
医療機関名 所　在　地 電　話 医療機関名 所　在　地 電　話

カワイ歯科医院 駒場1－23－9 3485-5358 中尾矯正歯科医院 下目黒1－6－3　朝日下目黒マンション1階 3490-0336

桐田歯科クリニック 駒場2－16－11 5478-1775 山村歯科 下目黒3－5－3 3792-8828

こばやし歯科クリニック 青葉台1－12－1－Ｃ 5459-2122 目黒不動前デンタルクリニック 下目黒3－9－12－1階 3491-1088

奥居歯科 青葉台1－30－11土屋ビル3階 5724-5724 スドウ歯科医院 下目黒4－11－16－2階 3792-8870

有馬歯科医院 青葉台2－21－13トーア
青葉台マンション1階 3792-1801 堀井歯科医院 下目黒5－22－4 3793-3174

東山歯科医院 東山1－24－26 3792－5700 こたに歯科クリニック 下目黒6－16－10 3712-6400

松尾歯科医院 東山1－1－2　東山ビル2階 3719-4018 下目黒歯科内科 中町1－6－13 3760-8877

石原歯科クリニック 東山1－4－4　目黒東山ビル2階 3719-1182 西郷歯科クリニック 中町1－26－11－1階 3713-3346

神部歯科医院 東山2－5－18 3712-3664 目黒デンタルクリニック 目黒区中町２－３２－７　ＭＴビル１Ｆ 5704-7711

宮山歯科医院 東山3－1－11　サンサーラ東山1階 3760-0817 小林こうせい歯科クリニック 五本木1－30－6　松下ビル1階 3794-7595

いしだデンタルクリニック 東山3－12－4　ナカミ東山ビル2F 6412-8407 岸歯科医院 五本木1－35－6 3713-0818

小泉歯科医院 東山3－15－2　ソナー第2ビル5階 3792-1052 安田歯科診療所 五本木2－8－2 3712-1344

かみやす矯正歯科 大橋2－23－1　西渋谷ハイウェイビル4階 5790-6205 川上歯科医院 五本木3－24－7 3711-1832

松村歯科池尻大橋クリニック 大橋2－24－3　中村ビル半地下1階 5486-3322 めぐみ歯科クリニック 五本木1－11－10　ハレトリアノン1階 3716-0999

小野田歯科クリニック 上目黒１－１８－８－1階 3794－1374 まるやま歯科クリニック 五本木2-54-14　グレース五本木1F 6451-0948

デントゾーン近藤歯科 上目黒1－20－7　山口ビル4階 3793-0300 第2福岡歯科医院 祐天寺1－27－10 3792-4618

加藤歯科 上目黒1－26－1－209 3714-1313 後藤歯科医院 祐天寺2－3－7 3712-9733

タカラ歯科診療所 上目黒2－18－13 3792-3578 風間歯科医院 祐天寺2－7－24 3715-0648

小山歯科 上目黒2－25－10　エルレーブ中目黒102 5724-3500 アクアデンタルクリニック 祐天寺2－14－1－3階 3713-4443

みき歯科医院 上目黒2－49－20 3716-3652 勝俣歯科医院 祐天寺2－14－8　ウエストフォトビル3階 3793-5515

岡根歯科医院 上目黒3－2－1　明治安田生命ビル2階 3793-1328 日高歯科医院 中央町2－6－4 3791-1602

プライム矯正歯科 上目黒3－6－18　西村ビル4階 5773-6781 米津歯科医院 目黒本町1－10－13　ﾒｿﾞﾝｸﾞﾘｰｽﾞ1階 3711-1767

嘉部歯科医院 上目黒5－4－10 3713-4700 岡崎歯科医院 目黒本町1－15－21　目黒工業会館2階 3712-8021

山田歯科医院 上目黒5－30－9 3713-3823 井上歯科医院 目黒本町2－3－20 3792-8148

中目黒コヤス歯科 上目黒3－1-14　モデリアブリュト中目黒1階 3794-0888 トミーデンタルクリニック 目黒本町2－18－5　マンション平井1階 6412-7027

happy teeth 中目黒歯科医院 中目黒1－1－41　あざみビル1階 3793-0148 飯島歯科医院 目黒本町3－5－2 3712-1341

よこや歯科 中目黒1－11－12　手塚ビル2階 3712-6480 安藤歯科 目黒本町3－8－10 3792-8818

タナベデンタルクリニック 中目黒3－1－5　ＹＫ中目黒ビル1階 5794-6671 おがわ歯科医院 目黒本町4－7－11 3712-5696

樫葉歯科医院 中目黒3－24－13 3711-5802 碑文谷コート歯科 目黒本町4－20－10 3760-2831

野澤歯科 中目黒5－28－21　SV祐天寺ビル2階 5725-0121 鐘ヶ江歯科医院 目黒本町5－16－12 3712-1007

大久保歯科医院 三田2－5－10 3714-3663 わかば歯科医院 目黒本町６－１２－１７　二葉ハウス１０１ 3712-8241

土肥歯科医院 目黒1－1－1 3713-1666 おちあい歯科クリニック 原　町1－6－3　三愛コーポ1階 3791-5511

義典デンタルオフィス 目黒1－4－6　弥生ビル4階 5496-4696 はしもとデンタルクリニック 原  町1－11－6    1階 3719-4182

青島デンタルオフィス 目黒1－24－18　福山ビル2階 5487-8244 片平歯科医院 原  町1－12－10   1階 5725-8020

飯田歯科医院 目黒3－9－3　ﾊﾟｰｸｽｸｳｪｱﾐﾔﾏﾋﾞﾙ2階 3793-3099 松井歯科医院 原  町1－21－6 3712-8125

友成歯科医院 目黒4－10－10 3760-3344 大山歯科医院 原  町2－22－2 3712-1828

すずき歯科クリニック 目黒4－23-16　フォルトゥーナ目黒 3710-0804 南風歯科医院 洗  足1－1－12 3710-1802
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知野歯科医院 洗  足1－6－5 3714-0900 石川歯科医院 自由が丘1－26－7   田中ビル2階 3717-6980

松島歯科医院 洗  足2－6－12－1階 3710-8241 山下診療所自由が丘 自由が丘1－30－3  東急ビル７階 3724-3811

洗足歯科クリニック 洗  足2－10－2 3792-8441 北村歯科クリニック 自由が丘2－2－12  リバティコート橋本2階 3725-2595

桑名歯科医院 洗  足2－23－14 3786-0648 イシモチデンタルオフィス 自由が丘2－4－3 5701-6480

みかわ矯正歯科クリニック 南2－1－25 6421-8998 阿部歯科医院 自由が丘2－10－14  青木ビル3階 3717-6267

村上歯科クリニック 碑文谷1－4－8 3792-1723 自由ヶ丘デンタルスタジオ 自由が丘2－12－21  ミソノビル2階 5729-4618

碑文谷さくら通り歯科 碑文谷1-14-13 3714-6480 いげた歯科医院 自由が丘2－15－21 3718-5715

ひもんや歯科 碑文谷2－21－6 キャッスル共進ビル2階 3715-4839 自由が丘いでぐち歯科クリニック 自由が丘3－8－1－2階 5701-8217

芳賀歯科クリニック 碑文谷4－15－6 5721-8148 半沢歯科医院 自由が丘3－11－24  Sｍａｌｌ Viｌｌe2階 5701-5027

湯浅歯科医院 碑文谷6－6－3 3712-6961 たかくら歯科・矯正歯科クリニック 中　根1－3－17   パピルス都立大2階 5726-0884

(医）スマイルベアキッズデンタル目黒 鷹番1-15-3 3716-7790 森歯科クリニック 中  根1－6－12   菅野ビル1階 3725-5885

煙山歯科 鷹番2－1－3 3716-0851 呂歯科診療所 中  根1－7－3   オフィス都立大学ビル3階 3724-1769

北歯科医院 鷹番2－10－13 3713-3640 メイプル歯科診療所 中  根2－1－11  セツビル2階 3724-1609

みき歯科医院 鷹  番2－15－7 3710-1108 麗華クリニック 中  根2－13－11  コンパウンド中根2階 3724-4487

徳永歯科医院 鷹  番2－15－13 3710-3171 アサダデンタルクリニック 中  根2－13－19   2階 3725-8848

佐藤歯科医院 鷹  番2－16－2 3712-5913 こんどう歯科 柿の木坂1－30－11  ﾌﾚﾝｽﾞ柿の木坂2階 3718-5518

アーク歯科・矯正歯科 鷹  番2－19－3    大伴ビル3階 3760-9191 益山歯科クリニック 柿の木坂1－30－16  松寿ハイツ2階 3725-5588

美浦歯科医院 鷹  番2－19－20   第二ベルウッドビル2階 3793-6300 池田歯科診療室 柿の木坂1－31－9  パーシモンヒルズ1階 5726-0418

吉田デンタルクリニック 鷹  番2－21－3 3711-9000 岡田歯科医院 柿の木坂1－32－17 5729-0648

本目歯科医院 鷹  番3－1－1 5768-0469 柿の木坂歯科クリニック 柿の木坂1－34－21 3718-4848

野口歯科医院 鷹  番3－3－16－201 3792-3339 徹（トオル）歯科クリニック 八  雲1－3－4  ポケットプラザ2階 3718-0668

大倉歯科医院 鷹  番3－5－1      池田ビル2階 3794-3338 大沢歯科医院 八  雲1－3－17 3718-1651

浜中デンタルクリニック 鷹  番3－8－5      豊島ビル2階 3792-3300 清田歯科医院 八  雲1－11－15 3717-8070

カトウ矯正歯科クリニック 鷹  番3－11－9 3792-3474 あわたけ歯科クリニック 八  雲3－7－11 3724-8280

島田歯科医院 鷹  番3－18－18 3716-1118 野村歯科医院 八  雲4－1－16 3723-3780

あさだ歯科医院 鷹  番3－23－5 3711-1236 ヒナタ歯科 東が丘1－17－4 3487-8590

佐瀬歯科医院 平  町1－23－15 5701-1221 国際デンタルクリニック駒沢 東が丘2－12－24 3418-0242

あさの歯科クリニック 平  町1－26－16     栗山ビル3階 5731-3755 雪下歯科医院 渋谷区神泉町11－7  セロンビル3階 6842-5083

三木歯科医院 大岡山1－6－1 3724-0558 馬場歯科医院 品川区小山6－3－1－102 3782-8222

酒井歯科医院 緑が丘1－7－21 3724-4618 小幡歯科医院 品川区上大崎2－15－19   MG目黒駅前ﾋﾞﾙ102 6303-6111

秋草歯科医院 自由が丘1－7－15   ベルテフォンタン4階 3717-7378 田中デンタルクリニック 品川区上大崎2－24－18　ストークマンション目黒203号 3493-8415

西岡歯科医院 自由が丘1－13－14  自由が丘ｽｶｲﾋﾞﾙ303号 3717-4514 ケイ　DENTAL　CLINIC 世田谷区等々力2‐22‐18 6432-3844

自由が丘石崎歯科医院 自由が丘1－16－10  フェリシア自由が丘1階 3718-7520

自由が丘銀座歯科 自由が丘1－24－3   自由ヶ丘玉川ビル 3723-8011

今井歯科医院 自由が丘1－24－8   フェリ・ド・フルール2階 3725-2502


