
Ｒ４年４月現在
地区 歯科医療機関名 所在地 電話番号

たおか歯科 上町２丁目２番２４号 872-2872
楠瀬歯科クリニック 上町２丁目５番２５号 825-1717
西岡歯科 上町３丁目１２番２２号 875-7757
みやもと歯科 上町４丁目５番２２号 822-7788
いのべ歯科医院 上町５丁目６番７号 871-5353
岡本歯科診療所 鷹匠町１丁目１番１号 872-7357
さんさんクリニック 鷹匠町１丁目１番８号 824-8241
かっとう歯科 本町１丁目７番１４号 875-6449
野村歯科医院 本町２丁目２番２７号３Ｆ 824-8880
本町モリモト歯科 本町３丁目３番３０号 873-0601
松浦歯科医院 本町５丁目１番２号　２Ｆ 822-6266
小松歯科 升形３番７号 824-1023
織田歯科医院 升形４番１４号 875-6218
藤崎歯科医院 帯屋町１丁目７番１８号 824-8211
じゅん歯科クリニック 帯屋町１丁目１３番１２号 855-7558
前田歯科医院 追手筋１丁目１番８号 872-6794
プランタン歯科 追手筋１丁目８番５号　プランタンビル１Ｆ 823-8040
畠中歯科クリニック 追手筋１丁目９番２２号　高知メディカルプラザ３Ｆ 824-8400
たかはし矯正歯科 追手筋２丁目５番１１号　キャッスルガーデンハイツ２Ｆ 823-8841
岡西歯科診療所 廿代町１５番２０号　ダイアパレス追手前第２-１０１号 825-2812
川﨑歯科 永国寺町１番１８号　上杉ビル１Ｆ 802-3288
はまだデンタルクリニック 九反田８番１７号 802-8214
山本歯科診療所 菜園場町７番１８号 882-1813
山﨑歯科診療所 城見町４番３３号 882-8098
窪歯科 堺町１番２１号　ＪＴＢ高知ビル４Ｆ 825-0035
桑名歯科診療所 堺町２番２０号　桑名ビル５Ｆ 872-2336
ひろせ矯正歯科 堺町２番２６号　高知中央ビジネススクエア５F 875-2212
小松歯科診療所 南はりまや町１丁目１７番８号 882-1550
くぼ歯科 南はりまや町２丁目３番３号 884-4188
友永歯科 南はりまや町２丁目８番９号 884-0770
さえんば嶋本歯科 桜井町１丁目９番３５号 884-0418
嶋本歯科医院 桜井町２丁目５番１３号 884-0118
嶋本歯科クリニック 桜井町２丁目６番３８号 884-0417
秋山歯科診療所 はりまや町１丁目３番１号　片桐書店ビル３Ｆ 823-8417
横山歯科診療所 はりまや町２丁目３番８号 884-6480
西山歯科 日の出町４番１０号 882-8282
岸本歯科 知寄町１丁目４番１７号　清涼ハイツ１Ｆ 882-1900
つつい歯科 知寄町２丁目２番４１号　知寄町マンション１Ｆ 882-4188
にしむら歯科 稲荷町４番８号 882-0002
のり歯科 若松町１７０５番２ 883-6578
さたけ歯科クリニック 杉井流５番７号 885-3100
まつざわ歯科クリニック 杉井流１４番２０号 856-7858
歯科地球３３番地 南金田１８番１０号 861-0633
中山歯科医院 札場１８番６号 882-0648
土本歯科 南御座３番１２号 882-4393
松下歯科医院 北川添２番２６号 884-6804
かしば歯科クリニック 北久保５番１７号 882-2818
はみがき歯科クリニック 北久保１８番１号 856-8516
金子歯科クリニック 中宝永町７番１８号 882-3848
松岡歯科医院 中宝永町１１番３号-２ 882-7623
いりあけ歯科クリニック 入明町１３番１９号　いりあけぱてぃお１０１ 823-4118
公文歯科 中水道７番１９号 873-0217
まえだ歯科 伊勢崎町１１番７号 822-1117
坂本歯科 愛宕町１丁目５番８号　２Ｆ 823-9006
岡林歯科医院 愛宕町２丁目１０番２３号 825-2442
あたご歯科 愛宕町２丁目２０番１０号 856-8214
長野歯科 愛宕町３丁目１２番３２号 872-7977
野並歯科医院 相生町１番２５号　レジデンスノナミ１Ｆ 883-9191
田内歯科 北本町１丁目４番１号 871-0710
Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＰＥＡＣＥ 北本町３丁目１０番４７号　２Ｆ 885-6558
さとみデンタルクリニック 北本町４丁目５番３３号　ラフィネ１Ｆ 802-8211
おかだ歯科クリニック 新本町２丁目１９番２号 875-5181
ほわいと歯科 塩田町１５番２１ 821-4618
高知駅つちもと歯科 栄田町１丁目２番２号 855-6480
ＡＡｆ橋本歯科医院 栄田町３丁目１２番１９号　ポルテス１Ｆ西 803-5800
みやべ歯科 大膳町１番３６号 875-3545
中村歯科診療所 山ノ端町２１８番地１０ 872-5261
依岡歯科クリニック 小津町８番３号 820-3208
西内歯科医院 新屋敷１丁目８番７号 873-4591
のむら歯科 城山町１０番地６ 833-2525
小松歯科診療所 旭町２丁目４７番地１０ 875-3657
大野歯科 旭町３丁目６７番地１ 873-8220
あさひ歯科 中須賀町３０番３号 855-4182
横田歯科クリニック 旭駅前町４２番地４ 856-5302
たけさき歯科 旭上町６番地３ 849-4182
岡本歯科医院 塚ノ原９８番地４ 840-5400
アールヴェール歯科 西塚ノ原７９番地６ 843-8181
高橋歯科 長尾山町８３番地 844-2851
なりかわ歯科医院 山手町１４番１ 821-7737
おおくぼ歯科 福井町８０４番地１ 823-0052
竹中歯科診療所 福井町１４２８番地３０ 825-3118
アポロニア歯科クリニック 福井扇町１１８２番１ 872-1182
野本歯科診療所 潮新町２丁目１番２５号　細川ビルⅡ２Ｆ 832-7182
ありた歯科 潮新町２丁目１２番３４号 833-0085
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ひさのデンタルクリニック 北新田町１９番１９号 833-8200
岩田歯科診療所 梅ノ辻９番１８号 832-5290
武井歯科医院 桟橋通１丁目２番１号 831-1088
須藤歯科医院 桟橋通１丁目１３番２号 832-4995
かたた歯科クリニック 桟橋通２丁目８番１８号 832-8188
森沢歯科医院 桟橋通２丁目１０番４号 831-6669
依岡歯科 桟橋通３丁目１番２２号 831-6480
藤岡歯科 百石町２丁目９番６号 833-8241
ひゃっこく歯科 百石町２丁目２４番１５号 803-8686
きよとお歯科 百石町２丁目２９番１２号 832-7880
よしかわ歯科医院 百石町３丁目１１番８号 831-7550
よしもと歯科 竹島町１３番地１　うしおえメディカルビルイーア３Ｆ 805-0418
六泉寺歯科 六泉寺町１５番地１３ 833-6406
高知医療センター 池２１２５番地１ 837-3000
すまいる歯科医院 仁井田６６１番地６ 847-1182
みさと歯科 仁井田１６２０番地１２ 847-6350
山田デンタルオフィス 仁井田２２３６番地１４ 847-8841
フカミ歯科診療所 十津３丁目６番２６-１号 847-3355
鬼谷歯科医院 葛島１丁目１０番７５号　ファミリープラザ２Ｆ 885-2600
前田歯科クリニック 葛島２丁目２番１５号 884-2410
高須歯科医院 高須新町２丁目１６番５号 884-4181
高橋歯科医院 高須新町３丁目１番５２号 884-1962
あさぎ歯科医院 高須２丁目３番５０-1号 861-0008
吉岡歯科診療所 高須２丁目１３番５７号 883-2039
志和デンタルオフィス 高須３丁目４番５０号 861-5151
高須岡林歯科 高須３丁目５番２０号 821-7740
森本歯科医院 高須東町７番１５号 860-2211
中島歯科医院 薊野西町２丁目１６番２８号 845-6789
うえた歯科医院 薊野西町３丁目３１番１９号 855-3451
ひろこの歯科クリニック 薊野東町５番４３号 803-1151
ごとう歯科 一宮中町１丁目１４番４０号　シルキーハイツ１Ｆ 846-1180
島﨑歯科医院 一宮中町３丁目１１番２７号 845-8867
ファミリーデンタルクリニック 前里３５７番地２ 871-7420
ほそかわ歯科医院 東秦泉寺７６番地１ 824-8848
秦泉寺歯科医院 中秦泉寺４５番地　２Ｆ 825-2888
えびす歯科・矯正歯科クリニック 西秦泉寺８３番地１ 871-4618
青木歯科 西秦泉寺４０７番地１３ 824-7771
安田歯科 愛宕山南町３番９号 825-0876
宮川歯科医院 中久万２２３番地１ 823-6482
國藤歯科診療所 中万々１番地８　小谷ビル２Ｆ 822-9210
まつおか歯科 中万々１８４番地９ 875-4180
スマイルプランみかづき歯科クリニック 中万々８１４番４ 854-8808
アーク歯科・矯正歯科クリニック 一ツ橋町１丁目１４５番地３ 823-1002
岡本歯科 朝倉甲８６番地４ 844-4441
スウィートハートデンタルクリニック 朝倉甲２００番地１ 840-0003
井上歯科医院 朝倉甲４８８番地９　藤原ビル２Ｆ 840-9137
にしもと歯科クリニック 朝倉丁３番地１ 828-8211
野田歯科医院 朝倉丁３７の１番地 843-4030
あけぼのちょう高橋歯科 曙町１丁目２８番地３５号 844-0409
上岡歯科医院 曙町２丁目４番２５号 840-4080
山﨑歯科診療所 朝倉本町１丁目９番１６号 843-6805
いしもと歯科クリニック 朝倉本町１丁目９番４０号 844-2415
福井歯科医院 朝倉本町１丁目１３番２１号 843-7133
木口歯科医院 若草町９番１５号 856-8819
うぐるす歯科医院 鵜来巣１１番３８号９ 843-4182
大西歯科 槇山町１３番５号 840-1089
あさくら歯科・矯正歯科 朝倉横町２３番７-６号 844-8666
たにもと歯科・矯正歯科 朝倉東町３０番１７号　アーバンビレッジⅢ１Ｆ 844-1181
前田歯科医院 朝倉西町２丁目１６番１２号　アーネスト針木２１７号 840-8331
橋村歯科診療所 鴨部８９１番地５　ＭＴビル２Ｆ 843-2727
山本歯科医院 鴨部１１４３番地４ 840-1182
さかもと歯科 神田６２５番地９　さかもと第２ビル１F 837-8241
神田歯科クリニック 神田８１８番地１ 831-2238
岩﨑歯科医院 神田８２２番地７ 833-0117
まこと歯科 神田１４０６番地 833-5773
田岡歯科矯正歯科クリニック 鴨部１丁目１０番３３号 843-6480
三木歯科クリニック 長浜６３１番地１ 841-4182
オザカ歯科診療所 長浜５１９９番地３ 841-5340
平岡歯科医院 長浜５７５５番地２ 837-2100
にしおか歯科クリニック 瀬戸西町２丁目１８８番地２ 841-2287
横浜ニュータウンくぼ歯科 横浜新町３丁目１１８番地 848-0118
おおかわ歯科クリニック 横浜新町３丁目３１６番地１ 855-4156
池田歯科医院 横浜東町１３番３９号 841-4180
崎岡歯科医院 瀬戸南町１丁目２番３号 841-1188
西内歯科クリニック 大津甲８４０番地１ 866-1122
田村歯科医院 大津乙１６１番地１７ 866-3323
大津歯科医院 大津乙９２０番地３ 866-4182
いちかわ歯科 介良甲１０９０番地１ 878-4182
介良かっとう歯科 介良乙２８７番地　シルクハウス２Ｆ 860-6483
こまつ歯科クリニック 介良乙１００４番地２０ 860-0411
別役歯科 春野町弘岡上９１番１ 894-2255
森本歯科 春野町弘岡下３９９３番地９ 828-6222
谷歯科医院 春野町芳原７９１番地１ 805-2277
広田歯科医院 春野町芳原３４０１番地 848-1234
山﨑歯科医院 春野町内ノ谷１３８７番地２ 841-1818
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