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板橋歯科医院 960-0111 福島市丸子字前川原57-16 024-553-2733 板橋　辰也

植木歯科医院 960-1241 福島市松川町字南諏訪原78-2 024-567-5502 植木　禎弘

小笠原歯科医院  960-0201 福島市飯坂町字鯖湖町19 024-542-0341 小笠原尚史

片平歯科医院 960-1108 福島市成川字後田10-4 024-545-7288 片平　　堅

医療法人陽雄会 すずたけ歯科医院 960-0201 福島市飯坂町字湯町4-1 024-542-1711 佐藤　久恭

宍戸歯科医院 960-8066 福島市矢剣町20-11 024-533-8118 宍戸　計一

宍戸歯科医院 960-8066 福島市矢剣町20-11 024-533-8118 曽布川貴弘

宍戸歯科クリニック 960-2156 福島市荒井字庚申下22-11 024-593-3933 宍戸　富美

きらり健康生活協同組合　上松川診療所 960-8251 福島市北沢又字番匠田5 024-558-1111 原　　純一

金谷川歯科医院 960-1244 福島市松川町関谷字大窪37 024-547-3773 三浦　勝彦

伊藤歯科医院 964-0807 二本松市金色久保196 0243-22-2277 伊藤　修一

大道寺歯科医院 969-1132 本宮市本宮下町50番5 0243-33-3307 大道寺智幸

とうのす歯科医院 969-1404 二本松市油井字八軒町231 0243-22-8422 鴇巣　幸彦

みうら歯科医院 964-0313 二本松市小浜字鳥居町118 0243-55-3008 三浦　弘明

医療法人 まゆみ歯科クリニック 969-1149 本宮市本宮字万世209-1 0243-33-3666 渡邊　　俊

渡辺歯科医院 964-0917 二本松市本町二丁目190 0243-22-0057 渡辺　英弥

医療法人真和会 猪去歯科医院 963-8052 郡山市八山田一丁目58 024-939-7022 猪去富次郎

医療法人大柳会 大柳歯科クリニック 963-8041 郡山市富田町字久ノ内112 024-951-9969 大柳　俊一

一般財団）太田綜合病院附属太田西ノ内病院 963-8558 郡山市西ノ内二丁目5-20 024-925-1188 長谷川良樹

きたばたけ歯科医院 963-8071 郡山市富久山町久保田字我妻23-3 024-925-2588 北畠　秀樹

すずらん歯科クリニック 963-8833 郡山市香久池二丁目7-24 024-953-8351 桑名　利枝

阪本歯科クリニック   963-0726 郡山市田村町下行合字御膳前2-1 024-956-4511 阪本　義之

いがらし内科外科クリニック 963-8026 郡山市並木二丁目12-7 024-954-5221 中江　次郎

にへい訪問歯科クリニック 963-8803 郡山市横塚1-9-26 024-944-9766 二瓶　　仁

医療法人 藤田歯科医院 963-0101 郡山市安積町日出山字大洲河原7 024-943-6680 藤田　富夫

フルタ歯科医院 963-8861 郡山市鶴見坦一丁目6-3 024-938-4181 古田　倫郎

水島歯科クリニック 963-8041 郡山市富田町字大徳南17-11 024-953-8418 水島　睦子

宗形歯科医院 963-0204 郡山市土瓜一丁目56 024-951-5575 宗形　博子

柳田歯科医院 963-1309 郡山市熱海町熱海一丁目331 024-984-4194 栁田　教夫

八幡歯科医院 963-8044 郡山市備前舘一丁目142 024-935-9351 八幡　公章

わたなべ歯科クリニック 963-0107 郡山市安積二丁目18 024-937-2345 渡邊　　哲

森宿歯科医院 962-0001 須賀川市森宿字御膳田38-16 0248-76-7767 佐藤　克典

佐藤歯科医院 962-0847 須賀川市諏訪町102 0248-76-8143 佐藤　裕行

大栄歯科クリニック 961-0951 白河市中町42白井ﾋﾞﾙ2階 0248-22-2833 安藤　昌廣

かたの歯科医院 961-0041 白河市結城72 0248-22-8833 鈴木　　覚

三森歯科医院 961-0942 白河市愛宕町51 0248-23-2401 三森　盛人

よしなり歯科医院 961-0954 白河市天神町25 0248-24-3020 吉成　裕一

医療法人社団七曜会 月田歯科医院 963-6315 石川郡玉川村大字中字道上6-2 0247-57-4400 月田　秀夫

医療法人社団七曜会 月田歯科医院 963-6315 石川郡玉川村大字中字道上6-2 0247-57-4400 月田　友哉
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小山歯科医院 963-7766 田村郡三春町字中町30-3 0247-62-3840 小山　伸一

医療法人積誠会 博多歯科医院 963-4312 田村市船引町船引字和尚坦13 0247-82-1211 博多　俊文

公益財団法人ときわ会　いわき泌尿器科 973-8403 いわき市内郷綴町沼尻62 0246-27-5522 小見　憲夫

斎田歯科医院 970-8026 いわき市平字梅香町2-18  0246-23-8222 齋田　良昭

斎田歯科医院 970-8026 いわき市平字梅香町2-18  0246-23-8222 齋田マサ子

佐藤歯科医院 970-8026 いわき市平字四町目21-16 0246-25-2508 佐藤　義彦

鈴木歯科医院 970-8021 いわき市平中神谷字宿畑11-2 0246-34-4618 鈴木　孝直

弘仁歯科医院 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町野木前17-6 0246-44-1440 鈴木　弘文

中里歯科医院 970-8026 いわき市平字鍛冶町31-2 0246-22-5138 中里　孝宏

はらぐち歯科クリニック 971-8171 いわき市泉ヶ丘二丁目10-3 0246-75-2275 原口　英明

平井歯科医院 970-8026 いわき市平字長橋町49 0246-25-4089 平井　潤一

板倉歯科医院 975-0001 南相馬市原町区大町一丁目42-1 0244-23-2462 板倉　良暢

板倉歯科医院 975-0001 南相馬市原町区大町一丁目42-1 0244-23-2462 板倉　慧典

かとう歯科医院 975-0014 南相馬市原町区西町一丁目3-1 0244-24-3838 加藤　悟郎

ヒロシ歯科クリニック 976-0042 相馬市中村字塚田50 0244-35-0567 佐藤　　宏

羽生歯科医院 975-0003 南相馬市原町区栄町二丁目83 0244-23-3214 羽生　賢次

羽生歯科医院 975-0003 南相馬市原町区栄町二丁目83 0244-23-3214 羽生　和弘

森岡歯科医院 975-0006 南相馬市原町区橋本町一丁目107 0244-24-0814 森岡　正人

西町歯科医院 979-2334 南相馬市鹿島区西町一丁目118-1 0244-46-5534 吉田　　豊

中央歯科医院 965-0878 会津若松市中町2-15 0242-27-3065 石田　高俊

医療法人おおしお 大塩歯科医院 965-0872 会津若松市東栄町6-18 0242-38-4567 大塩　健司

大村歯科医院 965-0035 会津若松市馬場町3-20 0242-22-0195 大村　公士

大村歯科医院 965-0035 会津若松市馬場町3-20 0242-22-0195 大村　博子

医療法人正生会 佐藤医院 969-5345 南会津郡下郷町大字塩生字下夕原1317 0241-67-2134 佐藤　正文

筒井歯科医院 965-0832 会津若松市天神町32-7 0242-26-8371 筒井　　章

昭和村国民健康保険診療所 968-0104 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836 0241-57-2255 福島　正義

医療法人明精会 会津西病院 969-6188 会津若松市北会津町東小松2335 0242-56-2233 松本　孝之

医療法人目黒歯科 目黒歯科医院 965-0041 会津若松市駅前町2-16 0242-23-1182 目黒　守幸

渡部圭一歯科 965-0005 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原182-5 0242-24-6890 渡部　圭一

医療法人渡部会 一箕歯科医院 965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合56-1 0242-22-1184 渡部　好造

医療法人渡部会 一箕歯科医院 965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合56-1 0242-22-1184 國分　直樹

医療法人渡部会 一箕歯科医院 965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合56-1 0242-22-1184 渡部　晃士

医療法人渡部会 一箕歯科医院 965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合56-1 0242-22-1184 木村　奈々

医療法人渡部会 一箕歯科医院 965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合56-1 0242-22-1184 田所　志織

さいとう歯科クリニック 969-4149 喜多方市山都町字谷地2296-3 0241-38-3910 齋藤　公英

斎藤歯科医院 969-2663 耶麻郡猪苗代町大字川桁字西幸野2147 0242-66-2341 齋藤　　龍
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