
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

岩田歯科医院 〒511-0244 東員町大字大木1948番地1 76-0418

大長歯科・矯正歯科 〒511-0255 東員町大字長深3383番地 76-2224

かわせデンタルクリニック 〒511-0245 東員町中上232-1 76-1839

サトウ歯科医院 〒511-0242 東員町大字六把野新田758番地2 76-1919

中島歯科 〒511-0233 東員町城山1丁目22番1 76-8082

みやざわ歯科医院 〒511-0241 東員町大字鳥取大華表276-1 87-6000

アゲキ歯科医院 〒511-0428 いなべ市北勢町阿下喜塚原717-3 72-5688

太田歯科医院 〒511-0207 いなべ市員弁町上笠田茶屋の下1678-5 74-3188

おかもと歯科 〒511-0264 いなべ市大安町石槫東1853-7 78-4141

門脇歯科 〒511-0284 いなべ市大安町梅戸668 77-0086

KIデンタルクリニック 〒511-0204 いなべ市員弁町石仏1906-4 84-5960

近藤歯科医院 〒511-0428 いなべ市北勢町阿下喜1058 72-2027

医療法人とまと歯科 〒511-0263 いなべ市大安町丹生川久下1712-2 78-4618

西岡歯科醫院 〒511-0428 いなべ市北勢町阿下喜256-9 72-2776

二之宮歯科医院 〒511-0432 いなべ市北勢町東村西大路280-5 72-8001

ハギノ歯科 〒511-0273 いなべ市大安町平塚上松崎1814-2 78-1777

森歯科クリニック 〒511-0513 いなべ市藤原町下野尻419 46-4103

六石歯科医院 〒511-0427 いなべ市北勢町麻生田3315の1 72-6601

アップル歯科 〒511-0834 桑名市大福472-2 24-3011

石垣歯科医院 〒511-0836 桑名市江場2丁目65-2 23-5600

いわはな歯科 〒511-0817 桑名市青葉町１丁目13 84-5566

ういち歯科 〒511-0811 桑名市東方1079-7 25-1818

うかい歯科 〒511-0932 桑名市東正和台1-7-10 31-8210

大山田丹羽歯科 〒511-0903 桑名市大山田1丁目11の3 31-3141

小川歯科医院 〒511-0851 桑名市西別所1200-313 23-2070

医療法人おぎた小児歯科 〒511-0811 桑名市大字東方字掛越570-1 23-3588

きじまデンタルクリニック 〒511-0069 桑名市新矢田2-7-1第2コアビル2Ｆ 23-6606

きたか歯科 〒511-0027 桑名市福島新町16番 23-3154

木村歯科医院 〒511-0019 桑名市清水町14-2 23-6913

きらり歯科 〒511-0867 桑名市陽だまりの丘7丁目1512 32-7899

桑名COCO歯科・矯正歯科 〒511-0947 桑名市大字大仲新田171-2 41-4618

桑名歯科 〒511-1142 桑名市長島町出口63番 42-1811

医療法人髙阪歯科医院 〒511-0911 桑名市大字額田1622番地6 31-7868

ごとう歯科クリニック 〒511-0078 桑名市桑栄町1-1サンファーレ南館1F 22-5103

こんどう歯科 〒511-0813 桑名市桜通18番地 23-1515

佐久間歯科医院 〒511-0062 桑名市常盤町71 23-2388

スマイル歯科 〒511-0863 桑名市新西方4-83 24-0764

セントラル歯科 〒511-0068 桑名市中央町2-34 24-0418

たか歯科クリニック 〒511-0005 桑名市大字太一丸687-1 87-5320

田中歯科医院 〒511-0821 桑名市大字矢田318番地 22-2043

辻歯科医院 〒511-0069 桑名市新矢田1丁目63の1 22-0311
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津田歯科医院 〒511-1126 桑名市長島町又木62-5 42-3711

TN　DENTAL　CLINIC 〒511-0836 桑名市大字江場1552-1 87-6908

Toki Dental Clinic 〒511-0079 桑名市有楽町25番地 23-2284

永田歯科 〒511-0102 桑名市多度町香取字高割391-1 48-4220

中野歯科医院 〒511-0073 桑名市北寺町30 21-8148

中山歯科医院 〒511-0836 桑名市江場松原1620 22-6161

なばな歯科医院 〒511-1132 桑名市長島町福豊833-4 45-8787

なつやま歯科クリニック 〒511-0819 桑名市北別所1584-4 27-3131

にい矯正歯科クリニック 〒511-0912 桑名市星見ヶ丘8丁目401-3 88-5570

丹羽歯科 〒511-0036 桑名市伊賀町47 23-7788

ハート歯科 〒511-1126 桑名市長島町又木66-1 41-4500

ハート矯正歯科クリニック 〒511-0061 桑名市寿町2丁目31-12　3Ｆ 87-7740

医療法人ヒルカワ歯科 〒511-0821 桑名市大字矢田765 22-8336

ファミリー歯科クリニック 〒511-0912 桑名市星川841-1 32-0001

ふじた歯科 〒511-1143 桑名市長島町西外面1580-1 42-3718

医療法人船橋歯科 〒511-0103 桑名市多度町戸津470-5 48-5433

星野歯科医院 〒511-0811 桑名市東方220番地 23-1182

星見いとう歯科 〒511-0912 桑名市星見ヶ丘6丁目105 33-3366

星見ヶ丘田中歯科医院 〒511-0912 桑名市星ヶ丘2丁目608 32-3313

松岡歯科 〒511-0923 桑名市桑部535-4 24-4929

水越歯科医院 〒511-0002 桑名市大橋通り1丁目346-1 23-2118

医療法人社団水谷歯科クリニック 〒511-0944 桑名市芳ヶ崎1258 31-2211

みずの歯科 〒511-0834 桑名市大福宮東305-1 27-5511

みやた歯科クリニック 〒511-0106 桑名市多度町多度854-2 48-3710

むつみ歯科クリニック 〒511-0065 桑名市大央町48-5第2大和ビル2F 21-9399

医療法人普照会もりえい病院歯科 〒511-0038 桑名市内堀28-1 23-0452

やまが歯科・こども歯科クリニック 〒511-0834 桑名市大福宮東337-1 24-8020

医療法人山崎歯科医院 〒511-0836 桑名市江場屋敷349-3 22-0358

山本矯正歯科 〒511-0061 桑名市寿町1-15ラ・ポルテ桑名駅前１階 23-5468

吉川歯科医院 〒511-0079 桑名市有楽町65番地 21-7771

三ツ矢橋歯科ファミリー矯正歯科 〒511-8358 桑名市三ツ矢橋16 88-5520

大塩歯科医院 〒498-0812 桑名郡木曽岬町大字中和泉97-1 0567-66-4181

服部歯科医院 〒498-0807 桑名郡木曽岬町西対海地26の1 0567-68-8148

木曽岬町


