7 028-622-2785 菊地歯科医院 大通り4-1-17 028-624-9054

県歯科医院 一条1-3-12 028-633-6474 天沼歯科医院 大通り5-2-12 028-622-4114

やまうち歯科second
stage 一条4-1-8 028-680-5015 大貫歯科医院 小幡2-3-16 028-643-6480

金田歯科医院 一ノ沢町272 028-622-9300 たかはら歯科クリニック か 上桑島町1277 028-678-8241

鈴木歯科医院 一の沢2-1-5 028-622-2661 山口歯科クリニック 上桑島町1288-6 028-656-8148

斎藤歯科クリニック 今泉町220-6 028-625-6895 昆野クリニック歯科 上籠谷町3314-4 028-612-1160

あやこデンタルクリニック 今泉町449-8 028-666-6485 いのまた歯科医院 上田原町660-1 028-672-4181

田中歯科医院
今泉町2543-131
田中歯科ﾋﾞﾙ1F 028-663-7388 益子歯科医院 上戸祭町38-2 028-643-2080

生井歯科医院 今泉町三ッ塚3003-8 028-662-6176 ほりファミリー歯科 上戸祭町522-1 028-307-3620

礒歯科医院 今泉新町161-2 028-661-6875 手塚歯科医院 上戸祭町2834-219 028-643-0007

ひやま歯科クリニック 今泉1-1-8ﾄｯﾌﾟﾎﾟｰﾄ1F 028-624-5628 星野歯科医院 上戸祭町3007-2 028-616-1655

佐貫歯科医院 今泉3-5-25 028-621-3880 菊池歯科クリニック き 菊水町12-20 028-649-6211

軽部歯科医院 今泉4-15-26 028-621-0790 川島歯科 北一の沢町1-1 028-650-5500

ひあさ歯科医院 今宮1-19-4 028-645-7220 田部井歯科 北若松原2-1-8 028-653-5008

きし・歯科医院 岩曽町708-11 028-613-3718 ふじかわ歯科医院 北若松原1-14-13 028-666-8210

高橋歯科クリニック 岩曽町1077-1 028-613-5118 水野歯科医院 京町12-6 028-634-9001

吉田歯科医院 岩曽町1355-116 028-660-0377 臼井歯科医院 清住1-8-4 028-622-1184
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くりはら歯科医院 清住2-3-8 028-622-7084 わかい歯科医院 白沢町401-3 028-673-7471

金子歯科クリニック 清原台1-2-11 028-670-6474 にしだ歯科クリニック 白沢町1805-18 028-671-1231

おいかわ歯科医院 清原台3-6-24 028-667-7555 武田歯科医院 白沢町2021-77 028-673-8241

徳永歯科医院 清原台4-4-7 028-667-7221 山崎歯科医院 新富町13-15 028-655-0321

田沼歯科医院 清原台5-36-22 028-667-6930 ハートフルにわの歯科 新町1-4-3 028-680-5301

芦澤歯科医院 こ 越戸1-3-38 028-664-3555 大野歯科医院 新町2-1-15 028-633-2458

かのう歯科 五代1-1-6 028-654-2418 関歯科医院 す 末広1-11-15 028-653-5215

箱島歯科医院 五代3-1-16 028-653-4504 赤沼歯科医院 雀の宮1-8-15 028-653-7143

西垣歯科医院 鐺山町348 028-670-5162 鈴木歯科医院 雀の宮5-2-43 028-653-0073

野沢歯科医院 鐺山町426-5 028-667-6371 崎谷歯科医院 雀の宮7-19-13 028-653-0182

あくつ歯科医院 駒生町859-40 028-625-7474 よしざわ歯科 砂田町544-1 028-657-8855

吉成歯科医院 駒生町1359-225 028-652-1671 きくち歯科医院 せ 関掘町554-11 028-621-8841

北條歯科クリニック 駒生町1410-83 028-652-8811 ホワイト歯科医院 千波町1-2岡本ﾋﾞﾙ2F 028-625-2975

大垣歯科医院 駒生町1556-8 028-652-6767 清水歯科医院 た 大寛1-1-9 028-633-1313

三木歯科医院 駒生町2335-8 028-652-0648 中山歯科医院 大寛1-2-18 028-634-8498

五月女歯科クリニック さ 栄町4-10 028-643-1300 中山歯科医院 大寛2-8-8 028-633-6536

高田歯科医院 桜2-7-9 028-622-9053 つつみ歯科くりにっく 台新田町175-1 028-659-2710

小塚歯科医院 桜3-2-8 028-637-3487 今谷歯科 高砂町13-9 028-655-0182

簗瀬歯科桜診療所 桜4-11-22 028-622-3056 しのざき歯科医院 宝木町1-34-7 028-612-5418

西川歯科クリニック し 下岡本町1997-1 028-673-4100 ゆざわ歯科 宝木町1-2589-11 028-600-3160

きくち歯科医院 下岡本町2082-61 028-671-0648 ワタナベ歯科 宝木町2-803-1 028-652-3300

いがらし歯科医院 下岡本町4552-14 028-673-6661 さかい歯科クリニック 宝木本町1141-118 028-665-8148

尾形歯科医院 下川俣町60-3 028-662-6660 てづか歯科 宝木本町1144-43 028-627-2900

もり歯科クリニック 下栗町968-1 028-656-4400 やす・かずCharm歯科 滝の原2-4-35 028-612-8282

藤井歯科医院 下栗町2321-16 028-663-5664 おおくぼ歯科医院 滝の原2-5-5 028-635-7162

あおきファミリー歯科 下栗町2938-2 028-632-8214 薬師寺歯科医院 滝の原3-1-3 028-635-0382

かまい歯科医院 下田原町3229-1 028-672-4618 八板歯科クリニック 竹林町866 028-612-1333

福田デンタルクリニック 下砥上町1545-20 028-678-5050 ひろデンタルクリニック 田野町475-1 028-652-8855

大島歯科医院 下戸祭2-9-1高木ｺｰﾎﾟ1F 028-622-1757 藤橋歯科医院 ち 中央1-5-7 028-637-0903

長谷川歯科医院 下平出町899-10 028-663-1818 そね歯科医院 中央本町3-11 2F 028-637-4618

福田ファミリー歯科 下荒針町3867-1 028-678-4618 むらかみ歯科医院 つ 鶴田2丁目21-9 028-647-4618

すずき歯科クリニック
宿郷3-22-2
のり廣ﾋﾞﾙ2F 028-635-7500 手塚歯科医院 鶴田町167-9 028-647-1011

宮堀歯科医院 宿郷5-16-8 028-637-0841 佐貫歯科医院 鶴田町206-6 028-678-8872
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岩本歯科医院 鶴田町251-4 028-648-8148 オカダデンタルオフィス 西川田町805-6 028-612-6481

こづかファミリー歯科 鶴田町721-2 028-647-1182 はやし歯科医院 西川田町1160-47 028-348-2956

おおはし歯科クリニック 鶴田町1294-1 028-647-0084 荒川歯科クリニック 西川田本町4-1-3 028-645-5072

中津歯科医院 鶴田町1740-5 028-648-4006 神山歯科医院 西川田5-16-11 028-658-6366

高山歯科医院 鶴田町1976-20 028-648-9521 羽石歯科医院 二番町2-13 028-635-2273

半田歯科医院 鶴田町2156-5 028-648-6636 いのせ歯科医院 の 野沢町187-131 028-665-6077

大塚歯科 鶴田町2186-38 028-648-1661 半田歯科医院 野沢町314-5 028-665-8241

ささや歯科医院 て 伝馬町1-7
笹谷ﾋﾞﾙ2F 028-633-3385 三森歯科医院 は 花房1-1-3 028-633-5511

五月女歯科医院 と 東谷町489 028-655-2522 県庁内ユキ歯科クリニック
塙田1-1-20
栃木県庁舎東館3F 028-623-2049

三宅歯科
矯正歯科クリニック 砥上町31-4 028-647-3741 ワカバ歯科診療所 塙田2-4-15 028-622-1591

竹沢歯科クリニック 砥上町214-1 028-648-4680 松井歯科医院 塙田2-5-27 028-622-9011

阿部歯科医院 徳次郎町2194-1 028-665-3243 大貫歯科医院 塙田3-2-9 028-624-6480

渡辺歯科医院 戸祭2-9-31 028-622-3781 名取歯科医院 塙田4-1-29 028-622-4622

なら歯科医院 豊郷台2-21-2 028-643-8823 椎貝歯科医院 馬場通り1-1-20 028-621-6762

齋藤歯科医院 な
中今泉3-14-21
ｵﾉﾗｰﾌﾞﾙｰ1F 028-636-1684 金澤歯科医院 針ヶ谷町500-4 028-654-2522

高谷秀雄歯科クリニック 中岡本町2977-1 028-666-4183 廣中歯科医院 ひ 東今泉1-1-37 028-638-8148

中島歯科医院 中岡本町3669-26 028-673-6338 小野ファミリー歯科 東宿郷2-11-8 028-614-3718

おかもとこどもおとな歯科 中岡本町3710-62 028-612-3901 やまぐち歯科醫院 東宿郷4-3-7 028-651-3746

長谷川みらい歯科 中岡本町3710-94 028-612-1182 皆藤病院歯科 東町22 028-661-3261

横塚歯科医院 中岡本町3772-7 028-673-6418 おとづら歯科医院 東簗瀬1-37-7 028-637-2320

手塚歯科医院 中岡本町4061-2 028-673-2661 塚田歯科医院 東簗瀬1-38-8 028-637-4970

阿久津歯科医院 中岡本町4094 028-673-1184 きくち歯科医院 氷室町1634-13 028-670-0648

あんどう歯科クリニック 中久保2-12-21 028-689-4918 小宅歯科医院 氷室町2815 028-667-4529

じゅんデンタルクリニック 中里町227-6 028-678-4182 廣瀬歯科医院 兵庫塚1-8-15 028-655-1020

名取歯科クリニック 中里町2702-25 028-674-7117 やまのうち歯科医院
兵庫塚町9-1
ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞみどり野1F 028-612-8660

粕谷歯科医院 中戸祭町850-35 028-627-2525 第二高原歯科医院 平出工業団地38-11 028-661-5800

後藤歯科クリニック 中戸祭1-13-24 028-650-4181 屋代歯科医院 平出町347-1 028-662-8148

なかやま歯科クリニック に 西1-3-19 028-636-4835 つなかわ歯科医院 平松本町326-14 028-639-6480

青木歯科 西2-3-4 028-636-2270 亀井歯科･矯正歯科 平松本町757-10 028-632-0033

アップル歯科 西一の沢町10-8
ｵｲﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ第2ﾋﾞﾙ2F 028-648-6318 松田歯科クリニック 平松本町811-20 028-663-0817

井出歯科医院 西刑部町1200-3 028-656-8288 いがらし歯科イーストクリニック 平松本町1125-6 028-611-3085

大場歯科医院 西刑部町2611-15 028-656-6662 ますやま歯科クリニック 平松本町1213-7 028-688-0888

辻歯科医院 西川田町91-1 028-659-1182 大森歯科医院 ふ 富士見が丘2-19-27 028-622-2660
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簗瀬歯科医院 二荒町1-10 028-636-8840 角田歯科医院
御幸本町4733-1
ﾆｭｰﾏﾘｯﾁ平1F 028-689-0222

小林歯科医院 双葉3-15-63 028-658-7611 ゼンデンタルオフィス も 元今泉3-15-8 028-678-8511

ならファミリー歯科医院 ほ 細谷1-7-71 028-627-4618 吉澤歯科医院 元今泉5-1-13 028-664-1818

やまうち歯科小児歯科
親と子のデンタルクリニック 本町1-19佐藤ビル4Ｆ 028-650-6112 簗瀬歯科医院泉ヶ丘診療所 元今泉6-3-4 028-661-6031

加々美歯科医院 本町4-12
虎屋ﾋﾞﾙ6F 028-624-9367 有坂歯科医院 元今泉7-30-19 028-661-1030

亀田歯科医院 本町9-6 028-622-2680 なかみぞ歯科医院 元今泉8-1-13 028-663-4618

ゆざわや歯科クリニック ま
曲師町2-12
ゆざわやﾋﾞﾙ2F 028-635-8050 中川歯科医院 や 屋板町151-30 028-656-8849

半田歯科医院 松原2-5-7 028-622-8704 松井歯科医院 屋板町228-1 028-656-4618

江俣歯科医院 松原2-7-10 028-643-2525 おび歯科クリニック 屋板町1114-10 028-680-4182

てづか歯科医院 み 操町7-10 028-639-2332 かねこ歯科 八千代1-12-13 028-612-2733

ごとう歯科医院 瑞穂2-15-7 028-656-4188 かさはら歯科医院 簗瀬4-6-6 028-651-1560

菊池歯科医院 緑1-2-23 028-658-2298 小倉歯科クリニック 簗瀬町1279 028-635-8488

ともえ歯科医院 緑2-18-33 028-659-2329 笠倉歯科医院 簗瀬町1840-2 028-632-5650

大嶋歯科医院 緑3-38-13 028-659-7771 福田歯科医院 大和2-10-22 028-658-1870

さかきばら歯科クリニック みどり野町6-1 028-655-1555 すみ歯科医院
山本1-3-31
ISﾋﾞﾙ1F 028-622-6482

須田歯科医院 南一の沢町1-24 028-635-4826 町田歯科クリニック 山本2-26-14 028-625-7010

おおはしデンタルクリニック
南一の沢町2-26
さいとうﾋﾞﾙ2F 028-633-6503 ときわ歯科クリニック ゆ ゆいの杜2-1-4 028-678-8211

吉田歯科医院 南大通り1-2-11 028-633-3950 おのざき歯科医院 ゆいの杜4-7-1 028-667-4602

綱川歯科医院 南大通り3-1-10 028-634-8472 たつみ歯科クリニック ゆいの杜5-18-1 028-667-6480

篠原歯科医院 南大通り4-1-1 028-634-6618 熊倉歯科医院 よ 陽東2-16-18 028-662-7835

那須歯科医院 南高砂町3-1 028-655-4182 林デンタルオフィス 陽東3-26-7 028-613-6480

石川歯科医院 峰1-2-17 028-634-3688 佐貫歯科矯正歯科医院 陽東5-11-32 028-612-1718

大坪歯科・矯正歯科医院 峰2-28-25 028-633-2340 高橋歯科医院 陽東6-1-10 028-663-6348

さいとうデンタルクリニック 峰4-23-22 028-662-7611 みき・さくら歯科 吉野1-4-20 028-680-6122

植田歯科医院 宮園町3-11 028-633-6435 生井歯科医院 吉野2-8-23 028-636-0202

松島歯科医院 宮園町8-2 028-633-3987 くにい歯科矯正歯科 わ 若草3-1-8 028-600-0921

印出井歯科医院 宮町1-6岡村ﾋﾞﾙ3F 028-624-5861 国井歯科医院 若草3-8-1 028-625-2709

ゆふ歯科 御幸ヶ原町55-11 028-689-5300 国井歯科医院 若草3-8-7 028-612-5500

おおつか歯科クリニック 御幸ヶ原町77-18 028-683-0500 鈴木努歯科医院 若草4-16-4 028-627-0238

菊池歯科医院 御幸ヶ原町137-34 028-664-0555 大柿歯科医院 若草5-5-38 028-625-0479

おかだ歯科医院 御幸ヶ原町224-4 028-663-1660 北澤歯科クリニック 若草5-10-13 028-625-1187

こまつ歯科医院 御幸町289-2 028-307-8657 藤島歯科 若松原2-9-6 028-654-2020

大野歯科医院 御幸本町4650-6 028-660-1313


