
令和4年8月
地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 青葉MK歯科 仙台市青葉区 小田原五丁目3-42 022-261-9047
仙台 あおば歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 花京院一丁目1-30-202 022-262-3521
仙台 旭ヶ丘歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 旭ヶ丘三丁目34-6K&Kﾋﾞﾙ2F 022-275-2911
仙台 旭ヶ丘ｼﾞｭﾝ歯科 仙台市青葉区 旭ヶ丘三丁目2-3 022-301-1707
仙台 あだち歯科医院 仙台市青葉区 五橋一丁目1-45五橋ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ仙台中央ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾄ110号 022-712-8268
仙台 ｱ-ﾊﾞﾝ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉三丁目3-17長田ﾋﾞﾙ2F 022-211-8848
仙台 あやし小野歯科 仙台市青葉区 愛子中央二丁目9-19 022-392-0648
仙台 あらまき歯科医院 仙台市青葉区 荒巻中央15-27-108 022-278-3040
仙台 R歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 本町二丁目18-24 022-797-1181
仙台 いいづか歯科 仙台市青葉区 八幡三丁目1-50ﾚｷｼﾝﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ八幡2F 022-342-0314
仙台 いき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 一番町一丁目11-29ｲｷﾋﾞﾙ1F 022-213-6480
仙台 いずみ歯科医院 仙台市青葉区 東勝山三丁目8-15 022-717-6567
仙台 伊藤矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉一丁目7-25 022-213-8541
仙台 猪苗代歯科 仙台市青葉区 一番町三丁目3-1ｸﾗｯｸｽﾋﾞﾙ6F 022-223-8327
仙台 ｲﾉﾏﾀﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中央三丁目1-1鳳月ﾋﾞﾙ5F 022-343-8566
仙台 ｲﾉﾏﾀﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 五橋一丁目6-2KJﾋﾞﾙ2F 022-266-0022
仙台 今井ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ おとなとこどもの歯科 仙台市青葉区 八幡三丁目3-10 022-797-4652
仙台 牛渡歯科医院 仙台市青葉区 中央四丁目7-25ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ中央2F 022-227-7383
仙台 梅津歯科医院 仙台市青葉区 中山四丁目20-12 022-279-1717
仙台 ｴｲｺ ﾃﾞﾝﾀﾙ ｹｱ 仙台市青葉区 木町通一丁目6-28ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ晩翠通2F 022-797-5250
仙台 英士ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 旭ヶ丘一丁目42-45台原ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ101号室 022-301-6448
仙台 S.D.G 歯科ﾆｭ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ 仙台市青葉区 一番町一丁目3-1 022-227-8110
仙台 ｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾃﾞﾝﾀﾙNeo 仙台市青葉区 中央一丁目1-1ｴｽﾊﾟﾙ仙台東館4F 022-355-8439
仙台 枝松歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 北目町3-5一楽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ2F 022-267-0817
仙台 大手町かわた歯科 仙台市青葉区 大手町6-19 022-399-8295
仙台 大手町歯科医院 仙台市青葉区 大町二丁目3-11-3F 022-265-5000
仙台 岡歯科医院 仙台市青葉区 二日町13-22ｶﾙｺｽﾋﾞﾙ402 022-222-1246
仙台 岡部歯科医院 仙台市青葉区 中央三丁目4-20 022-262-5655
仙台 おちあい歯科医院 仙台市青葉区 落合一丁目17-17 022-392-8078
仙台 懸田歯科医院 仙台市青葉区 本町一丁目2-16 022-262-6121
仙台 鹿島ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市青葉区 通町二丁目17-9 022-233-8077
仙台 柏木歯科医院 仙台市青葉区 柏木一丁目5-19 022-275-8241
仙台 上杉歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉五丁目1-1上杉五番館2F 022-217-0015
仙台 かみすぎﾊｰﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉一丁目12-16 022-265-6480
仙台 かめおか歯科 仙台市青葉区 川内亀岡北裏丁6 022-268-1091
仙台 川平たくま歯科 仙台市青葉区 桜ヶ丘一丁目5-5 022-279-5571
仙台 かんざき歯科医院 仙台市青葉区 木町通一丁目1-18ﾘｼﾞｵｰﾊﾞﾙ3F 022-263-1386
仙台 神田矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 旭ヶ丘三丁目17-18-2F 022-276-6480
仙台 北仙台ﾀﾅｶ歯科･ﾀﾅｶこども歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 昭和町4-3北仙台ひまわりﾋﾞﾙ2F 022-779-5263
仙台 北仙台山口ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 昭和町5-50 022-725-8180
仙台 北八番丁ﾃﾞﾝﾀﾙ 仙台市青葉区 柏木一丁目6-18 022-341-9888
仙台 北山歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 北山一丁目1-18北山101ﾋﾞﾙ2F 022-272-8148
仙台 北四番丁神田歯科 仙台市青葉区 上杉一丁目17-20第6銅谷ﾋﾞﾙ3階 022-796-4331
仙台 木下ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉五丁目8-47はりまﾋﾞﾙ2F 202 022-265-2290
仙台 きまち歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 木町9-22小菅木町ﾋﾞﾙ1F 022-219-8858
仙台 国見ヶ丘歯科医院 仙台市青葉区 国見ヶ丘五丁目5-27 022-279-9001
仙台 国見歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 国見二丁目9-5 022-272-7777
仙台 くにみ野さいとう歯科医院 仙台市青葉区 国見四丁目2-1 022-276-2525
仙台 ｸﾘｴｲﾃｨﾝｸﾞｽﾏｲﾙｽﾞ五橋ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 五橋二丁目11-1ｼｮｰｹｰ本館ﾋﾞﾙ1F 022-346-7558
仙台 ｸﾘﾆｯｸF&T 仙台市青葉区 一番町二丁目1-7HF一番町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ101号 022-264-1221
仙台 K'sﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 国見一丁目19-6国見ﾊｲﾂ3-102 022-728-7667
仙台 郷家歯科医院 仙台市青葉区 愛子中央六丁目3-30-102 022-391-7822
仙台 勾当台公園歯科 仙台市青葉区 二日町2-6丸山ﾋﾞﾙ2F 022-263-5128
仙台 勾当台ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 本町二丁目16-15-2F 022-352-8881
仙台 郡山歯科医院 仙台市青葉区 台原一丁目10-25 022-234-4141
仙台 ごとう歯科 仙台市青葉区 五橋一丁目7-15ﾋﾟｰｽﾋﾞﾙ五橋1F 022-266-4181
仙台 駒形歯科医院 仙台市青葉区 荒巻中央1-10 022-275-3355
仙台 今野歯科医院 仙台市青葉区 中央一丁目7-18日吉第一ﾋﾞﾙ3F 022-263-3840
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地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 ｺﾝﾊﾞｲ歯科医院 仙台市青葉区 国分町三丁目8-3新産業ﾋﾞﾙ1F 022-268-9129
仙台 斎藤歯科医院 仙台市青葉区 旭ヶ丘三丁目18-6 022-233-5051
仙台 さくらい歯科医院 仙台市青葉区 霊屋下2-10-105 022-393-6480
仙台 桜ヶ丘歯科医院 仙台市青葉区 桜ヶ丘六丁目1-2 022-278-8344
仙台 佐々木歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 米ヶ袋一丁目2-6米ヶ袋ﾋﾞﾙ 022-264-2862
仙台 ｻｻﾓﾘﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 本町二丁目13-13 022-265-9181
仙台 ささゆき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中央一丁目6-27仙信ﾋﾞﾙ1F 022-266-6884
仙台 さなだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 本町一丁目12-2-2F 022-225-5928
仙台 歯科ｱｲﾗﾝﾄﾞ 仙台市青葉区 二丁目5-22GC青葉通りﾌﾟﾗｻﾞ 022-711-8020
仙台 歯科あんどう 仙台市青葉区 木町9-27 022-271-1188
仙台 歯科漆山医院 仙台市青葉区 木町通一丁目4-23 022-215-8264
仙台 歯科ｿﾚｲﾕ 仙台市青葉区 荒巻本沢二丁目11-11ｴｽﾃｰﾄ杜201号室 022-719-6620
仙台 歯科ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ上杉 仙台市青葉区 上杉二丁目3-40 022-264-2616
仙台 歯科ﾊｰﾌﾑｰﾝ 仙台市青葉区 本町三丁目2-3 022-264-4826
仙台 子平町歯科医院 仙台市青葉区 八幡二丁目16-15 022-234-4041
仙台 じゅん歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 南吉成二丁目9-2 022-277-4188
仙台 すがの歯科医院 仙台市青葉区 花京院二丁目2-72 022-222-5958
仙台 すがや歯科医院 仙台市青葉区 中央三丁目1-19ﾀｶﾗﾔBLDG3F 022-721-4155
仙台 ｽｷﾞﾒ歯科医院 仙台市青葉区 水の森三丁目41-15 022-279-7763
仙台 鈴木章歯科医院 仙台市青葉区 愛子東三丁目14-4 022-392-1375
仙台 仙台一番町やながわ歯科医院 仙台市青葉区 一番町一丁目16-21 022-267-0528
仙台 仙台歯科医院ﾄﾓ･ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 一番町一丁目4-1仙台ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ1F 022-738-9118
仙台 仙台ときわ歯科 仙台市青葉区 木町通一丁目3-15 022-223-1022
仙台 ｾﾝﾄﾗﾙ第一歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中央三丁目4-7ﾒｯﾄﾗｲﾌ仙台ﾋﾞﾙ1F 022-266-4550
仙台 曽矢矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中央三丁目2-16第2MKﾋﾞﾙ5F 022-268-1417
仙台 台原駅前歯科 仙台市青葉区 台原三丁目29-35 022-276-7757
仙台 たいら歯科医院 仙台市青葉区 中江二丁目1-2関ﾋﾞﾙ2F 022-722-8020
仙台 高の原歯科医院 仙台市青葉区 高野原四丁目10-3 022-394-6887
仙台 高橋歯科医院 仙台市青葉区 中央三丁目1-13 022-222-8539
仙台 たかはし歯科医院 仙台市青葉区 中央四丁目9-15 022-227-1296
仙台 高橋歯科小児ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中央三丁目1-13 022-267-6060
仙台 舘歯科医院 仙台市青葉区 川平二丁目19-3 022-346-8143
仙台 玉木歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 小松島四丁目14-51 022-341-8814
仙台 田村歯科医院 仙台市青葉区 錦町一丁目13-17 022-223-6588
仙台 千葉歯科医院 仙台市青葉区 昭和町2-19 022-272-9756
仙台 千葉歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 桜ヶ丘三丁目8-7 022-279-4983
仙台 千葉ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市青葉区 三条町16-10 022-727-6480
仙台 ちば歯科医院 仙台市青葉区 北根三丁目12-26-201 022-272-9169
仙台 中央歯科 仙台市青葉区 堤通雨宮町3-16ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ雨宮第2-201 022-276-2011
仙台 中條幸一ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市青葉区 昭和町5-36渡辺ﾋﾞﾙ 022-271-5322
仙台 つげ歯科医院 仙台市青葉区 中山三丁目14-21 022-279-7171
仙台 土川歯科医院 仙台市青葉区 木町通一丁目8-18田村ﾋﾞﾙ3F 022-225-4820
仙台 ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾗｯｸﾞ･ｽﾃｰｼﾞ二日町 仙台市青葉区 二日町7-6第5ﾀﾞｲｷﾝﾋﾞﾙ2F 022-721-0731
仙台 電力ﾋﾞﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 一番町三丁目7-1-2F 022-225-8353
仙台 東邦歯科診療所 仙台市青葉区 大町一丁目1-18 022-265-4141
仙台 飛田歯科医院 仙台市青葉区 北山三丁目1-15 022-273-0103
仙台 ﾅｵｷ歯科医院 仙台市青葉区 本町一丁目1-1ｱｼﾞｭ-ﾙ仙台5F 022-711-3871
仙台 中嶋歯科医院 仙台市青葉区 一番町一丁目11-21 022-225-0395
仙台 中山歯科 仙台市青葉区 中山六丁目6-45 022-279-1024
仙台 錦ヶ丘歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 錦ヶ丘一丁目3-1 022-392-0654
仙台 西仙台歯科医院 仙台市青葉区 落合一丁目18-5 022-392-6838
仙台 西原歯科医院 仙台市青葉区 中山二丁目1-18 022-303-6480
仙台 ねもと歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中山台一丁目11-4 022-303-4311
仙台 はた歯科こども歯科 仙台市青葉区 落合五丁目25-53 022-391-8688
仙台 はちまん歯科医院 仙台市青葉区 広瀬町4-8-215ﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜｰ仙台広瀬2F 022-723-1430
仙台 歯ぴか歯科 仙台市青葉区 本町二丁目15-17本町ｴﾀｰﾅﾙﾋﾞﾙ201号 022-223-3001
仙台 はやし歯科医院 仙台市青葉区 子平町15-39 022-219-5153
仙台 pmj木町通ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 木町通一丁目8-28三栄木町通ビル2F 022-302-6862
仙台 東田歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉一丁目11-7 022-261-8735
仙台 光歯科 仙台市青葉区 子平町15-25 022-234-0033



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 菱沼歯科 仙台市青葉区 木町通一丁目2-30 022-261-6215
仙台 ﾌﾞﾗﾝﾁ仙台歯科 仙台市青葉区 桜ヶ丘七丁目40-1 BRANCH仙台 2F 022-347-4618
仙台 萌芽の森ｸﾘﾆｯｸ･歯科 仙台市青葉区 八幡三丁目13-5 022-268-5441
仙台 細川ﾌｧﾐﾘｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 木町通二丁目3-22-2F 022-725-6477
仙台 まさみ歯科 仙台市青葉区 南吉成三丁目1-23 022-277-3688
仙台 松尾歯科医院 仙台市青葉区 高松二丁目11-74 022-234-5504
仙台 丸森歯科医院 仙台市青葉区 二日町9-23ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾀﾜｰ仙台晩翠通 ｾﾝﾄﾗﾙ2F 022-223-1221
仙台 三浦歯科医院 仙台市青葉区 広瀬町5-7 022-222-7868
仙台 南吉成歯科医院 仙台市青葉区 南吉成四丁目14 022-277-3277
仙台 みなみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 中山七丁目2-31 022-719-8288
仙台 宮内歯科医院 仙台市青葉区 落合一丁目17-45 022-392-5515
仙台 みやぎ台歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 みやぎ台三丁目25-6 022-394-5940
仙台 ﾐﾝﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 錦ｹ丘七丁目20-10 022-724-7245
仙台 杜の都中央歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 木町通一丁目6-32晩翠ｳｲﾝｸﾞﾋﾞﾙ201 022-211-1090
仙台 ﾔﾌﾞｷﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市青葉区 栗生六丁目11-5 022-796-6795
仙台 山下歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 東勝山二丁目23-14 022-275-8452
仙台 山田歯科医院 仙台市青葉区 折立三丁目3-12 022-226-2777
仙台 やまもと歯科 仙台市青葉区 台原一丁目2-5 022-725-3101
仙台 Your Dental Clinic仙台一番町 仙台市青葉区 一番町二丁目2-3-6F 022-266-1510
仙台 ゆうﾃﾞﾝﾀﾙ北仙台ｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 葉山町1-26萱場工業ﾋﾞﾙ1F 022-725-7561
仙台 百合ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 栗生四丁目13-15 022-391-7280
仙台 ﾖｼﾉﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 東照宮2-2-7 022-352-8008
仙台 よねかわ歯科医院 仙台市青葉区 愛子東二丁目3-14 022-392-5688
仙台 ﾗｰｼﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 大町一丁目3-7裕ﾋﾞﾙ2F 022-209-2392
仙台 ﾙﾐｴｰﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 上杉一丁目7-20上杉住研ﾋﾞﾙ3F 022-796-3948
仙台 渡辺ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市青葉区 米ヶ袋一丁目1-14片平ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ304 022-227-9161
仙台 ｱｯﾌﾟﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷北一丁目17-1 022-252-5610
仙台 AvenueDentalClinic 仙台市宮城野区 榴岡一丁目2-10ｴﾝﾄﾞｳﾋﾞﾙ6F 022-291-7707
仙台 あやこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 岩切字今市東295-2 022-255-1184
仙台 石井歯科矯正歯科医院 仙台市宮城野区 福室三丁目2-48 022-259-7377
仙台 色川歯科医院 仙台市宮城野区 福田町一丁目10-37 022-259-4145
仙台 岩谷歯科医院 仙台市宮城野区 高砂一丁目1-15高砂関弐番館307号 022-259-5688
仙台 岡田歯科医院 仙台市宮城野区 岡田字南在家91-3 022-258-3000
仙台 小野歯科医院 仙台市宮城野区 榴岡四丁目12-5第一さくらﾋﾞﾙ3F 022-299-8055
仙台 小野寺歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 福室六丁目12-39 022-786-1881
仙台 かさはら歯科医院 仙台市宮城野区 新田一丁目19-54 022-236-8241
仙台 ｶﾜﾑﾗ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 幸町二丁目22-27 022-297-1130
仙台 くりばら歯科医院 仙台市宮城野区 鉄砲町西1-13 ﾙ･ｸﾞﾗﾝﾉﾜｰﾙ1F 022-349-8176
仙台 ｸﾚｱ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 東仙台四丁目14-8 022-290-0045
仙台 郷家第一歯科医院 仙台市宮城野区 福室七丁目1-22 022-258-0072
仙台 ｺｸﾞﾚ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 宮城野一丁目7-1 022-299-2882
仙台 ｺｽﾓｽ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 東仙台一丁目7-28 022-388-2551
仙台 五輪歯科医院 仙台市宮城野区 五輪二丁目10-7ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞﾏﾝｼｮﾝ1F 022-297-3166
仙台 斎藤歯科医院 仙台市宮城野区 岩切字今市67 022-255-6611
仙台 さくらい歯科医院 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷東四丁目7-2 022-252-5550
仙台 さくら歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 東仙台二丁目18-56-2F 022-349-4582
仙台 佐々木歯科医院 仙台市宮城野区 鶴ｹ谷三丁目8-1 022-251-0713
仙台 佐々木ﾌｧﾐﾘｰ歯科 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷八丁目1-20 022-388-3880
仙台 歯科ﾅﾁｭｰﾙ 仙台市宮城野区 宮城野一丁目1-2-2F 022-355-8848
仙台 自由ヶ丘歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 自由ヶ丘8-28 022-251-7005
仙台 しらとり歯科医院 仙台市宮城野区 白鳥一丁目2-25 022-258-8210
仙台 新田東歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 新田東三丁目1-5 022-236-8101
仙台 ｽｶﾞﾜﾗ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 高砂一丁目307-3 022-254-8998
仙台 杉山歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 岩切字洞ﾉ口229-1 022-255-1881
仙台 仙台第一歯科医院 仙台市宮城野区 萩野町二丁目5-4-102 022-238-6070
仙台 仙台中央歯科医院 仙台市宮城野区 榴岡一丁目7-15ｻﾆｰﾋﾞﾙ202 022-293-1153
仙台 仙台ﾌｧｰｽﾄ歯科 仙台市宮城野区 二十人町306-17ｵﾘｴﾝﾄｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ1F 022-794-8810
仙台 高砂歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 福室二丁目6-24仙台医療館3F 022-259-7711
仙台 たかはし歯科 仙台市宮城野区 福室五丁目1-12 022-387-8241
仙台 田子歯科医院 仙台市宮城野区 田子三丁目3-7 022-259-8141



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 田村隆歯科医院 仙台市宮城野区 田子二丁目42-14伊藤ﾋﾞﾙ1F 022-388-8508
仙台 太郎丸歯科医院 仙台市宮城野区 名掛丁203-2ﾚｳﾞｧﾝﾃ2F 022-293-5780
仙台 千葉歯科医院 仙台市宮城野区 原町三丁目7-2 022-256-4798
仙台 つつじがおか歯科･矯正歯科 仙台市宮城野区 榴岡三丁目11-13 022-792-7521
仙台 鶴ヶ谷歯科医院 仙台市宮城野区 燕沢二丁目17-37 022-252-5141
仙台 ﾂﾙﾀ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 栄四丁目9-11 022-786-5775
仙台 T&T Dental Office 仙台市宮城野区 宮城野一丁目2-45 022-256-8018
仙台 ながや歯科医院 仙台市宮城野区 大梶7-10ｾﾗﾋﾞ幸町2階 022-257-1876
仙台 にがたけﾎﾜｲﾄ歯科 仙台市宮城野区 苦竹一丁目4-45 022-236-4444
仙台 ﾉｰﾌﾞﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ仙台 仙台市宮城野区 榴岡四丁目2-3 022-253-6141
仙台 はぎの歯科･矯正歯科 仙台市宮城野区 萩野町一丁目13-8 022-231-2859
仙台 長谷歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 枡江10-23 022-291-6480
仙台 原町歯科医院 仙台市宮城野区 原町二丁目3-58 022-295-7085
仙台 東仙台歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷二丁目1-18ﾋﾙﾌﾟﾗｻﾞ鶴ヶ谷 022-252-8855
仙台 東仙台ﾌｧﾐﾘｰ歯科 仙台市宮城野区 東仙台六丁目6-13 022-794-9951
仙台 ひまわりﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 原町二丁目2-13-1 022-353-7631
仙台 ぽぷら歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 燕沢東一丁目6-19 022-252-6477
仙台 まさこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 新田東一丁目10-1LM小鶴新田ｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸ101号 022-788-3386
仙台 村上歯科医院 仙台市宮城野区 栄二丁目23-8 022-258-7614
仙台 杜の歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市宮城野区 幸町五丁目10-1ｲｵﾝ仙台幸町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 022-293-8755
仙台 もりや歯科 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷二丁目8-7 022-252-5418
仙台 安田歯科医院 仙台市宮城野区 岩切分台三丁目3-8 022-797-5110
仙台 山内歯科医院 仙台市宮城野区 新田二丁目1-23 022-236-1676
仙台 山田歯科医院 仙台市宮城野区 原町一丁目2-36 022-291-8457
仙台 吉中歯科医院 仙台市宮城野区 田子一丁目24-53 022-786-7866
仙台 あｰる歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 荒井一丁目18-14 022-395-6370
仙台 あおぞら歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 石名坂55 022-227-2842
仙台 あかつき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 若林四丁目1-5 022-352-4178
仙台 あきﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 上飯田二丁目5-30 022-285-6444
仙台 あらいﾌｧﾐﾘｰ歯科 仙台市若林区 荒井東一丁目8-4ｱﾗｲﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ2 022-778-3799
仙台 荒町さとう歯科医院 仙台市若林区 荒町145 022-796-4678
仙台 安藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 南材木町49 022-225-1828
仙台 猪苗代歯科 仙台市若林区 河原町一丁目5-15-206 022-227-1132
仙台 入野田歯科医院 仙台市若林区 舟丁62-11 022-227-5367
仙台 うえき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 なないろの里三丁目1-13 022-781-8825
仙台 江刺歯科医院 仙台市若林区 遠見塚三丁目5-22 022-286-6551
仙台 江場歯科医院 仙台市若林区 連坊小路79 022-256-2932
仙台 大岸歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 土樋244 022-266-6270
仙台 沖野歯科 仙台市若林区 上飯田一丁目6-25 022-285-0466
仙台 小野寺歯科医院 仙台市若林区 荒井二丁目5-6 022-287-2787
仙台 卸町中央歯科 仙台市若林区 卸町四丁目3-1 022-232-8063
仙台 ｶﾈｶ歯科医院 仙台市若林区 大和町三丁目7-10 022-284-6804
仙台 かばの町歯科医院 仙台市若林区 蒲町東13-9 022-288-0648
仙台 こうやま歯科医院 仙台市若林区 志波町2-17 022-235-1087
仙台 さいとう歯科医院 仙台市若林区 南小泉三丁目12-15 022-286-5800
仙台 佐瀬歯科医院 仙台市若林区 荒町16 022-267-0141
仙台 佐藤歯科医院 仙台市若林区 伊在一丁目3-5 022-288-1646
仙台 佐藤まごころ歯科 仙台市若林区 荒井六丁目12-2ﾔﾏｶﾋﾞﾙ1階 022-781-6480
仙台 歯科ｸﾚｰﾙ 仙台市若林区 古城一丁目4-17ｱｽｸﾙﾋﾞﾙ2F 022-781-2390
仙台 すぎやま歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 中倉二丁目1-14 022-762-9556
仙台 仙台歯科医院 仙台市若林区 二軒茶屋2-3 022-257-7778
仙台 仙台十七歯科医院 仙台市若林区 なないろの里三丁目5-6 022-354-1719
仙台 たけしま歯科医院 仙台市若林区 荒井七丁目2-13 022-290-6690
仙台 田沼七郷歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 荒井五丁目19-5 022-288-4618
仙台 ちば歯科医院 仙台市若林区 河原町一丁目3-38 022-227-8838
仙台 坪田歯科医院 仙台市若林区 石垣町14-2 022-222-4826
仙台 寺島歯科医院 仙台市若林区 中倉二丁目1-24 022-231-2248
仙台 東部団地金野歯科医院 仙台市若林区 鶴代町6-3東部工場団地会館1階 022-231-4584
仙台 にった歯科口腔外科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 沖野三丁目2-52 022-285-7500
仙台 はるみ歯科 仙台市若林区 土樋287-5ｼｴﾅﾝﾄﾞ土樋2F 022-797-8863



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 ひまわり歯科医院 仙台市若林区 白萩町28-22-1F 022-231-8518
仙台 ひらた歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 河原町一丁目1-5ﾘﾗｲｱﾝｽ河原町3F 022-395-8211
仙台 堀歯科医院 仙台市若林区 若林三丁目4-59 022-285-0771
仙台 ﾏｺﾄﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市若林区 沖野三丁目18-10 022-282-6480
仙台 村上歯科医院 仙台市若林区 遠見塚三丁目15-20 022-286-6335
仙台 むろおか歯科医院 仙台市若林区 荒井四丁目14-14 022-390-6270
仙台 やおいた歯科 仙台市若林区 荒町123-3F 022-796-3041
仙台 薬師堂歯科 仙台市若林区 木ﾉ下四丁目2-16 022-781-7133
仙台 薬師堂すがわら歯科 仙台市若林区 木ﾉ下三丁目16-21薬師堂ATTRA2階 022-781-8566
仙台 やしま歯科医院 仙台市若林区 大和町二丁目8-1 022-239-0801
仙台 八代歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 三百人町22 022-285-0777
仙台 やまと歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市若林区 大和町五丁目15-11ﾃﾞｨｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ大和町ﾏﾝｼｮﾝ1F 022-231-3625
仙台 よしゆき歯科医院 仙台市若林区 遠見塚東1-15 022-781-1565
仙台 六郷いわまつ歯科 仙台市若林区 六郷15-18 022-289-4273
仙台 六丁目歯科医院 仙台市若林区 六丁の目中町7-77SENDAI忠恕館1F 022-288-5927
仙台 あいざわ歯科ｸﾘﾆｯｸ富沢西 仙台市太白区 富沢西一丁目6-1 022-796-3718
仙台 ｱｲﾎﾞﾘ-歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 大野田五丁目5-10 022-797-0868
仙台 AKASAKADentalOffice 赤坂歯科 仙台市太白区 山田字田中前184ﾖｰｸﾀｳﾝ山田鈎取店内 022-243-8255
仙台 あすと長町歯科 仙台市太白区 あすと長町2-2-10ﾖｰｸﾀｳﾝあすと長町2F 022-746-8241
仙台 あべ長歯科医院 仙台市太白区 長町五丁目2-40 022-304-3033
仙台 ｱﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 東中田六丁目10-7 022-395-7877
仙台 いのうえ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 山田本町11-13 022-743-7333
仙台 えまた歯科医院 仙台市太白区 茂庭台一丁目11-23 022-281-3322
仙台 ｴﾝｾﾞﾙ歯科 仙台市太白区 長町一丁目5-1ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ長町1階 022-249-1775
仙台 大山歯科医院 仙台市太白区 柳生四丁目16-1 022-242-3235
仙台 おかざき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 長町南四丁目5-3ﾌﾟﾗｻﾞT B棟 022-249-1418
仙台 加納ﾌｧﾐﾘ-歯科 仙台市太白区 富沢南二丁目12-3 022-307-5888
仙台 鹿野ｸﾚﾒﾝﾄ歯科 仙台市太白区 鹿野二丁目4-25ﾈｵﾊｲﾂ鹿野102 022-226-8118
仙台 鹿野ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 鹿野三丁目20-14 022-247-1015
仙台 川俣歯科医院 仙台市太白区 砂押町22-23 022-246-8484
仙台 菅野歯科医院 仙台市太白区 東中田五丁目5-35 022-242-6480
仙台 岸川ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市太白区 富沢西三丁目1-1 022-393-4182
仙台 郡山歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 郡山三丁目18-3 022-249-6480
仙台 こころ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 大野田四丁目1-7 022-397-8841
仙台 斎藤歯科医院 仙台市太白区 鹿野二丁目12-10 022-246-2502
仙台 佐藤歯科医院 仙台市太白区 西多賀四丁目10-26 022-245-3365
仙台 佐藤仁彦歯科医院 仙台市太白区 西中田六丁目17-21 022-741-4183
仙台 歯科ｱﾘｱ太子堂駅前 仙台市太白区 あすと長町三丁目10-20 022-248-8020
仙台 柴崎歯科医院 仙台市太白区 恵和町1-3 022-229-8239
仙台 しほﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 富沢三丁目3-50 022-307-1077
仙台 松陵歯科医院 仙台市太白区 上野山二丁目17-3 022-243-0246
仙台 しらさき歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 中田町字東57-1 022-797-0061
仙台 四郎丸･ｻﾄｳ歯科 仙台市太白区 四郎丸字渡道13-1 022-242-6471
仙台 ｽｶﾞﾜﾗﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 仙台市太白区 八木山松波町2-43 022-228-1562
仙台 鈴木歯科医院 仙台市太白区 緑ヶ丘二丁目2-10 022-247-8195
仙台 すずめ歯科 仙台市太白区 八木山本町一丁目13-6動物公園前医療ﾓｰﾙ3階東 022-305-3033
仙台 須和部歯科医院 仙台市太白区 八木山本町一丁目5-1ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ八木山109-2号 022-229-0066
仙台 武山歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 四郎丸字大宮38-4 022-241-0418
仙台 玉沢歯科医院 仙台市太白区 長町南三丁目3-38 022-248-9889
仙台 つのだ歯科医院 仙台市太白区 茂庭台四丁目23-5 022-281-4182
仙台 富澤歯科医院 仙台市太白区 西中田五丁目11-5 022-242-5725
仙台 富沢西EBﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 富沢西四丁目6-8 022-393-6136
仙台 ながまち･えがお歯科矯正歯科 仙台市太白区 長町八丁目21-1 022-246-1182
仙台 長町歯科診療室ﾌﾞﾗﾝ 仙台市太白区 長町七丁目20-3ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町3階 022-308-8241
仙台 長町病院附属歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 長町一丁目6-9 022-308-2383
仙台 長町南歯科医院 仙台市太白区 長町南三丁目1-1ｵﾊﾞﾀﾋﾞﾙ2F 022-249-6939
仙台 なっちゃんﾃﾞﾝﾀﾙ 仙台市太白区 長町七丁目9-12 022-397-7254
仙台 なのはな歯科 仙台市太白区 富沢四丁目6-1-205 022-308-1182
仙台 新沼歯科医院 仙台市太白区 長町六丁目12-20 022-246-0465
仙台 にこっと仙台矯正歯科 仙台市太白区 富沢西一丁目18-15 022-797-3373



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 西多賀歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 西多賀一丁目22-13 022-243-6871
仙台 日本平歯科医院 仙台市太白区 日本平20-20 022-743-9029
仙台 沼田歯科医院 仙台市太白区 八本松一丁目13-13 022-249-6681
仙台 のりﾌｧﾐﾘｰ歯科 仙台市太白区 柳生四丁目4-12 022-398-7244
仙台 橋本歯科医院 仙台市太白区 長町三丁目7-11 022-246-2777
仙台 畠山歯科医院 仙台市太白区 西多賀二丁目6-41 022-245-5512
仙台 ﾌﾞﾘｱﾝｽ歯科 仙台市太白区 長町南四丁目19-11 022-748-1788
仙台 みどり歯科医院 仙台市太白区 東中田四丁目16-2 022-306-8241
仙台 宮田歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 袋原字台25-6 022-306-6788
仙台 向山ﾌｧﾐﾘ-歯科 仙台市太白区 向山三丁目10-1 022-214-4618
仙台 むつみ歯科医院 仙台市太白区 中田六丁目6-15-6 022-306-4441
仙台 茂庭台歯科 仙台市太白区 茂庭台三丁目29-16 022-281-3741
仙台 やぎた歯科医院 仙台市太白区 鈎取本町一丁目21-1 022-243-6480
仙台 八木山歯科 仙台市太白区 八木山本町一丁目35-1 022-229-4429
仙台 八木山南おおだいら歯科 仙台市太白区 八木山南三丁目3-1 022-226-8661
仙台 やまもり歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市太白区 西中田四丁目12-34 022-393-5669
仙台 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ長町歯科診療室 仙台市太白区 長町七丁目20-5 022-399-7790
仙台 わたなべ歯科医院 仙台市太白区 袋原六丁目11-51 022-241-8880
仙台 あいすﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央南6 022-725-6480
仙台 ｱｲﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 南中山一丁目27-357 022-277-8277
仙台 青葉こどもと親の歯科医院 仙台市泉区 八乙女中央三丁目2-20 022-773-7322
仙台 青柳歯科医院 仙台市泉区 八乙女二丁目12-4 022-374-3434
仙台  明石台歯科医院 仙台市泉区 明石南5-1 022-373-0850
仙台 あべ歯科 仙台市泉区 南光台南三丁目29-9 022-252-1341
仙台 ｲｵﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 将監一丁目5-11 022-372-2012
仙台 いけだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 市名坂字鹿島1-1 022-772-8882
仙台 泉MK歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 野村字菅間前52-5 022-373-0020
仙台 泉歯科医院 仙台市泉区 寺岡一丁目10-1 022-378-8955
仙台 泉将監歯科医院 仙台市泉区 将監殿三丁目1-1 022-218-6821
仙台 泉ｽﾃｰｼｮﾝ歯科 仙台市泉区 泉中央一丁目7-1ｽｳｨﾝｸﾞﾋﾞﾙ4階 022-343-1152
仙台 泉中央さいとう歯科 仙台市泉区 泉中央四丁目2-2ｱﾙｺｰﾄ泉中央101号 022-373-7788
仙台 泉中央さかた歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央一丁目38-11野村ｽﾃｲﾂ泉中央一丁目-1 022-773-6424
仙台 泉中央ひろ歯科 仙台市泉区 泉中央三丁目37-1フォンテーヌST 2F 022-344-6489
仙台 泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ寺岡ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 寺岡一丁目2-14 022-777-6480
仙台 いずみ中山歯科 仙台市泉区 南中山二丁目12-7 022-376-2931
仙台 市名坂歯科医院 仙台市泉区 市名坂字原田3-14 022-375-0011
仙台 いわぶち歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 寺岡五丁目11-23 022-378-6430
仙台 ｴｰﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 八乙女中央二丁目4-23 022-346-7727
仙台 M'sﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 高玉町3-6Sole高玉105 022-773-6483
仙台 大久保歯科 仙台市泉区 高森六丁目8-4 022-777-5350
仙台 おおたにﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央一丁目23-3ｱｰﾊﾞﾝｵﾌｨｽﾋﾞﾙ3F 022-371-8241
仙台 大屋歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 野村字筒岫屋敷7-1 022-772-1182
仙台 おのだ歯科医院 仙台市泉区 北中山三丁目2-6 022-379-8241
仙台 桂歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 桂三丁目35-1 022-343-8658
仙台 菊田歯科医院 仙台市泉区 加茂四丁目4-1 022-378-6010
仙台 きくち歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 南光台南三丁目4-3 022-251-6211
仙台 北中山歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 北中山二丁目33-10 022-376-5066
仙台 ｸﾆﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 松森字新田182 022-776-9229
仙台 黒松駅前歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 旭丘堤二丁目21-1ﾘｰﾍﾞﾝｽ黒松A201 022-275-6480
仙台 向陽台歯科医院 仙台市泉区 向陽台四丁目2-4 022-374-1150
仙台 こえだ歯科医院 仙台市泉区 松陵三丁目27-4 022-371-4555
仙台 こわだ歯科医院 仙台市泉区 泉ヶ丘一丁目21-22 022-772-5580
仙台 笹原歯科医院 仙台市泉区 長命ヶ丘三丁目26-40 022-378-8068
仙台 歯科こまきｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 上谷刈向原21-3 022-772-2355
仙台 しぶい歯科医院 仙台市泉区 黒松二丁目17-16 022-728-6061
仙台 菅原歯科医院 仙台市泉区 鶴が丘一丁目56-26 022-375-8211
仙台 住吉台歯科医院 仙台市泉区 住吉台東一丁目2-4 022-376-2552
仙台 仙台徳洲会病院歯科口腔外科 仙台市泉区 高玉町9-8 022-771-5111
仙台 仙台病院 仙台市泉区 紫山二丁目1-1 022-378-9111
仙台 園部歯科医院 仙台市泉区 長命ヶ丘四丁目15-19 022-378-6107



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 ｿﾗﾅﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 向陽台四丁目24-21 022-374-7702
仙台 髙橋歯科 仙台市泉区 将監十丁目6-1 022-773-6686
仙台 髙橋ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央四丁目26-11 022-342-0588
仙台 たがみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 八乙女中央一丁目4-20ﾌﾟﾚｼﾞｭｰﾙ八乙女1F 022-218-6789
仙台 高森歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 高森八丁目1-1 022-378-9575
仙台 たけうち歯科 仙台市泉区 上谷刈一丁目7-28 022-776-4618
仙台 ただ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 北高森3-1 022-377-2350
仙台 たなか歯科医院 仙台市泉区 南中山一丁目39-1NAKAYAMAあさのﾋﾞﾙ3F 022-303-0207
仙台 長命あべ歯科 仙台市泉区 長命ヶ丘二丁目3-17 022-378-4575
仙台 長命ヶ丘ｸﾞﾘｰﾝ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 長命ヶ丘三丁目2-7 022-378-1580
仙台 ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸこばやし 仙台市泉区 松森字陣ヶ原11-26 022-341-6811
仙台 東北第一歯科 将監院 仙台市泉区 将監四丁目24-5 022-725-8835
仙台 東北第一歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 市名坂中道100-9ﾖｰｸﾀｳﾝ市名坂内 022-218-2588
仙台 とがし歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央三丁目29-7ｳｲﾝｸﾞ21 2F 022-343-5414
仙台 ﾄｷ ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 将監十三丁目7-5 022-771-1288
仙台 ながさわ歯科医院 仙台市泉区 高森二丁目1-7 022-377-9156
仙台 那須歯科医院 仙台市泉区 南光台五丁目13-12 022-234-8148
仙台 南光台ささき歯科医院 仙台市泉区 南光台七丁目34-30 022-252-7457
仙台 南光台歯科医院 仙台市泉区 南光台二丁目15-24 022-275-5131
仙台 にこにこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 南中山一丁目35-40ｲｵﾝ仙台中山店2階 022-303-4618
仙台 根白石歯科医院 仙台市泉区 根白石字町東38 022-379-4708
仙台 典 ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 泉中央一丁目34-4ﾄﾞｰﾐｰ1F 022-772-8417
仙台 ﾊｰﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 旭丘堤二丁目12-18 022-727-8777
仙台 はぎ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 将監九丁目12-10 022-773-9022
仙台 畑岡歯科医院 仙台市泉区 南光台二丁目17-15 022-234-1188
仙台 ひとしﾌｧﾐﾘｰ歯科 仙台市泉区 南光台七丁目1-49 022-252-4618
仙台 ふたば歯科医院 仙台市泉区 寺岡三丁目4-29 022-777-0345
仙台 ふるた歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 南光台二丁目8-23 022-233-6623
仙台 本間記念 東北整形外科･東北歯科 仙台市泉区 上谷刈四丁目9-22 022-771-8668
仙台 まつざき歯科医院 仙台市泉区 八乙女四丁目12-5 022-374-6222
仙台 まりぶ歯科･小児歯科･矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 松森字後田3-1ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ仙台八乙女店内 022-375-8143
仙台 みうら歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 市名坂字御釜田142-5ｻﾝﾛ-ﾄﾞﾋﾞﾙ2F 022-374-9771
仙台 みずほ台歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 みずほ台22-11 022-772-6010
仙台 紫山歯科医院 仙台市泉区 紫山二丁目32-9 022-378-9483
仙台 めぐろ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 桂三丁目1-5 022-373-6480
仙台 杜の都のはいしゃさん 仙台市泉区 紫山四丁目20-10 022-342-6467
仙台 八乙女歯科 仙台市泉区 八乙女中央一丁目6-15八乙女ｽｸｴｱﾋﾞﾙ3F 022-375-4581
仙台 八乙女ｽﾏｲﾙ歯科 仙台市泉区 八乙女四丁目1-16 022-773-8497
仙台 山﨑歯科医院 仙台市泉区 上谷刈三丁目8-41 022-371-8220
仙台 やまだけいこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 仙台市泉区 加茂四丁目13-7 022-342-5488
仙台 わかな歯科 仙台市泉区 鶴が丘3丁目1-88 022-342-1551
仙台 ｱｲﾋﾞｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ明石台 富谷市 明石台七丁目1-22 022-343-0108
仙台 うちがさき歯科医院 富谷市 富谷新町70 022-358-0222
仙台 内田歯科 富谷市 太子堂一丁目9-21 022-358-2523
仙台 えんどう歯科医院 富谷市 日吉台二丁目39-5 022-358-9112
仙台 おおえ歯科ｸﾘﾆｯｸ 富谷市 明石台六丁目1-20 022-776-8133
仙台 橘高第三歯科 富谷市 あけの平二丁目4-4 022-358-5949
仙台 小松こども歯科 富谷市 明石台二丁目22-1 022-220-1660
仙台 さいとう歯科ｸﾘﾆｯｸ 富谷市 成田四丁目19-3ｱｽｰﾙｺｰﾄ102･103号室 022-341-8640
仙台 榊原ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 富谷市 成田七丁目26-119 022-725-6525
仙台 しゅうﾌｧﾐﾘｰ歯科 富谷市 日吉台一丁目21-11 022-341-8448
仙台 富谷ｶﾞｰﾃﾞﾝ歯科 富谷市 大清水二丁目13-3 022-343-6874
仙台 富谷中央病院 富谷市 上桜木二丁目1-6 022-779-1476
仙台 中谷ｸﾘﾆｯｸ 富谷市 成田二丁目1-3 022-351-8020
仙台 ひかる会あかね歯科 富谷市 日吉台二丁目24-3 022-358-1211
仙台 りりぶ歯科ｸﾘﾆｯｸ 富谷市 大清水一丁目33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷2階 022-348-8143
仙台 橘高第二歯科 黒川郡大和町 吉岡上町89 022-345-3555
仙台 にのみや歯科医院 黒川郡大和町 吉岡南二丁目15-10 022-344-2601
仙台 まほろば歯科ｸﾘﾆｯｸ 黒川郡大和町 吉岡南三丁目46-5 022-739-8762
仙台 みやび歯科医院 黒川郡大和町 吉岡字上柴崎93-1 022-345-3918



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙台 杜の丘ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 黒川郡大和町 杜の丘一丁目16 022-341-8214
仙台 杜のまち かわかみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 黒川郡大和町 杜の丘一丁目14-1 022-355-5464
仙台 吉岡天皇寺歯科ｸﾘﾆｯｸ 黒川郡大和町 吉岡天皇寺183-9 022-344-4341
仙台 吉岡ﾎﾜｲﾄ歯科 黒川郡大和町 吉岡まほろば一丁目6-2 022-342-0837
仙台 若生歯科医院 黒川郡大和町 吉岡字館下63-4 022-345-1011
仙台 郷家歯科ｸﾘﾆｯｸ 黒川郡大郷町 粕川字東長崎42 022-359-2045
仙台 大衡村診療所 黒川郡大衡村 大衡字河原55-11 022-345-8148
塩釜 ありま歯科医院 多賀城市 高橋四丁目2-1 022-389-1182
塩釜 浮島歯科ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市 浮島一丁目12-10 022-368-2201
塩釜 梅津歯科ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市 鶴ヶ谷二丁目29-17 022-362-4344
塩釜 おおのﾌｧﾐﾘｰ歯科 多賀城市 大代一丁目1-38 022-363-4182
塩釜 おかだ歯科医院 多賀城市 東田中二丁目30-1 022-368-5904
塩釜 こう歯科ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市 下馬二丁目8-5 022-362-5213
塩釜 歯科･ｱｲｻﾞﾜﾃﾞﾝﾀﾙ 多賀城市 下馬五丁目5-30 022-361-8180
塩釜 杉山歯科医院 多賀城市 大代五丁目2-1 022-364-6478
塩釜 誠寿歯科医院 多賀城市 高橋二丁目19-20 022-368-5588
塩釜 せいの歯科医院 多賀城市 東田中二丁目40-32-102号 022-365-0099
塩釜 たがじょうｸﾞﾘｰﾝ歯科 多賀城市 下馬五丁目8-6 022-385-6663
塩釜 成沢歯科医院 多賀城市 新田字後12-12 022-389-1015
塩釜 萩原歯科医院 多賀城市 町前三丁目1-17 022-366-6400
塩釜 藤原歯科 多賀城市 伝上山二丁目31-45 022-366-4481
塩釜 ﾎﾜｲﾄ歯科ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市 伝上山四丁目8-20 022-367-6151
塩釜 森の風歯科ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市 高崎三丁目11-22 022-309-1855
塩釜 あおうだ矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 塩竈市 本町2-9DO PLAZA COMﾋﾞﾙ2F 022-367-9501
塩釜 大平ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 塩竈市 宮町3-19 022-366-7425
塩釜 川村歯科医院 塩竈市 港町二丁目5-12 022-362-1516
塩釜 ｻｻｷ歯科ｸﾘﾆｯｸ 塩竈市 錦町7-6 022-365-7721
塩釜 杉の入歯科医院 塩竈市 杉の入三丁目2-1 022-362-0182
塩釜 玉川歯科医院 塩竈市 玉川二丁目6-9 022-366-5155
塩釜 千葉歯科医院 塩竈市 東玉川町2-31 022-362-5253
塩釜 永沼歯科ｸﾘﾆｯｸ 塩竈市 梅の宮14-10 022-361-1251
塩釜 みや歯科ｸﾘﾆｯｸ 塩竈市 海岸通10-1三晴ﾋﾞﾙ2F 022-361-5810
塩釜 目黒歯科医院 塩竈市 宮町1-9 022-362-0633
塩釜 うじいえ歯科医院 宮城郡七ヶ浜町 湊浜字入生田90-4 022-357-1727
塩釜 ABEﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 宮城郡松島町 高城字町151-4 022-353-9980
塩釜 西村歯科医院 宮城郡松島町 磯崎字磯崎105-3 022-353-4092
塩釜 ﾌｧﾐﾘｱ歯科 宮城郡松島町 高城字町147-6 022-355-6860
塩釜 松島海岸診療所 歯科 宮城郡松島町 松島字普賢堂2-11 022-353-2717
塩釜 あべ歯科医院･丘の上の歯科医院 宮城郡利府町 加瀬字野中沢125-1 022-356-1033
塩釜 おひさまにこにこ歯科医院 宮城郡利府町 利府字新舘2-7 022-356-0871
塩釜 歯科ﾉｰﾌﾞﾙﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 宮城郡利府町 神谷沢字南沢1-1 022-255-2028
塩釜 すがや台歯科医院 宮城郡利府町 菅谷台三丁目7-1 022-767-6480
塩釜 鈴木歯科医院 宮城郡利府町 加瀬字十三塚107-1 022-356-5420
塩釜 刀根歯科医院 宮城郡利府町 青葉台三丁目1-85 022-356-7555
塩釜 利府こども歯科･大人歯科 宮城郡利府町 新中道三丁目1-1 022-767-5650
塩釜 利府なのはなﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 宮城郡利府町 青山二丁目2-2ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ敷地内 0223-53-9410
塩釜 わかば歯科ｸﾘﾆｯｸ 宮城郡利府町 加瀬字石切場1-1ﾖｰｸﾀｳﾝ利府野中内 022-767-5679
岩沼 あいおい歯科ｲｵﾝﾓｰﾙ名取医院 名取市 杜せきのした五丁目3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ名取1F 022-797-9119
岩沼 いけだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 杜せきのした一丁目2-22 022-383-6480
岩沼 いちろう歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 飯野坂七丁目3-9ｼｬﾙﾑK1F 022-382-8601
岩沼 おおぬき歯科 名取市 増田七丁目14-8 022-383-9310
岩沼 おおみや歯科 名取市 大手町三丁目575-3 022-382-2537
岩沼 おぎはら歯科医院 名取市 堀内字南178-6 0223-22-0712
岩沼 黒田歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 手倉田字八幡532-1 022-383-3888
岩沼 櫻場ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 名取市 手倉田字八幡608 022-383-8816
岩沼 ささき歯科 名取市 名取が丘二丁目3-4 022-383-8849
岩沼 歯科ｸﾘﾆｯｸ守 名取市 増田三丁目8-67 022-382-8677
岩沼 島田歯科医院 名取市 植松四丁目18-13ｸﾚｼ-ﾄﾞMK1F 022-383-0763
岩沼 清水歯科医院 名取市 増田二丁目6-24 022-384-6338
岩沼 荘司歯科医院 名取市 大手町二丁目7-10 022-384-0101



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
岩沼 鈴木歯科医院 名取市 増田三丁目10-23 022-383-5711
岩沼 たけのこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 上余田千刈田285-1ﾖｰｸﾀｳﾝ4号ﾊﾞｲﾊﾟｽ内 022-784-4182
岩沼 Dﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 名取市 増田六丁目2-3 022-383-4182
岩沼 那智が丘歯科医院 名取市 那智が丘四丁目19-2 022-386-5989
岩沼 なとり駅前歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 増田二丁目3-36 022-382-3343
岩沼 福澤歯科医院 名取市 ゆりが丘二丁目11-7 022-386-3611
岩沼 みどり台ﾌｧﾐﾘｰ歯科 名取市 みどり台二丁目3-6 022-399-8148
岩沼 めでしま歯科医院 名取市 愛の杜一丁目3-11 022-384-1840
岩沼 ﾗｲﾌﾀｳﾝ歯科ｸﾘﾆｯｸ 名取市 相互台一丁目11-4 022-386-1825
岩沼 遠藤歯科医院 岩沼市 二木一丁目14-21 0223-24-2598
岩沼 大手町歯科ｸﾘﾆｯｸ 岩沼市 大手町3-15 0223-23-4618
岩沼 小島歯科医院 岩沼市 押分字志引412-13 0223-22-6480
岩沼 清水歯科医院 岩沼市 中央一丁目3-16 0223-22-2331
岩沼 髙藤歯科医院 岩沼市 中央二丁目4-11 0223-22-2666
岩沼 竹の里歯科･矯正科ｸﾘﾆｯｸ 岩沼市 竹の里一丁目12-12 0223-23-4120
岩沼 たまうらﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 岩沼市 恵み野一丁目2-1 0223-29-4430
岩沼 鳥羽歯科医院 岩沼市 中央四丁目8-72 0223-23-5005
岩沼 南舘歯科医院 岩沼市 桑原一丁目6-8 0223-24-4880
岩沼 山田歯科医院 岩沼市 館下三丁目2-27 0223-22-3229
岩沼 紺野歯科ｸﾘﾆｯｸ 亘理郡亘理町 逢隈中泉字中123-4 0223-32-0677
岩沼 済生堂歯科ｸﾘﾆｯｸ 亘理郡亘理町 逢隈田沢字鈴木堀79-5 0223-32-0405
岩沼 鳥の海歯科医院 亘理郡亘理町 荒浜字御狩屋103-4 0223-35-3222
岩沼 ﾏｺﾄ歯科医院 亘理郡亘理町 字上茨田1-1 0223-34-5135
岩沼 山形歯科ｸﾘﾆｯｸ 亘理郡亘理町 字上茨田15-1 0223-34-2133
岩沼 つばめの杜歯科医院 亘理郡山元町 つばめの杜一丁目5-2の一部 0223-23-1839
岩沼 にいの歯科 亘理郡山元町 坂元字道合39-1 0223-38-1887
仙南 安藤歯科医院 柴田郡大河原町 字小島12-2 0224-53-2348
仙南 いのうえ歯科医院 柴田郡大河原町 字新東32-7 0224-53-8020
仙南 えんどう歯科医院 柴田郡大河原町 字新南37-5 0224-53-2555
仙南 後藤歯科医院 柴田郡大河原町 幸町8-23 0224-52-2533
仙南 さくら歯科 柴田郡大河原町 字東新町6-9 0224-52-3900
仙南 ｽｴﾋﾛﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 柴田郡大河原町 大谷字末広45-1 0224-53-4390
仙南 としみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 柴田郡大河原町 字広表28-31 0224-52-8143
仙南 はせ歯科医院 柴田郡大河原町 字中島町7-6 0224-52-1080
仙南 ﾌｫﾙﾃﾌｧﾐﾘｰ歯科 柴田郡大河原町 小島2-1 0224-87-8101
仙南 もり歯科ｸﾘﾆｯｸ 柴田郡大河原町 字町63-1 0224-52-1563
仙南 大沼歯科医院 柴田郡村田町 大字村田字西48 0224-83-4395
仙南 榊原歯科医院 柴田郡村田町 大字村田字大槻下73-1 0224-83-2419
仙南 前田歯科医院 柴田郡村田町 大字小泉字西浦97-1 0224-83-6480
仙南 吉田歯科医院 柴田郡村田町 大字村田字末広町138 0224-83-2061
仙南 飯淵歯科医院 柴田郡柴田町 槻木下町一丁目1-60 0224-56-1026
仙南 乾歯科医院 柴田郡柴田町 槻木下町三丁目1-20 0224-56-2766
仙南 内田歯科医院 柴田郡柴田町 大字船岡字若葉町12-1 0224-57-1818
仙南 おたべ歯科ｸﾘﾆｯｸ 柴田郡柴田町 槻木白幡二丁目3-32 0224-56-1853
仙南 川口歯科医院 柴田郡柴田町 西船迫一丁目8-64 0224-55-5493
仙南 こや歯科医院 柴田郡柴田町 船岡新栄三丁目43-15 0224-54-5005
仙南 歯科ﾋﾗｲ 柴田郡柴田町 船岡東二丁目8-22 0224-55-4025
仙南 玉野井歯科医院 柴田郡柴田町 船岡上大原20-6 0224-57-1711
仙南 国保川崎病院 柴田郡川崎町 大字前川字北原23-1 0224-84-2119
仙南 西村歯科医院 柴田郡川崎町 大字前川字町尻12 0224-84-4851
仙南 山家歯科ｸﾘﾆｯｸ 柴田郡川崎町 大字前川字中町76-2 0224-84-2266
仙南 小野歯科医院 白石市 東町一丁目1-10 0224-25-8007
仙南 かおる歯科医院 白石市 鷹巣東一丁目5-16 0224-24-3777
仙南 清原歯科医院 白石市 字銚子ヶ森10-39 0224-25-1030
仙南 高橋歯科医院 白石市 字柳町4 0224-26-3543
仙南 千木良ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 白石市 沢端町1-28 0224-26-1131
仙南 富岡歯科医院 白石市 字本町73 0224-24-4362
仙南 ひかり歯科医院 白石市 東大畑134-5 0224-22-2112
仙南 谷津歯科医院 白石市 字延命寺北16-2 0224-26-3254
仙南 吉村歯科医院 白石市 八幡町12-21 0224-26-2118



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
仙南 亘理歯科医院 白石市 字亘理町45 0224-26-2563
仙南 真壁歯科医院 刈田郡蔵王町 宮字井戸井前42 0224-32-3122
仙南 村上歯科医院 刈田郡蔵王町 大字円田字西浦上2-2 0224-33-4125
仙南 氏家歯科医院 角田市 角田字南118-5 0224-63-3525
仙南 太田歯科医院 角田市 梶賀字西128-2 0224-62-2453
仙南 宍戸歯科医院 角田市 梶賀字西32-1 0224-63-1670
仙南 竹内歯科医院 角田市 角田字田町73-3 0224-62-0880
仙南 吉田歯科医院 角田市 角田字町25 0224-62-2130
仙南 目黒歯科ｸﾘﾆｯｸ 伊具郡丸森町 大内字山屋敷98-1 0224-79-2818
仙南 谷津歯科医院 伊具郡丸森町 字鳥屋34 0224-72-1234
石巻 青葉歯科医院 石巻市 門脇字青葉西33-1 0225-96-6602
石巻 阿部歯科医院 石巻市 末広町2-48 0225-96-6546
石巻 石巻市雄勝歯科診療所 石巻市 雄勝町小島字和田123 0225-25-7421
石巻 石巻市立牡鹿病院 石巻市 鮎川浜清崎山7 0225-45-3185
石巻 泉谷歯科医院 石巻市 南中里二丁目5-33 0225-95-7715
石巻 岩渕歯科医院 石巻市 鹿又字新田町浦58 0225-75-2136
石巻 及川歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 中央一丁目12-2 0225-95-1243
石巻 おき歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 大森字的場4-5 0225-62-4045
石巻 かいほく歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 開北一丁目2-41 0225-21-6487
石巻 かとうﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 石巻市 向陽町四丁目5-2 0225-23-8077
石巻 門脇歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 清水町一丁目10-1 0225-22-6480
石巻 木村歯科医院 石巻市 中央二丁目10-1 0225-95-8000
石巻 きらら歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 蛇田字埣寺1-30 0225-92-9300
石巻 桑島歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 向陽町二丁目3-3 0225-23-2688
石巻 ことぶき歯科 石巻市 わかば三丁目12-10 0225-98-7750
石巻 小林歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 蛇田字北経塚72-1 0225-92-9889
石巻 坂井おとなこども歯科 石巻市 中里三丁目1-11 0225-22-4618
石巻 さくらんぼ歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 あゆみ野一丁目7-7 0225-93-9339
石巻 ｻｻｷ歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 大街道北四丁目6-18 0225-92-1182
石巻 佐藤歯科医院 石巻市 東中里二丁目3-3 0225-96-8778
石巻 志摩歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 中里二丁目10-7 0225-96-8595
石巻 鈴木歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 大街道北三丁目3-45 0225-93-4182
石巻 髙城歯科医院 石巻市 恵み野六丁目5-14 0225-96-7788
石巻 高砂本家歯科医院 石巻市 三和町7-5 0225-24-2311
石巻 千葉歯科ｸﾘﾆｯｸ 石巻市 蛇田字新埣寺206-1 0225-94-1771
石巻 塚本歯科医院 石巻市 渡波町一丁目7-25 0225-97-3338
石巻 ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ齋藤 石巻市 穀町5-21 0225-23-5566
石巻 桃豊ｲﾝﾀｰ歯科 石巻市 桃生町城内字東嶺206-1 0225-76-3337
石巻 二宮歯科医院 石巻市 大街道南一丁目4-1 0225-22-5623
石巻 沼倉歯科医院 石巻市 鋳銭場2-3 0225-93-8622
石巻 本郷歯科医院 石巻市 蛇田字新丸井戸28-14 0225-22-0775
石巻 前谷地歯科医院 石巻市 前谷地字黒沢前94-1 0225-72-3985
石巻 松尾歯科医院 石巻市 清水町二丁目11-1 0225-25-4830
石巻 三宅歯科医院 石巻市 千石町4-39 0225-22-1448
石巻 横山歯科医院 石巻市 大手町8-10 0225-21-1711
石巻 りきまる歯科 石巻市 鹿又字道的前115 0225-25-7118
石巻 奧松島歯科ｸﾘﾆｯｸ 東松島市 牛網字新下西95-1 0225-87-3937
石巻 さんかくﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 東松島市 矢本字関の内1-5 0225-25-5814
石巻 ちば鷹歯科医院 東松島市 小松字上砂利田34-1 0225-84-1184
石巻 野蒜ｹ丘歯科医院 東松島市 野蒜ｹ丘二丁目24-1 0225-98-6611
石巻 東松島市鳴瀬歯科診療所 東松島市 牛網字駅前一丁目2-1 0225-87-2249
石巻 藤野歯科ｸﾘﾆｯｸ 東松島市 矢本字大溜24-1 0225-82-8148
石巻 村松歯科医院 東松島市 矢本字新沼1 0225-83-2226
石巻 森歯科医院 東松島市 赤井字新川前23-16 0225-83-8241
石巻 やなぎさわ歯科医院 東松島市 赤井字川前三番159-13 0225-83-1488
石巻 ﾔﾓﾄ歯科医院 東松島市 矢本字新沼203-2 0225-82-3140
石巻 木村歯科医院 牡鹿郡女川町 鷲神浜字堀切山107-17 0225-53-3510
大崎 青田歯科医院 大崎市 古川北町三丁目3-21 0229-24-3636
大崎 ｱ歯科有馬診療所 大崎市 古川稲葉三丁目3-12 0229-23-8816
大崎 遠藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 古川中島町1-28 0229-25-4228



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
大崎 大原歯科医院 大崎市 鹿島台平渡字新屋敷下58-2 0229-56-5058
大崎 菊地歯科診療所 大崎市 鹿島台平渡字上戸下27-4 0229-56-5650
大崎 栗生歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 古川福浦一丁目11-16 0229-24-7227
大崎 歯科おのでら 大崎市 古川旭一丁目14-24 0229-25-6401
大崎 歯科なおきｸﾘﾆｯｸ 大崎市 古川穂波六丁目1-5 0229-24-8241
大崎 すぎはら歯科医院 大崎市 古川北町五丁目3-12 0229-23-3055
大崎 たかはし歯科診療所 大崎市 古川荒谷新小道26-1 0229-28-3711
大崎 千葉歯科医院 大崎市 鹿島台平渡字東銭神1 0229-56-2238
大崎 つのだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 三本木字北町78-1 0229-52-5510
大崎 徳永歯科医院 大崎市 古川駅南一丁目89-2 0229-23-0188
大崎 中里歯科医院 大崎市 古川中里三丁目3-32 0229-23-6400
大崎 のだ歯科医院 大崎市 古川休塚字中谷地69-5 0229-28-1288
大崎 野村歯科医院 大崎市 古川二の構6-3 0229-24-1155
大崎 日野歯科医院 大崎市 古川千手寺町一丁目7-7 0229-22-4480
大崎 古川民主病院歯科 大崎市 古川駅東二丁目11-14 0229-23-0105
大崎 穂波の郷 弓歯科医院 大崎市 古川穂波七丁目14-18 0229-25-8148
大崎 前原歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 岩出山字二ﾉ構12-11 0229-72-4180
大崎 まつむら歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 古川字竹ﾉ内243-2 0229-25-8217
大崎 三沢歯科医院 大崎市 古川諏訪三丁目1-30 0229-24-3255
大崎 三塚歯科ｸﾘﾆｯｸ 大崎市 古川中里五丁目14-24 0229-22-8211
大崎 宮崎歯科 大崎市 古川旭四丁目3-10 0229-23-4744
大崎 森歯科医院 大崎市 古川駅東二丁目8-70 0229-22-8049
大崎 柳沢歯科医院 大崎市 田尻字町187 0229-39-0114
大崎 若林歯科医院 大崎市 鳴子温泉字湯元93-2 0229-83-2138
大崎 秋元歯科医院 加美郡加美町 字町屋敷二番27-2 0229-67-2027
大崎 かんとう歯科ｸﾘﾆｯｸ 加美郡加美町 南町111 0229-63-3322
大崎 つばさ歯科医院 加美郡加美町 字一本杉332-3 0229-63-7553
大崎 ﾌｼﾞﾜﾗﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 加美郡加美町 字西田二番7-1 0229-63-7306
大崎 みちのく歯科診療所 加美郡加美町 宮崎字屋敷五番21-3 0229-69-5630
大崎 木村歯科医院 遠田郡涌谷町 新町33 0229-43-3313
大崎 武田歯科医院 遠田郡涌谷町 字立町21 0229-25-5250
大崎 戸田歯科医院 遠田郡涌谷町 柳町31-4 0229-42-3388
大崎 よこうち歯科ｸﾘﾆｯｸ 遠田郡涌谷町 字渋江248 0229-43-6480
大崎 わくや お歯科 遠田郡涌谷町 涌谷洞ヶ崎5 0229-43-6616
大崎 あっぷる歯科ﾕｱｸﾘﾆｯｸ 遠田郡美里町 牛飼字八反86-1 0229-25-8419
大崎 庄司歯科医院 遠田郡美里町 字藤ヶ崎町95 0229-33-1900
大崎 野田歯科医院 遠田郡美里町 大柳字明神1-8 0229-58-1881
大崎 ふしみ歯科 遠田郡美里町 北浦字船入23 0229-32-2494
登米 梅ﾉ木･歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 迫町佐沼字梅ﾉ木一丁目1-19 0220-23-8805
登米 おおさか歯科医院 登米市 中田町宝江黒沼字浦70-1 0220-34-6668
登米 かがの歯科医院 登米市 中田町石森字加賀野一丁目5-8 0220-35-2552
登米 かさま第2歯科医院 登米市 石越町南郷字矢作141-2 0228-34-3887
登米 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ･ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 登米市 中田町石森字加賀野二丁目28-5 0220-44-4611
登米 さとう歯科医院 登米市 迫町佐沼字中江三丁目9-10 0220-22-8133
登米 高橋歯科医院 登米市 登米町寺池目子待井25-1 0220-52-3210
登米 髙橋歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 迫町佐沼字中江四丁目8-3 0220-22-7411
登米 ちば歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 迫町佐沼字中江一丁目5-11 0220-22-6007
登米 津山歯科診療所 登米市 津山町柳津字形沼150-55 0225-68-3244
登米 登米歯科診療所 登米市 登米町寺池桜小路132番1 0220-52-3420
登米 登米中田佐藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 中田町石森字新蓬田10 0220-34-4888
登米 はら歯科医院 登米市 米山町字桜岡大又3-1 0220-55-3313
登米 ﾌｼﾞ歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 迫町佐沼字光ヶ丘53-1 0220-22-7751
登米 布施歯科医院 登米市 迫町佐沼字西佐沼202 0220-22-2048
登米 ﾌﾟﾚﾐｱ歯科 登米市 南方町新島前46-1　ｲｵﾝﾀｳﾝ佐沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 0220-23-2038
登米 みなみかた歯科医院 登米市 南方町山成207-6 0220-29-7020
登米 ゆうじろう歯科ｸﾘﾆｯｸ 登米市 中田町石森字駒牽403番の5 0220-23-8785
登米 よねやま歯科 登米市 米山町西野字西裏39 0220-55-6480
栗原 愛歯科矯正歯科 栗原市 志波姫堀口貝渡29-1 0228-22-8571
栗原 庵原歯科医院 栗原市 若柳字川北新町101-5 0228-32-2588
栗原 岩渕歯科医院 栗原市 栗駒岩ヶ崎八日町53-2 0228-45-2451



地区名 医療機関名 住所1 住所2 電話番号
栗原 おおつ歯科ｸﾘﾆｯｸ 栗原市 築館源光11-18 0228-21-1480
栗原 小田島歯科医院 栗原市 志波姫新原290 0228-23-8148
栗原 かさま歯科医院 栗原市 若柳字川南南大通8-17 0228-32-6331
栗原 鹿野歯科医院 栗原市 一迫真坂字荒町6 0228-52-3332
栗原 川井歯科医院 栗原市 瀬峰長者原40-3 0228-38-4110
栗原 菊池歯科医院 栗原市 一迫柳目上田174-1 0228-52-2029
栗原 くが歯科医院 栗原市 築館字下宮野八幡下214-1 0228-23-3748
栗原 熊谷歯科ｸﾘﾆｯｸ 栗原市 高清水西善光寺51 0228-58-2633
栗原 くりこまﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 栗原市 栗駒岩ヶ崎下町裏119-3 0228-49-3447
栗原 くりはら歯科医院 栗原市 築館宮野中央二丁目3-23 0228-21-2552
栗原 KDｸﾘﾆｯｸ 栗原市 金成中町107 0228-42-1025
栗原 近藤歯科医院 栗原市 築館伊豆一丁目3-20 0228-22-4182
栗原 沢辺歯科ｸﾘﾆｯｸ 栗原市 金成沢辺木戸口5-5 0228-42-1110
栗原 しらいし歯科ｸﾘﾆｯｸ 栗原市 若柳字川南堤通11-5 0228-35-1182
栗原 すずき歯科 栗原市 志波姫新沼崎63-1 0228-23-5205
栗原 中嶋歯科医院 栗原市 若柳字川北新町55 0228-32-3758
栗原 平田内科歯科 栗原市 栗駒岩ヶ崎上小路112 0228-45-5416
栗原 まさと歯科医院 栗原市 瀬峰下田198-1 0228-38-2266
栗原 若柳歯科医院 栗原市 若柳字川北塚ﾉ越1-4 0228-32-3148

気仙沼 猪苗代歯科医院 気仙沼市 松川前23-1-A 0226-22-7184
気仙沼 金澤歯科医院 気仙沼市 新町4-6 0226-24-1155
気仙沼 熊谷歯科医院 気仙沼市 八日町二丁目3-11 0226-23-2211
気仙沼 佐藤歯科医院 気仙沼市 唐桑町馬場209-1 0226-32-2309
気仙沼 菅原歯科医院 気仙沼市 南郷5-3 0226-24-1818
気仙沼 田中前加藤歯科医院 気仙沼市 田中前一丁目4-7 0226-22-1167
気仙沼 千葉歯科医院 気仙沼市 東新城三丁目10-20 0226-22-1360
気仙沼 ﾊｰﾓﾆｰ歯科医院 気仙沼市 幸町四丁目4-25 0226-25-8367
気仙沼 ﾌｧﾐﾘ-歯科医院 気仙沼市 田中前二丁目6-8 0226-24-2822
気仙沼 三浦齒科醫院 気仙沼市 本吉町津谷明戸24-2 0226-42-2418
気仙沼 みうら歯科ｸﾘﾆｯｸ 気仙沼市 長磯船原1-1 0226-27-4145
気仙沼 米倉歯科ｸﾘﾆｯｸ 気仙沼市 南郷1-3 0226-22-9955
気仙沼 志津川歯科ｸﾘﾆｯｸ 本吉郡南三陸町 志津川字南町203-7 0226-46-5678
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