
医療機関名 医師名 〒 住所 電話番号

あい歯科クリニック 石井　豊章 516-0046 伊勢市辻久留町字宮出河内520－3 0596-20-8148

あけの歯科　 野呂　香 519-0501 伊勢市小俣町明野1236－1 0596-25-8991

荒木田歯科 荒木田　耕二 515-0503 伊勢市樫原町1451 0596-37-2161

荒木田歯科 荒木田　哲二 515-0503 伊勢市樫原町1451 0596-37-2161

医療法人伊勢ファミリー歯科・矯正歯科 大元　秀一 516-0007 伊勢市小木町538ララパーク内1F 0596-36-2264

伊藤歯科 伊藤　幸司 516-0008 伊勢市船江1丁目5－60 0596-29-2020

いのうえ歯科医院 井上　理 515-0505 伊勢市西豊浜町2010－3 0596-37-5544

いらご歯科医院 五十子　元 516-0017 伊勢市神久1丁目4－30 0596-22-6001

医療法人　なかの歯科 中野　稔也 516-0014 伊勢市楠部町458-1 0596-23-6480

うえだ歯科クリニック 植田　仁 516-0005 伊勢市竹ヶ鼻町201 サンワード竹ヶ鼻101 0596-36-8400

右京歯科 右京　博巳 516-0007 伊勢市小木町558－1 0596-36-5677

宇治山田歯科医院 片山　昇 516-0037 伊勢市岩渕2丁目4－37 0596-21-5888

大石歯科医院 大石　篤信 516-0032 伊勢市倭町113 0596-25-7186

大山歯科医院 大山　英洋 519-0506 伊勢市小俣町湯田590 0596-22-8080

おかむら歯科医院 岡村　浩一 516-0015 伊勢市久世戸町72－22 0596-28-1948

おかむら歯科医院 岡村　浩太 516-0015 伊勢市久世戸町72－22 0596-28-1948

岡村歯科医院 岡村　芳輝 516-0062 伊勢市浦口2丁目6－20 0596-23-3567

岡安歯科医院 古川　富美子 516-0076 伊勢市八日市場町1－22 0596-28-2222

おくの歯科クリニック 奥野　高志 516-0018 伊勢市黒瀬町133番地 0596-65-7970

奥村歯科 奥村　好久 516-1108 伊勢市円座町1161 0596-39-1515

片山歯科医院 片山　一彦 516-0035 伊勢市勢田町１03－102 0596-23-1082

加藤歯科医院 加藤　信義 516-0066 伊勢市辻久留2丁目10－5 0596-23-5252

加藤歯科医院 加藤　直輝 516-0066 伊勢市辻久留2丁目10－5 0596-23-5252

かどや歯科 角谷　浩紀 519-0607 伊勢市二見町西20－1 0596-43-4554

きくち矯正歯科 菊池　一晃 516-0804 伊勢市御薗町長屋2061－2 0596-26-0888

北浜歯科クリニック 浜口　誠 515-0507 伊勢市村松町天神前4470 0596-37-4870

くまがい歯科医院 熊谷　渉 516-0045 伊勢市旭町398－7 0596-25-1111

小林歯科医院 小林　秀行 516-0037 伊勢市岩渕2丁目7-8 0596-28-4098

小林歯科医院 小林　裕典 516-0037 伊勢市岩渕2丁目7-8 0596-28-4098

金剛歯科医院 金剛　博 516-0026 伊勢市曽祢2丁目1－28 0596-28-1560

金剛歯科医院 金剛　寿美子 516-0026 伊勢市曽祢2丁目1－28 0596-28-1560

金剛歯科医院 金剛　秀典 516-0026 伊勢市宇治浦田3丁目15－31 0596-27-5588

荘司歯科医院 荘司　敏彦 516-0009 伊勢市河崎2丁目12-14 0596-28-9972

すぎ歯科クリニック 杉山　武 516-0079 伊勢市大世古四丁目506番4 0596-65-7740

杉原歯科 杉原　誠 516-0002 伊勢市馬瀬町352－2 0596-35-0805

田岡歯科医院 田岡　典朗 516-0037 伊勢市岩渕1丁目1ー29 0596-24-7847

田川歯科 田川　徹 519-0604 伊勢市二見町山田原148-4 0596-43-4822

田口歯科医院（中須） 田口　昇 516-0053 伊勢市中須町450 0596-22-4182

田所歯科 田所　泰 516-0078 伊勢市曽祢1丁目6－3 0596-28-2985

田所歯科 田所　晋 516-0078 伊勢市曽祢1丁目6－3 0596-28-2985

田端歯科医院 田端　治夫 516-0064 伊勢市二俣１丁目6－19 0596-28-3565

冨田歯科医院 冨田　薫 516-0014 伊勢市楠部町263-69 0596-22-8282

冨田歯科医院 冨田　陽二 516-0014 伊勢市楠部町263-69 0596-22-8282

豊浜歯科医院 田島　英太朗 515-0505 伊勢市西豊浜町1296-2 0596-37-4973

長井歯科医院 長井　一 515-0509 伊勢市東大淀町747-1 0596-37-2310

中川歯科 中川　直人 516-0017 伊勢市神久2丁目1－48 0596-23-0266

中西歯科医院 中西　以穂 516-0805 伊勢市御薗町高向808 0596-23-1900

中村歯科 中村　行邦 506-0073 伊勢市吹上2丁目1-19 0596-25-8801
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中村歯科 中村　修崇 506-0073 伊勢市吹上2丁目1-19 0596-25-8801

中村歯科クリニック 中村　祐治 516-0017 伊勢市神田久志本町1321－2 0596-27-5555

にしい歯科クリニック 西井　慶 519-0505 伊勢市小俣本町341-237 0596-72-8800

にしやま歯科 西山　均 516-0803 伊勢市御薗町王中島805 0596-28-2917

橋本歯科医院 橋本　肇 516-0074 伊勢市本町14－14 0596-28-3859

浜口歯科医院 濵口　陸太 516-0036 伊勢市岡本3丁目16－1 0596-25-1608

東山歯科医院 東山　秀敏 519-0505 伊勢市小俣町本町90 0596-24-9500

平田歯科クリニック 平田　貴士 519-0606 伊勢市二見町荘71－3 0596-44-0003

ふくい歯科クリニック 福井　敬文 516-0017 伊勢市神久3丁目1-35 0596-24-0121

藤田歯科 藤田　剛 516-0041 伊勢市常磐2丁目13－7 0596-24-9261

ふじなみ歯科 藤浪　繁人 516-0018 伊勢市黒瀬町1605 0596-27-0033

ふるかわ歯科 古川　智之 519-0505 伊勢市小俣町本町1254 0596-29-4180

まこと歯科 大西　誠 519-0502 伊勢市小俣町相合488-8 0596-23-0204

増田歯科医院 増田　正紀 519-0505 伊勢市小俣町本町45 0596-22-0044

松井歯科医院 松井　俊二 516-0076 伊勢市八日市場町9-13 0596-63-8809

松崎歯科医院 松崎　正信 516-0072 伊勢市宮後3丁目1-22 0596-22-2566

松葉歯科医院 松葉　尚起 516-0805 伊勢市御薗町高向669 0596-23-6489

松村歯科クリニック 松村　肇 516-0072 伊勢市宮後2丁目25－21 0596-26-3800

マナブ歯科医院 前村　学 516-0804 伊勢市御薗町長屋2110－4 0596-22-8288

三木歯科医院 三木　正秀 516-0067 伊勢市中島2丁目1－3 0596-23-9292

宮川駅前歯科 長野　治 519-0505 伊勢市小俣本町185-1 0596-21-0648

めいりん歯科クリニック 柳樂　英樹 516-0036 伊勢市岡本3丁目5-23 0596-20-8241

元町歯科クリニック 宮本　茂樹 519-0503 伊勢市小俣町元町341－1 0596-21-0770

森歯科医院 森　孝 516-0077 伊勢市宮町1丁目13－8 0596-28-4469

モリ歯科クリニック 森　厚 519-0506 伊勢市小俣町湯田1502－4 0596-22-8008

森歯科診療所 森　輝道 516-0802 伊勢市御薗町新開469-36 0596-36-0648

山際歯科医院 山際　恵 516-0009 伊勢市河崎1-4-16 0596-28-7454

山口歯科医院 山口　友宏 519-0503 伊勢市小俣町元町1791 0596-24-2321

山口歯科医院 山口　元嗣 519-0503 伊勢市宮後1丁目8-3 0596-28-2426

山崎歯科クリニック 山﨑　長巳 516-0014 伊勢市楠部町510-70 0596-28-4195

やまなかデンタルクリニック 山中　寛貴 519-0501 伊勢市小俣町明野1067 0596-37-6480

横山歯科 横山　正一 516-0077 伊勢市宮町1丁目3－19 0596-28-5938

横山歯科医院 横山　健次 516-0008 伊勢市船江4丁目6－30 0596-23-1080

乾歯科医院佐田 乾　温史 519-0414 度会郡玉城町佐田222 0596-58-3618

大西歯科医院 大西　正則 516-2118 度会郡度会町田口1247-4 0596-64-0039

楠崎歯科医院 楠崎　渥 516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦998-25 0599-66-0047

楠崎歯科医院 柳樂　たまき 516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦998-25 0599-66-0047

玉城 古川歯科 古川　貴弥 519-0433 度会郡玉城町勝田1617－1 0596-58-5121

なかにし歯科クリニック 中西　弘樹 519-0414 度会郡玉城町佐田1826－1 0596-58-1188

なかむらデンタルクリニック 中村　好樹 519-0407 度会郡玉城町玉川653-1 0596-58-1182

南勢歯科医院 山本　一道 516-0222 度会郡南伊勢町田曽浦4385-1 0599-69-0001

福井歯科医院 福井　源 516-2103 度会郡度会町棚橋７８１ 0596-62-1520

ふくだ歯科医院 福田　幸弘 519-0415 度会郡玉城町田丸38－1 0596-58-7500

木村歯科医院 木村　幸喜 519-2911 度会郡大紀町錦358-2 0598-73-3888


