高校ラグビー部マウスガード装着義務化に伴うマウスガード製作協力医
(町名順) 令和4年4月現在

市郡名

医院名
おおつか歯科医院
歯科ホワイトピアノ
牧歯科医院
河上歯科医院
清水歯科クリニック
中嶋歯科医院
工藤歯科医院
うさぎだに歯科口腔クリニック

熊本市
西区

住所

大村歯科医院
としのり歯科
ごとう歯科医院
たなか歯科医院
ひまわり歯科
こじま歯科医院

大塚昭彦
歯科 ホワイトピアノ
牧 正仁
河上 正
清水幹広
中嶋隆志
工藤隆弘
甲斐悠太
前野正春
前野光洋
大村芳昭
田中俊憲
後藤俊一
田中弥興
伊藤道子
小島博文

熊本市北区麻生田2-1-1
熊本市北区麻生田2-4-20
熊本市北区植木町植木513
熊本市北区植木町植木526
熊本市北区植木町広住469-8
熊本市北区植木町舞尾632-5
熊本市北区植木町舞尾682
熊本市北区兎谷1-3-16-3
熊本市北区清水新地1-5-36
熊本市北区清水新地1-5-36
熊本市北区清水亀井町22-14
熊本市北区龍田1-3-4
熊本市北区龍田4-30-38
熊本市北区龍田8-20-61
熊本市北区武蔵ｹ丘1-14-10
熊本市北区武蔵ｹ丘5-13-15

歯ならびの歯医者さん

泉 朝望

熊本市北区山室5-6-7

竹下歯科医院
中根歯科医院
川﨑歯科医院
わかば矯正歯科クリニック
藤波歯科医院
宇治歯科医院
大川歯科医院
しょうはら歯科口腔機能クリニック
前田歯科･矯正歯科
三笘歯科医院
清村歯科医院
冨永歯科医院
岡本歯科医院
西野歯科医院
坂口歯科医院
さいとう歯科医院
柿原歯科医院
添島歯科医院
秋山歯科クリニック
吉井歯科医院
新屋敷 津田歯科医院
コスモ歯科クリニック
松永歯科医院
椿歯科クリニック
緒方歯科クリニック
浜坂歯科医院
ニシ歯科クリニック
青木歯科医院
原田歯科医院
岡田歯科医院
蔵田歯科医院
すこやか歯科クリニック
工藤歯科医院
森都心歯科クリニック
たんご歯科
上熊本歯科医院
ひろた歯科医院
斉藤歯科医院
大塚歯科医院
関歯科医院
まちだ歯科クリニック
稲葉歯科医院

竹下憲治
熊本市北区四方寄町1458-5
中根俊吾
熊本市中央区京町1-2-30
川嵜俊明
熊本市中央区安政町2-26
山本資晴
熊本市中央区安政町2-26 川崎歯科ビル2Ｆ
藤波 剛
熊本市中央区大江5-9-4
宇治寿隆
熊本市中央区大江6-25-26
大川智弘
熊本市中央区帯山1-17-14
匠原 健
熊本市中央区帯山3-7-33
前田英俊
熊本市中央区帯山9-4-6
三笘貴司
熊本市中央区京町本丁10-24
清村正弥
熊本市中央区九品寺6-1-10
冨永祐司
熊本市中央区神水1-2-7
岡本 寛
熊本市中央区神水2-16-5
西野隆一
熊本市中央区子飼本町6-26
坂口倫章
熊本市中央区国府1-1-1 ｵｰｼｬﾝｽﾞﾋﾞﾙ2F
齊藤忠継
熊本市中央区国府3-21-83
柿原 訓
熊本市中央区琴平2-2-4
添島義樹
熊本市中央区桜町1-28-205 桜町センタービル2F
秋山 清
熊本市中央区下通1-7-27 2F
吉井裕二
熊本市中央区城東町5-59
津田勝久
熊本市中央区新屋敷1-21-10
中西久和
熊本市中央区水前寺1-1-26
松永 久
熊本市中央区水前寺1-18-20
椿 誠
熊本市中央区水前寺3-15-20
緒方克哉
熊本市中央区水道町5-21-1Ｆ
高松 尚史
熊本市中央区水道町8-4
西 正浩
熊本市中央区坪井2-2-18
青木道育
熊本市中央区坪井3-8-37
原田教二
熊本市中央区渡鹿7-11-38
岡田知久
熊本市中央区本荘5-10-28
蔵田幸一
熊本市中央区本荘町720-1
すこやか歯科クリニック熊本市中央区本山1-6-19
工藤孝昭
熊本市中央区薬園町6-21
堀尾愼一郎
熊本市西区春日1-14-3 タワービル1F
反後雅博
熊本市西区春日7-19-17
中山雄太
熊本市西区上熊本3-7-1
廣田達也
熊本市西区河内町船津2111-4
青山雅子
熊本市西区田崎2-4-16
大塚志郎
熊本市西区田崎3-1-18
関 光輝
熊本市西区二本木3-3-29
町田宗一郎
熊本市西区野中2-13-13
稲葉逸郎
熊本市西区花園1-20-53

熊本市
新地デンタルクリニック
北区

熊本市
中央区

氏名

ＴＥＬ
096-215-8070
096-338-1802
096-272-0003
096-272-0143
096-273-5805
096-273-1182
096-272-2474
096-342-6339
096-344-5422
096-344-5422
096-344-1238
096-337-0844
096-338-2511
096-338-0011
096-337-7727
096-337-3640
096-245-7224
096-245-1491
096-353-3041
096-352-8008
096-324-3958
096-364-9025
096-363-0145
096-382-2224
096-381-3888
096-382-8822
096-324-7287
096-371-6555
096-385-6480
096-384-4182
096-343-5952
096-371-8888
096-211-5353
096-364-3812
096-354-5087
096-352-5454
096-353-6240
096-371-8010
096-383-8887
096-386-0648
096-381-6561
096-324-3315
096-354-2133
096-343-6571
096-343-3437
096-371-6400
096-363-4871
096-372-2183
096-353-6000
096-344-0615
096-356-8118
096-322-6300
096-353-0888
096-276-1080
096-352-5300
096-353-3614
096-353-0212
096-212-4800
096-324-1279

熊本市
東区

熊本市
南区

おにつか歯科医院
谷川歯科医院
江津歯科医院
尾ノ上歯科クリニック
合沢歯科医院
安田歯科医院
さくらのもり歯科医院
くらた歯科クリニック
添島歯科クリニック
牛島歯科医院
くきた歯科クリニック
山村歯科医院
小野歯科医院
なないろデンタルクリニック
寺本歯科医院
ひじい歯科医院
三隅歯科クリニック
長嶺南ファミリー歯科
ＴＭデンタルクリニック
森尾歯科医院
渡辺歯科クリニック
井手歯科医院
沢木歯科医院
にいむら歯科
東町グラン歯科
ホワイト歯科
渡辺歯科医院
河野歯科医院
下山歯科医院
ささはら歯科医院
河野歯科医院

鬼塚啓史
谷川貞男
南 裕之
清川恵治
合澤康生
安田伸行
成瀬公彦
藏田和史
添島正和
牛島 隆
久木田 大
山村定信
小野秀樹
秋吉愛花
寺本豊徳
肘井啓一郎
三隅賢祐
井形 龍
丸山 毅
森尾謙二郎
渡辺 洋
井手裕二
澤木孝明
新村健三
本田壮一郎
中西久人
渡辺猛士
河野生司
下山純生
篠原威雄
河野克明

熊本市西区横手3-11-20 馬原ビル1F
熊本市西区蓮台寺4-10-97
熊本市東区江津2-15-4
熊本市東区尾ﾉ上2-5-12
熊本市東区尾ﾉ上4-11-33
熊本市東区小峯2-6-48
熊本市東区小山2-13-45
熊本市東区小山7-4-46
熊本市東区京塚本町7-7
熊本市東区健軍4-14-10
熊本市東区湖東2-41-6
熊本市東区御領1-8-35
熊本市東区御領4-3-16
熊本市東区月出2-1-39 オークヒル本田１F
熊本市東区戸島西1-16-15
熊本市東区戸島西1-27-21
熊本市東区長嶺南4-11-143
熊本市東区長嶺南8-1-3
熊本市東区西原1-22-52 光多ビル1F
熊本市東区花立2-3-5
熊本市東区花立3-3-26
熊本市東区花立5-12-35
熊本市東区東野1-9-8
熊本市東区東本町1-110
熊本市東区東町2-1-2
熊本市東区若葉1-1-1
熊本市東区若葉1-36-18
熊本市南区城南町坂野265
熊本市南区出仲間8-1-13
熊本市南区奥古閑町594-2
熊本市南区川尻6-9-109

さいき歯科クリニック

齊木智章

熊本市南区合志1-3-19

まちのはいしゃさん
かわせ歯科クリニック
にしやま歯科クリニック
ひらのデンタルクリニック
赤城歯科医院
やまだ歯科・こども歯科クリニック
かどおか歯科医院
久保田歯科医院
ややまち歯科クリニック
中村歯科医院
森歯科医院

長 忍
川瀬博美
西山英二
平野裕士
赤城公徳
山田清彦
角岡秀昭
久保田晴一
河野孝則
中村 進
森 義和
松岡明子
森 一
八木義博
村田和子
田中栄一
浦田健二
真田 志
東田英典
田染直子
山﨑英宇
杉村 勇
吉永 修
兼子賢之
大久保和之
長濱宗一郎
右山裕則
大森秀則
緒方博之
河野敬明
河合隆一
古田洋介

熊本市南区島町4-4-26
熊本市南区城南町阿高260
熊本市南区城南町宮地530-3
熊本市南区富合町新417-5
熊本市南区並建町534
熊本市南区野口3-19-8
熊本市南区馬渡2-17-1
熊本市南区八幡11-8-1
熊本市南区良町2‐8‐5
宇土市旭町146
宇土市古保里町443
宇土市城之浦町108-11
宇土市城之浦町108-11
宇土市高柳町27-1
宇土市岩古曽町1196-3
宇土市定府町新屋敷24-1
宇土市門内町21-6
宇城市小川町小川69-1
宇城市小川町北新田479-7
宇城市小川町河江7-1
宇城市小川町南新田438-2
宇城市不知火町高良2259
宇城市松橋町浦川内824-8
宇城市松橋町きらら2-3-2
宇城市松橋町豊福1594-4
宇城市松橋町曲野131-1
宇城市松橋町曲野25
宇城市松橋町松橋855-1
宇城市松橋町松橋980
宇城市松橋町松橋574
宇城市松橋町南豊崎484-1
宇城市三角町中村1163-3

森一歯科・矯正歯科医院

宇土市

八木歯科医院
すぎもと歯科
田中歯科医院
浦田歯科医院
真田歯科医院
ひがしだ歯科医院
ハニー歯科
山﨑歯科医院
杉村歯科
吉永歯科医院
かねこ歯科クリニック
大久保歯科クリニック
宇城市
ながはま歯科
右山歯科クリニック
大森歯科医院
緒方歯科医院
河野歯科医院
河合歯科医院
みすみ歯科クリニック

096-326-4618
096-325-5651
096-363-3118
096-385-2425
096-365-3021
096-367-5455
096-388-0880
096-285-6480
096-381-4118
096-367-8000
096-360-8020
096-389-1717
096-389-8885
096-381-4618
096-365-1182
096-369-2244
096-374-6480
096-234-7648
096-387-1557
096-365-0644
096-367-4333
096-368-4566
096-367-1311
096-365-6510
096-285-5032
096-365-4066
096-365-0300
0964-28-6658
096-378-1339
096-223-2148
096-357-9256
096-358-8183
096-320-4311
0964-28-7021
0964-26-2277
096-357-4658
096-227-2337
096-288-1288
096-379-6474
096-357-2421
096-282-8887
0964-23-3721
0964-23-5155
0964-22-0441
0964-22-0441
0964-22-4182
0964-22-5432
0964-23-3788
0964-23-0711
0964-43-2431
0964-34-6111
0964-43-2020
0964-43-4333
0964-32-5010
0964-32-5801
0964-25-2518
0964-33-5226
0964-32-3458
0964-32-0313
0964-32-0438
0964-32-0127
0964-32-0123
0964-33-5353
0964-34-2001

立山歯科医院
桐野歯科医院
にしむら歯科医院
城井歯科医院
安田歯科医院
坂口歯科医院
さくら歯科医院
冨永歯科医院
福富歯科医院
冨永歯科医院
さかい歯科医院
ながひろ歯科クリニック
玉名市
坂口歯科・こども歯科
もり歯科医院
森本歯科医院
増田歯科医院
犬束歯科医院
こやなぎ歯科医院
山本歯科
増田歯科医院
いなもり歯科クリニック
くにさき歯科
たなか歯科クリニック
春野歯科医院
加藤歯科医院
たかさき歯科医院
前田歯科医院
なかむら歯科医院
玉名郡 六栄歯科診療所
三串歯科医院
大林歯科診療所
ふくち歯科医院
原歯科クリニック
田尻歯科医院
工藤歯科医院
ばば歯科クリニック
ひきた歯科クリニック
坂田歯科医院
福嶋歯科医院
薪歯科医院
田中歯科医院
山本歯科医院
蔵本歯科医院
荒尾市 白井デンタルクリニック
北野歯科医院
ふじもと歯科医院
ややま歯科クリニック
まえじま歯科医院
ふみ歯科医院
ふるやしき歯科
圭介歯科
たばた歯科医院
ふかうら歯科医院
河原歯科医院
木庭歯科小児歯科医院
内藤歯科医院
平井歯科医院
たけいち歯科医院
木下歯科医院
山鹿市
はら歯科医院
森歯科・小児歯科医院
のがみ歯科医院

立山徹也
桐野美孝
杉尾健一郎
西村真悟
城井かおり
安田光則
坂口浩史
規工川 浩
冨永英俊
福富義一
冨永浩義
境 俊之
永廣有伸
坂口 馨
森 隆文
森本博仁
増田憲敏
犬束美尚
小栁伸也
山本浩喜
増田憲元
稲森正人
國﨑貴裕
國﨑 拓
田中 康
春野惟一
加藤恭裕
髙﨑 稔
前田秀一
中村浩一
鳴尾英一
加藤輝子
大林裕明
福地正貴
原 祥子
田尻光子
工藤由朗
馬場一英
疋田貴之
坂田輝之
福嶋修治
薪 富士雄
田中 正
山本 宏
蔵本千恵子
白井徹郎
北野正民
藤本 博
弥山和誠
前嶋和幸
田中文丸
古屋敷 努
中村圭介
田畑祐亮
深浦武志
河原正明
木庭健雄
内藤啓一
平井淳也
武市功雄
木下友晴
原 信太郎
森 智昌
野上研二

宇城市三角町波多228
玉名市伊倉南方1003-1
玉名市伊倉南方1003-1
玉名市大浜町543-2
玉名市亀甲140-5
玉名郡玉東町稲佐150-1
玉名市岱明町大野下1086
玉名市岱明町西照寺200-1
玉名市高瀬288
玉名市高瀬537
玉名市築地136-4
玉名市築地芝浦487-3
玉名市天水町小天7275-1
玉名市中1906-12
玉名市中64-4
玉名市中1599
玉名市滑石552
玉名市繁根木75
玉名市松木27-11
玉名市山田2010-1
玉名市横島町横島3331
玉名市立願寺151-1
玉名市立願寺324-1
玉名市立願寺324-1
玉名市六田12-5
玉名郡玉東町木葉659-3
玉名郡長洲町清源寺3272-8
玉名郡長洲町長洲442-4
玉名郡長洲町長洲1379-1
玉名郡長洲町腹赤11-4
玉名郡長洲町宮野275-1
玉名郡和水町西吉地3425-1
玉名郡南関町上坂下18-2
玉名郡南関町上坂下3559-2
玉名郡南関町関下1550-2
玉名郡南関町関町1215-1
荒尾市荒尾2668-5
荒尾市荒尾南足尺4544-46
荒尾市荒尾上川後田4160-272
荒尾市荒尾2000
荒尾市大島町3-3-11
荒尾市大島町3-5-27
荒尾市川登1791
荒尾市宮内515
荒尾市大正町1-2-24
荒尾市西原町3-8-1
荒尾市野原47-3
荒尾市野原八ﾂ谷1277-1
荒尾市東屋形4-1-1
荒尾市増永2741-11
荒尾市増永939
荒尾市増永1864-5
荒尾市万田921-5
荒尾市水野300-1
荒尾市緑ｹ丘5-3-1
山鹿市鹿校通り2-2-4 ランバービル1F
山鹿市鹿本町来民2217-1
山鹿市鹿本町来民1200-1
山鹿市鹿本町来民698-5
山鹿市鹿本町高橋香細工1270-3
山鹿市菊鹿町下内田598-1
山鹿市新町404-6
山鹿市中央通708
山鹿市南島1143-4

0964-52-2133
0968-72-3404
0968-72-3404
0968-76-2816
0968-72-2669
0968-85-3344
0968-57-0411
0968-57-3181
0968-74-0118
0968-74-1001
0968-72-3850
0968-73-8283
0968-82-5177
0968-73-7157
0968-74-1203
0968-73-8604
0968-76-2421
0968-74-1148
0968-74-4133
0968-71-0333
0968-84-2033
0968-73-8241
0968-72-5677
0968-72-5677
0968-72-4125
0968-85-2013
0968-78-7181
0968-78-4181
0968-78-0100
0968-78-1040
0968-78-7044
0968-34-3066
0968-53-8148
0968-53-8005
0968-53-1177
0968-53-2145
0968-62-3788
0968-63-3600
0968-69-3888
0968-62-2000
0968-62-1472
0968-62-0100
0968-66-0473
0968-63-0202
0968-62-0772
0968-62-9277
0968-68-0190
0968-68-3755
0968-64-3155
0968-68-6489
0968-69-0234
0968-69-1181
0968-62-1822
0968-68-5333
0968-69-3718
0968-43-8148
0968-46-4422
0968-46-2366
0968-46-2353
0968-46-5526
0968-48-2180
0968-48-1118
0968-43-7812
0968-43-4848

菊池市

菊池郡

合志市

阿蘇市

神山歯科医院
原賀歯科医院
宮坂歯科診療所
中村歯科医院
たかはし歯科医院
橋本歯科医院
もとだ歯科医院
もみじ歯科医院
荒木歯科医院
工藤歯科医院
そのき歯科医院
高木歯科クリニック
林秀樹歯科医院
増永歯科医院
片山歯科医院
竹田津歯科医院
ハート歯科クリニック
野田歯科口腔クリニック
Y’ｓ歯科
わたなべ歯科
緒方歯科医院
北川歯科医院
まつおか歯科医院
南歯科医院
山口歯科医院
石川歯科医院
光の森歯科クリニック
伊藤歯科医院
たなか歯科医院
三隅歯科医院
ちぢいわ歯科クリニック
みなみかわ歯科クリニック
城歯科医院
原田歯科医院
宇治歯科医院
佐藤歯科クリニック
阿蘇温泉病院
そのだ歯科医院
武藤歯科医院
安光歯科医院

市原歯科クリニック
甲斐田歯科医院
とらたに歯科
片山歯科医院
赤尾歯科クリニック
阿蘇郡
桑田歯科医院

さくら歯科
あい歯科クリニック
田上歯科医院
ありむら歯科医院
やけいし歯科
おおた歯科クリニック
かんべ歯科クリニック
ひがし歯科医院
玉置歯科医院
上益城郡
さとう歯科クリニック
清村歯科医院
いわた歯科医院
共愛歯科医院
入江歯科医院
浜町歯科医院
下益城郡 渡辺歯科医院
みやもと歯科医院

神山久志
原賀滋久
宮坂圭太
中村 悟
高橋裕輔
橋本陽壽
許田淵仁
城 敦哉
荒木 靖
工藤謙太郎
園木 誠
髙木公康
林 秀樹
増永幸生
片山幸博
竹田津 秀
明受清一
野田一樹
吉浦浩史
渡邉祐康
緒方照千
北川隆之
松岡拓治
南 信之
山口治利
石川博文
藤田秀也
伊藤明彦
田中弥信
三隅晴具
千々岩俊之
南川剛寛
城 直秀
原田秀一郎
宇治信博
佐藤俊一郎
阿蘇温泉病院
園田隆弘
武藤健史
安光千年
安光千昭
市原誓志
甲斐田英俊
乕谷 真
片山公則
赤尾浩彦
桑田和明

田村尚子
隈井隆弘
田上大輔
有村嘉人
矢毛石陸男
太田宜彦
神戸 威
東 正也
玉置孝信
佐藤昭彦
清村龍朗
岩田浩志
森永博臣
入江英仁
岩本知之
渡辺賢治
宮本名留彦

山鹿市山鹿1719
山鹿市山鹿1番 温泉プラザ2F
山鹿市山鹿332
菊池市旭志小原305-3
菊池市泗水町吉富北原2279-5
菊池市泗水町福本180
菊池市泗水町吉富2517
菊池市西寺1657-1
菊池市隈府882
菊池市隈府565
菊池市隈府632-9
菊池市隈府1329-1
菊池市隈府840-5
菊池市隈府500-8
菊池郡大津町大津1485-1
菊池郡大津町大津1208-2
菊池郡大津町引水113-9
菊池郡大津町美咲野1-22-22
菊池郡大津町室210-5
菊池郡大津町室701-1
菊池郡菊陽町津久礼廣街道2381-3
菊池郡菊陽町津久礼2163-1
菊池郡菊陽町津久礼2350-16
菊池郡菊陽町津久礼162-11
菊池郡菊陽町津久礼173-18
菊池郡菊陽町原水958-1
菊池郡菊陽町光の森2-29-6
合志市幾久富1909-1193
合志市幾久富1909-618
合志市幾久富1909-184
合志市須屋みずき台3673
合志市須屋2533-5
合志市竹迫1871-1
合志市御代志1661-209
阿蘇市一の宮町宮地2405-4
阿蘇市一の宮町宮地212-1
阿蘇市内牧1153-1
阿蘇市内牧1076-13
阿蘇市内牧1049-11
阿蘇市黒川1563-1
阿蘇市黒川1563-1
阿蘇市三久保541-5
阿蘇郡小国町宮原128
阿蘇郡小国町宮原1774-1
阿蘇郡高森町高森上原1943-1
阿蘇郡西原村小森3598-1
阿蘇郡西原村小森3269-3

0968-43-6699
0968-44-7823
0968-43-2340
0968-37-2300
0968-38-5199
0968-38-6018
0968-38-6373
0968-23-6800
0968-25-1478
0968-25-4657
0968-24-7008
0968-25-1963
0968-25-4500
0968-25-2285
096-293-0864
096-294-0787
096-294-6777
096-292-0123
096-294-8118
096-293-2325
096-232-4315
096-232-4418
096-292-3080
096-232-7541
096-232-4456
096-232-5818
096-340-2611
096-248-5688
096-248-3620
096-248-1101
096-242-4681
096-242-1182
096-248-6464
096-242-3285
0967-22-0214
0967-22-5131
0967-32-0881
0967-32-1418
0967-32-0027
0967-34-0603
0967-34-0603
0967-32-3828
0967-46-5324
0967-48-5888
0967-62-1971
096-340-4040
096-279-3266
0967-63-4618
阿蘇郡南阿蘇村河陰3790-1
阿蘇郡南阿蘇村下野158-48
0967-35-6100
阿蘇郡南阿蘇村吉田1442-1
0967-62-9177
上益城郡嘉島町鯰1836-2
096-235-4618
上益城郡益城町福富704
096-286-7588
上益城郡御船町辺田見字中道201-1（ホームワイド御船店敷地内） 096-202-5860
上益城郡御船町御船937-2
096-282-0036
上益城郡嘉島町下六嘉1878-3
096-367-0112
上益城郡嘉島町鯰2715-1
096-237-2370
上益城郡甲佐町大町415-7
096-235-1118
上益城郡甲佐町横田224-1
096-234-3773
上益城郡益城町惣領1485-2
096-286-1417
上益城郡益城町安永722-4
096-286-2277
上益城郡御船町辺田見366-1
096-282-3188
上益城郡山都町浜町104
0967-72-0022
下益城郡美里町萱野26-1
0964-46-2627
八代市旭中央通19-5
0965-32-3034

鶴田歯科医院
渡辺歯科医院
みやい歯科医院
井手尾歯科医院
犬塚歯科医院
溝口歯科医院
岡田歯科医院
やまデンタルクリニック
水上歯科医院
みやざき歯科こども歯科
山口透歯科医院
たかた歯科医院
木屋歯科クリニック
かえで歯科
中山歯科医院
緑ケ丘歯科医院
上野歯科医院
こだま歯科クリニック
みのだ歯科医院
八代市
nina Dental Clinic
坂井歯科医院
川上歯科診療所
きはら歯科医院
野田歯科医院
多田歯科医院
松下歯科医院
古城歯科矯正歯科医院
谷川歯科医院
増田歯科医院
高野歯科クリニック
上田歯科医院
岩崎歯科医院
竹田歯科医院
井上歯科クリニック
前田歯科医院
守永歯科医院
北里歯科医院
中川歯科医院
横手歯科クリニック
中村歯科医院
八代郡
上田歯科医院
藤崎歯科医院
葦北郡
あいりす歯科医院
熊埜御堂歯科医院
瀬戸歯科医院
武末歯科診療所
第二武末歯科診療所
竹田歯科診療所
清水歯科クリニック
与田歯科医院

人吉市

今藤歯科医院

花田歯科医院
中原歯科医院
斉藤歯科クリニック
相良歯科医院
愛甲歯科クリニック
那須歯科医院
湯本歯科医院
御手洗歯科医院
秋山歯科クリニック
坂梨歯科医院
山村歯科医院
おおた歯科こども歯科クリニック
球磨郡 高野歯科医院

鶴田善久
渡辺大助
宮井 祐
井手尾寛志
熊埜御堂 誠
溝口貴志
岡田長久
中津留 豊
水上正太
宮﨑修一
山口 透
高田博樹
木屋節弘
中津由博
中山万弘
杉本雄二
上野亮一
小寺美穂
蓑田雄二
川村順子
坂井 満
川上喜久雄
木原良材
野田和夫
多田昌司
松下哲也
吉積宗宏
谷川元雄
増田 了
高野明夫
上田 忠
岩崎晃司
竹田博文
井上裕邦
前田章二
守永純一
北里雄二
中川純一
吉積博子
中村公靖
上田龍吾
藤崎航太
鬼塚友文
熊埜御堂 渉
瀬戸 弘
武末憲一
武末和貴
竹田豊子
清水雅英
與田桂三
今藤隆文
今藤ひとみ
花田雅弘
中原正弘
齋藤健三
相良吉正
愛甲 徹
那須智治
湯本光一郎
御手洗 肇
秋山 喬
塚本卓也
山村礼二
太田良生
高野秀司

八代市海士江町2591-6
八代市上野町1965-2
八代市植柳元町6406
八代市大手町2-5-11
八代市大村町547-2
八代市鏡町内田472-3
八代市鏡町鏡471
八代市鏡町鏡村1107-1
八代市鏡町鏡村548-1
八代市北ノ丸町1-12
八代市郡築三番町12-11
八代市高下西町2184-5
八代市古閑上町170-8
八代市古閑中町1206-2
八代市古閑中町998-1
八代市新開町3-1-46
八代市千丁町古閑出2441-8
八代市竹原町1611
八代市田中北町83
八代市田中東町16-10
八代市通町6-17
八代市萩原町2-2-21
八代市萩原町2-11-45
八代市毘舎丸町5-48
八代市日奈久竹之内町3244-3
八代市豊原中町字南原2360-1
八代市古城町3026-2
八代市本町1-1-48
八代市本町1-10-36
八代市本町1-7-36 ＴＢＬＤ64 1F
八代市本町2-3-31
八代市本町2-3-2
八代市松江城町4-40
八代市松江町440-2
八代市松江町243
八代市迎町2-15-25
八代市迎町2-6-5
八代市横手新町7-1
八代市横手町1668-1
八代郡氷川町鹿島1233
八代郡氷川町宮原398-1
葦北郡芦北町田浦646-1
葦北郡芦北町道川内6-9
人吉市上青井町140-36
人吉市上青井町185-8
人吉市上青井町147-2
人吉市瓦屋町1866-24
人吉市瓦屋町6
人吉市願成寺町1306
人吉市願成寺町杉園404-4
人吉市北泉田町234
人吉市北泉田町234
人吉市駒井田町245
人吉市下薩摩瀬町847-6
人吉市下城本町1383-1
人吉市下原田町荒毛1355-2
人吉市七日町94-5
人吉市灰久保町19-2
人吉市宝来町15-3
人吉市南町8-13
球磨郡あさぎり町免田東1982-41
球磨郡あさぎり町免田東1806-1
球磨郡あさぎり町免田東390-1
球磨郡多良木町多良木938-3
球磨郡錦町一武2111

0965-33-8148
0965-35-0011
0965-39-3033
0965-32-3663
0965-32-5002
0965-52-8880
0965-52-8484
0965-52-0421
0965-52-6666
0965-33-9812
0965-37-2010
0965-34-6054
0965-32-5398
0965-37-8863
0965-33-3388
0965-31-8800
0965-46-1000
0965-34-4618
0965-35-7700
0965-34-2113
0965-32-6280
0965-32-2237
0965-33-8920
0965-35-1358
0965-38-0793
0965-35-1881
0965-34-3344
0965-32-7500
0965-32-3264
0965-34-3336
0965-32-3205
0965-34-1848
0965-31-0550
0965-39-7335
0965-32-3227
0965-33-4180
0965-32-5517
0965-35-2557
0965-32-9395
0965-52-6401
0965-62-3131
0966-87-1515
0966-69-4182
0966-22-3958
0966-22-4078
0966-23-5269
0966-24-8579
0966-24-2206
0966-24-8182
0966-24-6482
0966-23-2330
0966-23-2330
0966-22-2470
0966-24-7828
0966-22-3110
0966-22-7722
0966-24-0061
0966-22-5048
0966-24-8899
0966-22-2210
0966-45-4550
0966-45-2111
0966-45-5952
0966-42-1122
0966-38-2540

にしき歯科医院
稲留裕士
球磨郡錦町西809
水上歯科医院
梁 瑞峰
球磨郡水上村岩野2666-1
むかえ歯科医院
向江富士夫
球磨郡湯前町上植木1237-4
やまさき歯科医院
山崎浩次郎
球磨郡湯前町中里2848-2
森口歯科医院
森口茂樹
天草市天草町高浜北975-1
浜崎歯科医院
濱﨑獻作
天草市有明町大浦1565
山本歯科医院
山本源治
天草市五和町二江4729
久々山歯科医院
久々山芳文
天草市今釜新町3513
うらた歯科医院
浦田琢二
天草市牛深町船津2502-2
深川歯科医院
深川恭至
天草市牛深町2669
蓑田歯科医院
蓑田哲哉
天草市太田町21-9
青木歯科医院
青木憲誠
天草市大浜町348-5
新田歯科医院
新田昭洋
天草市亀場町亀川146-10
布井歯科
布井隆行
天草市亀場町亀川1732-17
内﨑歯科医院
内﨑祐一
天草市河浦町河浦4822-1
天草市 生田歯科医院
生田図南
天草市河浦町白木河内220-1
藤本歯科医院
藤本 豊
天草市倉岳町棚底2435-1
国民健康保険天草市立御所浦診療所 国民健康保険天草市立御所浦診療所
天草市御所浦町御所浦2081-13
岡田歯科医院
岡田理介
天草市新和町小宮地534-3
槌本歯科医院
槌本亮二郎
天草市中央新町3-3
広瀬みのだ歯科
蓑田太司
天草市八幡町4-10
中嶋歯科医院
中嶋敬介
天草市東浜町13-16
ファミリー歯科
長野圭子
天草市東浜町10-1 本渡市役所前 三貴ビル2F
天草中央総合病院
天草中央総合病院
天草市東町101
小田歯科医院
小田哲也
天草市本渡町2570-24
伊東歯科医院
伊東 宏
天草市南新町13-2
みなみ歯科医院
松田教裕
天草市南新町3-19
簑下歯科医院
簔下隆盛
上天草市姫戸町姫浦904-3
上天草市 いさみ歯科医院
勇 励
上天草市大矢野町中779-1
竹中歯科医院
竹中誠也
上天草市姫戸町二間戸2279-1
青砥圭吾
天草郡苓北町志岐129
青砥歯科医院
青砥忠孝
天草郡苓北町志岐129
天草郡
あらき歯科医院
荒木浩一
天草郡苓北町志岐117

0966-38-3886
0966-44-0766
0966-43-3131
0966-43-2486
0969-42-0821
0969-54-0401
0969-33-0336
0969-24-1188
0969-72-2146
0969-72-2855
0969-24-1010
0969-24-5222
0969-23-4182
0969-22-3300
0969-76-1553
0969-77-0039
0969-64-3333
0969-67-2007
0969-46-3705
0969-23-5582
0969-24-2060
0969-24-3231
0969-22-2300
0969-22-0011
0969-23-7733
0969-23-1551
0969-22-5511
0969-58-2135
0964-56-1377
0969-58-3188
0969-35-0117
0969-35-0117
0969-35-2460

