
受診方法　　希望する歯科医院に直接ご連絡いただき、妊婦歯科健康診査依頼票(黄色の用紙)、母子健康手帳、

　　　　　　　　健康保険証をご持参のうえ受診してください。
（50音順）

住 所 電話番号 住 所 電話番号

乾歯科医院　佐田 玉城町佐田 0596-58-3618 中村歯科 吹上２丁目 0596-25-8801

ささき歯科クリニック 玉城町蚊野 0596-58-7903 中村歯科クリニック 神田久志本町 0596-27-5555

玉城古川歯科 玉城町勝田 0596-58-5121 長井歯科医院 東大淀町 0596-37-2310

なかにし歯科クリニック 玉城町佐田 0596-58-1188 にしい歯科クリニック 本町341-237 0596-72-8800

なかむらデンタルクリニック 玉城町玉川 0596-58-1182 にしやま歯科 御薗町王中島 0596-28-2917

ふくだ歯科医院 玉城町田丸 0596-58-7500 橋本歯科医院 本町 0596-28-3859

あい歯科クリニック 辻久留町 0596-20-8148 浜口歯科医院 岡本３丁目 0596-25-1608

あけの歯科 小俣町明野 0596-25-8991 東山歯科医院 小俣町本町 0596-24-9500

芦野歯科医院 宮町１丁目 0596-28-4048 平田歯科クリニック 二見町荘 0596-44-0003

荒木田歯科 樫原町 0596-37-2161 ふくい歯科クリニック 神久３丁目 0596-24-0121

伊勢ファミリー歯科矯正歯科 小木町 0596-36-2264 藤田歯科 常盤２丁目 0596-24-9261

伊藤歯科 船江１丁目 0596-29-2020 ふじなみ歯科 黒瀬町 0596-27-0033

いのうえ歯科医院 西豊浜町 0596-37-5544 ふるかわ歯科 小俣町本町 0596-29-4180

いらご歯科医院 神久１丁目 0596-22-6001 まこと歯科 小俣町相合 0596-23-0204

うえだ歯科クリニック 竹ヶ鼻町 0596-36-8400 増田歯科 小俣町本町 0596-22-0044

右京歯科 小木町 0596-36-5677 松井歯科医院 八日市場町 0596-63-8809

宇治山田歯科医院 岩渕２丁目 0596-21-5888 松崎歯科医院 宮後３丁目 0596-22-2566

大石歯科医院 倭町 0596-25-7186 松葉歯科医院 御薗町高向 0596-23-6489

大山歯科医院 小俣町湯田 0596-22-8080 松村歯科クリニック 宮後２丁目 0596-26-3800

おかむら歯科医院 久世戸町 0596-28-1948 マナブ歯科医院 御薗町長屋 0596-22-8288

岡村歯科医院 浦口２丁目 0596-23-3567 三木歯科医院 中島２丁目 0596-23-9292

岡安歯科医院 八日市場町 0596-28-2222 宮川駅前歯科 小俣町本町 0596-21-0648

おくの歯科クリニック 黒瀬町 0596-65-7970 めいりん歯科クリニック 岡本３丁目 0596-20-8241

奥村歯科 円座町 0596-39-1515 元町歯科クリニック 小俣町元町 0596-21-0770

片山歯科医院 勢田町 0596-23-1082 森歯科医院 宮町１丁目 0596-28-4469

加藤歯科医院 辻久留２丁目 0596-23-5252 モリ歯科クリニック 小俣町湯田 0596-22-8008

かどや歯科 二見町西 0596-43-4554 森歯科診療所 御薗町新開 0596-36-0648

きくち矯正歯科 御薗町長屋 0596-26-0888 山際歯科医院 河崎１丁目 0596-28-7454

北浜歯科クリニック 村松町 0596-37-4870 山口歯科医院 宮後１丁目 0596-28-2426

くまがい歯科医院 旭町 0596-25-1111 山口歯科医院 小俣町元町 0596-24-2321

小林歯科医院 岩渕２丁目 0596-28-4098 山崎歯科クリニック 楠部町 0596-28-4195

金剛歯科医院 曽祢２丁目 0596-28-1560 やまなかデンタルクリニック 小俣町明野 0596-37-6480

金剛歯科医院 宇治浦田３丁目 0596-27-5588 横山歯科 宮町１丁目 0596-28-5938

佐田歯科 小俣町明野 0596-37-5822 横山歯科医院 船江４丁目 0596-23-1080

荘司歯科医院 河崎２丁目 0596-28-9972 大石歯科医院 南伊勢町村山 
0596-76-1476

杉原歯科 馬瀬町 0596-35-0805 楠崎歯科医院 南伊勢町五ヶ所浦 0599-66-0047

田岡歯科医院 岩渕１丁目 0596-24-7847 南勢歯科医院 南伊勢町田曽浦 0599-69-0001

田川歯科 二見町山田原 0596-43-4822 なんとう歯科クリニック 南伊勢町東宮 0596-72-0824

田口歯科医院 中須町 0596-22-4182 大西歯科医院 度会町田口 0596-64-0039

田所歯科 曽祢１丁目 0596-28-2985 福井歯科医院 度会町棚橋 0596-62-1520

田端歯科医院 二俣１丁目 0596-28-3565

冨田歯科医院 楠部町 0596-22-8282

中川歯科 神久２丁目 0596-23-0266

中西歯科医院 御薗町高向 0596-23-1900

なかの歯科 楠部町 0596-23-6480
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木村歯科医院 大紀町錦３５８－２


