
区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

西区 渋谷歯科医院 三橋6-465-2 625-2560 ○

西区 加藤デンタルクリニック 指扇1057-1 788-2770 ○

西区 西大宮ファミリー歯科 指扇1712-4 1Ｆ 620-0001 ○

西区 坂田歯科医院 指扇1751 622-3456 ○

西区 沼野歯科医院 指扇2128-45 623-1511 ○

西区 ひまわり歯科クリニック 指扇2645-1 1Ｆ-Ｂ 782-8114 ○

西区 ハーミット歯科 指扇3620 1F 779-8621 ○

西区 小川歯科指扇クリニック 指扇領別所366-92 624-8215 ○

西区 指扇病院 宝来1295-1 623-1101 ○

西区 横山歯科医院 宝来1367-4 625-4182 ○

西区 矢部歯科医院 宝来1506-7 623-1130 ○

西区 原田歯科医院 宝来1596-2　2Ｆ 622-3511 ○

西区 福田歯科医院 西大宮2-20-11 625-6622 ○

西区 みつば歯科 西大宮2-31-6 871-6006 ○

西区 古田歯科医院 西大宮4-57-19 622-1108 ○

西区 花の丘くろき歯科医院 西新井373-3 625-0567 ○

西区 湯澤歯科 西遊馬1254-13 622-8020 ○

西区 永田歯科医院 土屋9 622-3535 ○

西区 指扇駅前いしはま歯科クリニック 土屋594-1　2Ｆ 625-7321 ○

西区 二ツ宮すだ歯科医院 二ツ宮447-8　　　　 625-1761 ○

西区 田中歯科医院 プラザ15-1 623-2569 ○

西区 ぷらざのはいしゃさん プラザ39-3 782-8540 ○

西区 くりはら歯科医院 中野林431-5 622-2604 ○

西区 まえかわ歯科クリニック 佐知川105-5　1Ｆ 626-0606 ○

西区 石浜歯科医院 佐知川255-4 622-6848 ○

西区 宮内歯科医院 佐知川867-1 622-4182 ○

北区 牧野歯科医院 東大成町1-455-5 667-0300 ○

北区 なかざわ歯科クリニック 東大成町1-512-5 652-6418 ○

北区 河村歯科 分院 東大成町1-584　1F 666-1116 ○

北区 黒須歯科医院 東大成町2-257 663-1920 ○

北区 おおなり歯科クリニック 東大成町2-261-1 783-3351 ○

北区 あさひデンタルクリニック 東大成町2-275　1Ｆ 662-4618 ○

北区 タハラデンタルクリニック 大成町4-95-5 669-4188 ○

北区 歯科のむら 大成町4-318-3  3F 782-8011 ○

北区 大成ファミリー歯科 大成町4-389-2 669-6666 ○

北区 安部歯科医院 日進町1-316-1 664-6644 ○

※予約が必要な場合がありますので、必ず事前に医療機関へ実施日、時間等を確認してからお出かけください。
※お住まいの区外の医療機関でも受診できます。

令和5年4月14日時点

幼児歯科健康診査実施医療機関一覧



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

北区 ヤスダ歯科 日進町1-409 654-1839 ○

北区 中山歯科医院 日進町1-505-1 654-7341 ○

北区 デンダ歯科クリニック 日進町1-783-4 652-6480 ○

北区 大木歯科医院 日進町2-409-2 663-0221 ○

北区 スマイル歯科クリニック 日進町2-1059-1　2Ｆ 661-8046 ○

北区 伊藤歯科クリニック 日進町2-1609-1 663-1133 ○

北区 雙葉デンタルクリニック 日進町3-431-7 663-3292 ○

北区 櫛引歯科医院 櫛引町2-183-2 666-7161 ○

北区 原田歯科医院 櫛引町2-447 664-7543 ○

北区 アイ歯科クリニック 櫛引町2-574-1  2F 661-7018 ○

北区 ママ歯科 宮原町1-587-1 654-5550 ○

北区 歯科ながしまクリニック 宮原町1-169-1　1Ｆ 652-4182 ○

北区 イーエックスデンタルクリニック 宮原町1-132-1  101 651-8469 ○

北区 オレンジ歯科医院 宮原町1-854-1　C135 661-3005 ○

北区 伊藤歯科医院 宮原町2-1-4 664-5456 ○

北区 加藤歯科医院 宮原町2-39-8 665-4426 ○

北区 ホワイト歯科クリニック 宮原町3-133 664-6642 ○

北区 みずき歯科クリニック 宮原町3-319 665-1180 ○

北区 共立歯科医院 宮原町3-360-1　1Ｆ 651-8518 ○

北区 山岡歯科医院 宮原町3-571-1　2F 652-7337 ○

北区 加納歯科医院 宮原町4-117-9 652-0266 ○

北区 関口デンタルオフィス 宮原町4-134-24 652-1182 ○

北区 三原歯科医院 吉野町2-93 651-4180 ○

北区 なら歯科 奈良町45-1 667-5582 ○

北区 杉山歯科医院 奈良町153-46 664-6245 ○

北区 浜野歯科医院 盆栽町246 663-2649 ○

北区 むらかみ歯科クリニック 土呂町1-11-7 663-8880 ○

北区 やすだ歯科クリニック 土呂町1-50-7 668-6480 ○

北区 黒澤歯科医院 土呂町2-9-2 651-4575 ○

北区 土呂駅あつ美歯科クリニック 土呂町2-12-2　2F 667-0007 ○

北区 武田歯科医院 土呂町2-16-9 663-7724 ○

北区 田中歯科医院 本郷町38 663-7535 ○

北区 はすみデンタルクリニック 本郷町143-2 856-9418 ○

北区 ながえだ歯科医院 本郷町735 662-8864 ○

北区 本郷歯科クリニック 本郷町1100　2-A 788-3852 ○

大宮区 永井歯科医院 北袋町1-126-3 645-3435 ○

大宮区 大宮区役所前歯科 吉敷町1-91 641-1189 ○

大宮区 うわだいら歯科医院 吉敷町2-95 648-8148 ○

大宮区 スマイル矯正歯科 吉敷町4-261-1　3Ｆ 600-3771 ○

大宮区 波多野デンタルオフィス新都心 吉敷町4-263-8 643-8020 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

大宮区 たかしま歯科医院 浅間町2-30-3 645-6666 ○

大宮区 相田歯科医院 天沼町1-615　2Ｆ 641-2890 ○

大宮区 高橋歯科医院 寿能町1-11-5 641-1094 ○

大宮区 かんべ歯科医院 寿能町1-66 641-6168 ○

大宮区 佐々木歯科医院 寿能町1-177-3 644-0611 ○

大宮区 本多歯科医院 高鼻町1-53　2Ｆ 641-4447 ○

大宮区 大宮なりた歯科医院 高鼻町1-158 645-0005 ○

大宮区 井上歯科医院 高鼻町2-132-1 643-5796 ○

大宮区 大澤歯科医院 土手町3-201 641-1525 ○

大宮区 蓮見歯科医院 宮町1-46 641-7275 ○

大宮区 大宮銀座通り歯科 宮町1-67　2F 783-2696 ○

大宮区 竹山歯科医院 宮町4-9 648-3924 ○

大宮区 田原歯科医院 宮町4-150-2　3Ｆ 642-4872 ○

大宮区 すずかめ歯科医院 堀の内町1-385 647-4955 ○

大宮区 いいだ矯正歯科 大門町1-18-2　2Ｆ 643-6480 ○

大宮区 堀江歯科医院 下町2-51-8 1F 657-3111 ○

大宮区 あさひ歯科医院 東町2-253 644-5667 ○

大宮区 ファミリア歯科矯正 桜木町1-7-5　12Ｆ 644-7055 ×

大宮区 ソニックシティ本多歯科クリニック 桜木町1-7-5　14Ｆ 647-4113 ○

大宮区 いけだ歯科クリニック 桜木町1-159 2Ｆ 647-5342 ○

大宮区 松木歯科医院 桜木町2-2-10  4F 647-2231 ○

大宮区 栗原歯科医院 桜木町2-6-12　2Ｆ 644-7001 ○

大宮区 パークサイドデンタルオフィス 桜木町2-192　2Ｆ 650-2918 ○

大宮区 渋谷歯科医院 桜木町2-454-1 664-2947 ○

大宮区 高木歯科医院 桜木町4-145 641-2415 ○

大宮区 鈴木歯科医院 桜木町4-210 641-0935 ○

大宮区 ひなた歯科医院 桜木町4-261  2F 658-0202 ○

大宮区 桜木歯科クリニック 桜木町4-760-101 640-1111 ○

大宮区 羽入田歯科医院 大成町1-113 665-4182 ○

大宮区 林歯科クリニック 大成町1-453-1 664-1212 ○

大宮区 山崎歯科クリニック 大成町3-530　 653-0010 ○

大宮区 秋山歯科クリニック 大成町3-566-6 666-7870 ○

大宮区 ハート歯科クリニック 櫛引町1-322 1F-B 662-6486 ○

大宮区 いけだ歯科櫛引クリニック 櫛引町1-529 783-5151 ○

大宮区 はにだ歯科クリニック 三橋1-353-1 664-4051 ○

大宮区 髙野歯科医院 三橋1-714 665-5240 ○

大宮区 佐倉歯科口腔クリニック 三橋2-19-1 645-5558 ○

大宮区 森歯科医院 三橋2-488-3 625-8241 ○

大宮区 久保歯科医院 三橋2-528-2　2Ｆ 622-4355 ○

大宮区 大成歯科診療所 三橋4-901-2 622-1188 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

大宮区 野田歯科医院 上小町300-2 643-2508 ○

大宮区 かみこ歯科クリニック 上小町490-102　 643-7474 ○

大宮区 菊地歯科医院 上小町824 644-4182 ○

見沼区 林歯科医院 大和田町1-765-16 685-7751 ○

見沼区 旭歯科医院 大和田町1-1553-6 684-8801 ○

見沼区 オサム歯科医院 大和田町2-1084 686-7548 ○

見沼区 大和田駅前朝霧歯科クリニック 大和田町2-1316-1 683-6381 ○

見沼区 カナヤデンタルクリニック 大和田町2-1344-22 685-2527 ○

見沼区 大和田おか歯科医院 大和田町2-1553-80 680-6480 ○

見沼区 門脇歯科医院 堀崎町179 103 688-8260 ○

見沼区 高崎歯科医院 堀崎町1642 686-9500 ○

見沼区 ちば歯科 東大宮2-20-19 669-7585 ○

見沼区 東大宮やました歯科医院 東大宮3-3-14 871-8344 ○

見沼区 クロスデンタルクリニック 東大宮4-6-34 666-1949 ○

見沼区 東大宮歯科 東大宮4-8-1　5Ｆ 651-8548 ○

見沼区 しのづか歯科医院 東大宮4-21-5　2Ｆ 654-6261 ○

見沼区 中里歯科医院 東大宮4-72-1 651-3248 ○

見沼区 のがわ歯科クリニック 東大宮5-25-4  1F 680-2525 ○

見沼区 もろおか歯科医院 東大宮5-31-1　2Ｆ 683-9591 ○

見沼区 赤羽歯科　東大宮診療所 東大宮5-36-2 687-0081 ○

見沼区 和田歯科医院 東大宮5-43-9 683-6598 ○

見沼区 ほんざわ歯科医院 東大宮6-27-17　1Ｆ 685-1974 ○

見沼区 伊藤歯科医院 東大宮6-30-44 683-9556 ○

見沼区 大宮共立病院 片柳1550 686-7151 ○

見沼区 まき歯科医院 東新井383-1 687-8008 ○

見沼区 東新井歯科医院 東新井710-32 686-8241 ○

見沼区 木村歯科医院 東新井866-6 685-3367 ○

見沼区 高橋歯科医院 御蔵363-4 683-7227 ○

見沼区 鶴岡歯科医院 御蔵504-7 684-1811 ○

見沼区 古賀歯科医院 御蔵1462-18 687-2225 ○

見沼区 深田歯科医院 南中野86-7 683-4025 ○

見沼区 ひまわり歯科 南中野275-1 684-0919 ○

見沼区 大宮歯科クリニック 南中野422-1　1F 812-5803 ○

見沼区 小池歯科医院 南中野432-5 683-6680 ○

見沼区 T＆T歯科・矯正歯科クリニック 南中丸546-1 796-0141 ○

見沼区 高山歯科医院 中川963-6 686-2138 ○

見沼区 上山口ナオ歯科 上山口新田69 685-1489 ○

見沼区 膝子つのい歯科医院 膝子749-1 686-9739 ○

見沼区 大野歯科医院 大谷1673-5 687-6251 ○

見沼区 さや歯科クリニック 大谷1785-2 796-8249 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

見沼区 吉田歯科医院 蓮沼1292 683-9994 ○

見沼区 ななさと菜のはな歯科クリニック 風渡野2-1-5 684-0990 ○

見沼区 七里みか歯科医院 風渡野271 688-3334 ○

見沼区 ふかさわ歯科医院 風渡野430-68 686-9010 ○

見沼区 横尾歯科医院 風渡野626-4 684-9869 ○

見沼区 moaおおた歯科 風渡野632-1 687-7713 ○

見沼区 山田歯科 東門前44-3 684-1102 ○

見沼区 みやび歯科医院 東門前63　103 687-6208 ○

見沼区 聖歯科 新堤6-2-9 686-6676 ○

見沼区 もちづき歯科医院 春岡2-39 687-6480 ○

見沼区 浜歯科医院 春岡3-21-6 687-1425 ○

見沼区 アーバンふれあい歯科 深作3-22-13 688-8710 ○

見沼区 七里ファミリー歯科・矯正歯科 東宮下453-1 681-7775 ○

中央区 荻原歯科医院 本町東1-5-3　 852-5086 ○

中央区 プラザ歯科 本町東1-14-5　 840-1677 ○

中央区 本町歯科医院 本町東2-7-16　 855-9775 ○

中央区 おじまや歯科医院 本町東3-8-11　 856-0931 ○

中央区 鷹ノ巣歯科室 本町東5-18-20  1F 857-6999 ○

中央区 埼玉精神神経センター 本町東6-11-1 857-6811 ○

中央区 福永歯科医院 本町西1-3-31 816-3666 ○

中央区 鈴木歯科医院 本町西4-18-14 854-1277 ○

中央区 せきファミリー歯科 本町西2-10-1　1Ｆ 767-8140 ○

中央区 蓮歯科医院 上落合1-9-3  2F 854-2118 ○

中央区 ツカ原歯科医院 上落合1-11-15　1F 855-9748 ○

中央区 今城歯科クリニック 上落合2-3-5　B館1F 859-6930 ○

中央区 山内歯科クリニック 上落合2-9-3 857-5221 ○

中央区 ホワイト歯科よの 上落合3-3-40 858-4848 ○

中央区 樋口歯科医院 上落合3-13-19 852-0661 ○

中央区 中央通り歯科医院 上落合4-9-3 852-1182 ○

中央区 金子歯科診療所 上落合7-6-2 852-1208 ○

中央区 なみこし歯科医院 上落合9-1-1　1F 857-7354 ○

中央区 歯科与野医院 下落合1018 831-6062 ○

中央区 かわべ歯科医院 下落合1649-30 825-8148 ○

中央区 与野駅前ヒロデンタルクリニック 下落合1712-102 764-8140 ○

中央区 花俟歯科医院 下落合1722  SW２F 831-4538 ○

中央区 鴨田歯科クリニック 下落合2-17-15 824-3222 ○

中央区 与野グリーン歯科クリニック 下落合2-18-12 762-3695 ○

中央区 前田歯科 下落合2-22-10　1F 834-2727 ○

中央区 杉山歯科医院 下落合4-23-14 854-1182 ○

中央区 森泉歯科医院 下落合5-19-19　1F 856-3188 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

中央区 すわ歯科医院 新中里1-2-1　1F 706-8241 ○

中央区 埼大通りむらた歯科 新中里1-3-3  2F 815-6480 ○

中央区 アール歯科セントラルクリニック 新中里3-10-2 600-4618 ○

中央区 井原歯科医院 新中里5-22-9 831-4552 ○

中央区 コバヤシデンタルオフィス 新中里4-18-20 831-6801 ○

中央区 新都心アクアデンタルクリニック 新都心4-13  1F 600-1550 ○

中央区 ナカニシデンタルクリニック 大戸1-9-7 826-6556 ○

中央区 KEI三共歯科 大戸5-3-25 762-3735 ○

中央区 角田歯科医院 大戸5-13-18 831-3207 ○

中央区 井出歯科医院 大戸6-10-25 824-2889 ○

中央区 えんなみ歯科 円阿弥2-11-21 858-7770 ○

中央区 鈴谷歯科医院 鈴谷4-11-7 853-5075 ○

中央区 伊藤歯科医院 鈴谷4-11-12 857-5441 ○

中央区 原歯科クリニック 鈴谷6-16-15 854-0818 ○

中央区 ひがし歯科 鈴谷7-4-8 851-6600 ○

中央区 クローバー歯科医院 鈴谷7-6-1-112 853-8882 ○

中央区 今井歯科医院 桜丘1-8-30 856-2299 ○

中央区 ノエル歯科クリニック 八王子1-2-2 857-6057 ○

中央区 たかなし歯科 八王子3-5-19 767-7130 ○

中央区 渡辺歯科医院 八王子5-12-24 855-5506 ○

桜区 伴歯科医院 西堀1-11-6　1F 838-8623 ○

桜区 アイデンタルクリニック 西堀3-3-19 711-6322 ○

桜区 宮子歯科医院 西堀3-25-2 862-6648 ○

桜区 アップル歯科 西堀5-3-40 865-7777 ○

桜区 いわね歯科クリニック 西堀10-11-38 753-9045 ○

桜区 三愛病院  歯科口腔外科 田島4-35-17 613-2691 ○

桜区 こみね歯科医院 田島4-38-3　2F 866-6287 ○

桜区 さいたま歯科口腔外科クリニック 田島5-6-1 866-1488 ○

桜区 山田歯科クリニック 田島5-9-1　1F 862-6863 ○

桜区 フェニックス歯科クリニック 田島5-19-1 762-7767 ○

桜区 西浦和歯科医院 田島5-20-15　2F 861-0550 ○

桜区 草地歯科田島診療所 田島5-23-15 863-8681 ○

桜区 西田歯科クリニック 田島5-24-15　2F 837-8300 ○

桜区 塙歯科医院 田島6-2-13-3 862-1715 ○

桜区 岡村歯科医院 田島7-18-5 864-8148 ○

桜区 三村歯科医院 南元宿2-22-10　1F 855-8676 ○

桜区 髙﨑歯科クリニック 栄和6-3-14 856-0606 ○

桜区 髙野デンタルオフィス 上大久保205-5 855-3939 ○

桜区 あさひとう歯科クリニック 上大久保368-5 855-8800 ○

桜区 たきもと歯科クリニック 下大久保830-3 857-8100 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

桜区 小野寺歯科医院 下大久保1129-1 857-0275 ○

桜区 トモデンタルクリニック 大久保領家320-5 858-1722 ○

桜区 おおせ歯科 神田148-1 855-3571 ○

桜区 小山歯科医院 白鍬74-4 854-2911 ○

桜区 小田歯科医院 白鍬567-16 852-3232 ○

浦和区 大畑歯科口腔外科 岸町2-10-1 814-2701 ○

浦和区 大関歯科医院 岸町3-15-12 822-3250 ○

浦和区 栗下歯科医院 岸町4-14-9 822-3556 ○

浦和区 浦和歯科クリニック 岸町4-26-1-201 829-2891 ○

浦和区 松本歯科クリニック 岸町5-11-7 824-2300 ×

浦和区 青木歯科 岸町7-1-29  2F 822-3040 ○

浦和区 大谷歯科医院 岸町7-2-5-101 822-9247 ○

浦和区 とくやま歯科医院 高砂1-2-1　203 822-2228 ○

浦和区 丸山歯科医院 高砂1-2-1　南館215 834-8241 ○

浦和区 小谷野歯科 高砂1-12-1　7F 824-5421 ○

浦和区 こやた歯科医院 高砂1-14-14　3F 822-8201 ○

浦和区 あや歯科 高砂2-2-20　4F 825-4618 ○

浦和区 DENTAL OFFICE かきぬま歯いしゃ 高砂2-5-11  1F 822-1212 ○

浦和区 浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニック 高砂2-6-10  2F 824-1182 ○

浦和区 シンポ歯科クリニック浦和 高砂2-14-10 824-0200 ○

浦和区 山田歯科医院 高砂2-14-15 822-4364 ○

浦和区 エミデンタルクリニック 高砂3-6-16  2F 835-4412 ○

浦和区 クレ歯科・矯正歯科 高砂3-8-13 822-6301 ○

浦和区 大島歯科診療所 高砂4-7-5 864-2778 ×

浦和区 浦和くすのき歯科 高砂4-9-10-3 865-1188 ○

浦和区 ナグモ歯科クワバラクリニック 東高砂町2-3　4F 762-8265 ○

浦和区 ＡＢＣデンタル・矯正歯科クリニック 東高砂町14-4　2F 813-8134 ○

浦和区 深澤歯科医院 東高砂町30-11  1F 822-4773 ○

浦和区 さいたま・こども矯正歯科 仲町1-1-6  1F 824-8811 ○

浦和区 COJI DENTAL OFFICE 仲町1-1-10　5F 711-6411 ○

浦和区 たぼ歯科医院西口 仲町1-1-14　2F・3F 824-8241 ○

浦和区 すずき歯科医院 仲町1-6-6　4F 822-5080 ○

浦和区 波多野歯科医院 仲町2-3-2 825-8020 ○

浦和区 いとう歯科医院 仲町2-3-7　1F 824-4618 ○

浦和区 あんどう矯正歯科 仲町2-3-19　2F 825-7588 ○

浦和区 浦和シティ歯科クリニック 仲町2-10-20 711-8840 ○

浦和区 まつうら矯正歯科医院 仲町2-16-5 824-8118 ○

浦和区 菅原歯科医院 仲町2-17-2 747-6363 ○

浦和区 鹿島歯科医院 仲町4-2-14　2F 866-0883 ○

浦和区 宮川歯科医院 仲町4-12-7 861-9491 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

浦和区 浦和駅前トマト歯科医院 東仲町1-23　5F 811-1122 ○

浦和区 たぼ歯科医院 東仲町11-5  1F 711-8241 ○

浦和区 高島歯科クリニック 常盤5-1-3 831-5595 ○

浦和区 ほり歯科医院 常盤6-2-1　2F 834-1833 ○

浦和区 ときわ歯科 常盤9-20-12　2F 764-8649 ○

浦和区 きたばたけ歯科医院 常盤9-33-17 827-5252 ○

浦和区 倉根歯科医院 常盤10-1-9 831-5672 ○

浦和区 たかデンタルクリニック 常盤10-8-7  1F 832-4724 ○

浦和区 伊沢歯科医院 常盤10-9-17  3F 831-9305 ○

浦和区 よしの歯科クリニック 常盤10-10-14 789-6660 ○

浦和区 小宮山歯科医院 常盤10-11-18 832-3866 ○

浦和区 上原歯科医院 常盤10-22-14  A11 824-0017 ○

浦和区 登坂歯科医院 北浦和1-1-11  2F 816-4100 ○

浦和区 さいかわ歯科医院 北浦和1-2-2  2F 832-1887 ○

浦和区 松岡歯科クリニック 北浦和1-8-12  1F 881-8181 ○

浦和区 かずデンタルクリニック 北浦和1-11-18　1F 815-8211 ○

浦和区 おさだ歯科医院 北浦和1-22-10  1F 885-1118 ○

浦和区 しみずデンタルクリニック東口オフィス 北浦和3-1-12  2F 827-4310 ○

浦和区 森山歯科クリニック 北浦和3-4-14  3F 832-1220 ○

浦和区 北浦和かねこ歯科クリニック 北浦和3-8-16  1F 711-8821 ○

浦和区 北浦和歯科診療所 北浦和3-9-10 831-7535 ○

浦和区 しみずデンタルクリニック 北浦和4-1-5　2F 827-5166 ○

浦和区 吉田歯科 北浦和4-2-6　2F 832-6778 ○

浦和区 トンボ歯科クリニック北浦和 北浦和4-3-5　1F 825-6500 ○

浦和区 野中歯科クリニック 北浦和5-15-1 824-8211 ○

浦和区 猪狩歯科医院 針ヶ谷3-8-19 831-5463 ○

浦和区 遠藤矯正歯科 上木崎1-1-1 2F 767-7399 ○

浦和区 武田歯科医院 上木崎1-1-5　2F 832-1523 ○

浦和区 はやし歯科クリニック東口オフィス 上木崎1-3-5-1 3F 826-6222 ○

浦和区 与野ＭＦデンタルクリニック 上木崎1-9-19  1F 814-1884 ○

浦和区 入江歯科医院 上木崎1-10-15　2F･3F 832-8131 ○

浦和区 工藤歯科医院 上木崎2-2-13 824-0539 ○

浦和区 矢尾歯科医院 上木崎2-2-16 825-2525 ○

浦和区 さいたま新都心ミタス歯科 上木崎2-5-2 822-8500 ○

浦和区 山﨑歯科医院 上木崎2-15-18 832-0457 ○

浦和区 市川歯科医院 上木崎4-7-10-202 824-1748 ○

浦和区 関口歯科医院 上木崎5-16-1 822-0118 ○

浦和区 上木崎歯科診療所 上木崎6-27-9 824-0531 ○

浦和区 木崎歯科医院 木崎1-15-11 881-7222 ○

浦和区 せがわ歯科医院 木崎2-34-11 834-0118 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

浦和区 ツツイデンタルクリニック 領家4-5-16  1F 711-8401 ○

浦和区 髙島歯科医院 領家4-8-19 886-1293 ○

浦和区 筒井歯科医院 領家5-10-12 883-3948 ○

浦和区 しおの歯科医院 領家6-12-12 825-3963 ○

浦和区 のもと歯科医院 領家7-24-20 815-8618 ○

浦和区 野村歯科クリニック 瀬ヶ崎2-2-8　1F 882-0575 ○

浦和区 関口歯科医院 前地2-12-1　101 883-8148 ○

浦和区 橘田歯科医院 前地3-2-2 882-4482 ○

浦和区 ひので歯科クリニック 前地3-18-17 102 767-4618 ○

浦和区 早川歯科医院 本太1-38-14 882-4323 ○

浦和区 海野歯科クリニック 本太2-27-21 887-5484 ○

浦和区 並木歯科医院 本太4-7-14 882-4809 ○

浦和区 山根歯科医院 元町2-8-1 886-8622 ○

浦和区 善積歯科医院 元町2-12-8 886-6736 ○

浦和区 大岩歯科医院 元町3-3-9 886-1817 ○

南区 片野歯科クリニック 大谷場1-5-21 883-1132 ○

南区 浅井歯科医院 大谷場2-4-5　101 711-2978 ○

南区 濱川歯科医院 南浦和2-6-3 886-0011 ○

南区 モリカゲ歯科医院 南浦和2-22-13　2F 884-1951 ○

南区 おおしろ歯科医院 南浦和2-31-19　4F 887-6480 ○

南区 木村歯科医院 南浦和2-35-6 882-9541 ○

南区 くろさき歯科 南浦和2-38-1　4F 887-9639 ○

南区 大岡歯科医院 南浦和2-42-19  1F 887-5077 ○

南区 かなえ歯科クリニック 南浦和3-3-7 711-5678 ○

南区 岡歯科医院 太田窪1284 882-1055 ○

南区 若島歯科医院 太田窪2926 885-4156 ○

南区 明花歯科クリニック 大谷口5555 874-5888 ○

南区 今村歯科医院 大谷口5706 885-7560 ○

南区 なると歯科 白幡1-12-13 678-7610 ○

南区 白幡歯科医院 白幡3-5-14 861-7266 ○

南区 くろき矯正歯科 白幡3-13-12 767-8087 ○

南区 セントラル歯科医院 白幡4-7-5　103 865-6480 ×

南区 セキハタ歯科医院 白幡4-23-11　5F・6F 839-8020 ×

南区 マーレあきら歯科クリニック 白幡5-19-19　B館1F 816-4168 ○

南区 歯科ニシムラ 辻2-20-31 861-4779 ○

南区 中川歯科医院 辻5-4-20 865-0099 ○

南区 北戸田歯科クリニック 辻8-23-3　1A1B 861-8000 ○

南区 南浦和歯科 文蔵2-1-2　102 710-0001 ○

南区 なかむら歯科クリニック 文蔵2-4-15 762-3855 ○

南区 大石歯科クリニック 文蔵2-30-14　2F 837-8241 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

南区 橋本歯科医院 文蔵3-2-20 865-6182 ○

南区 ぶぞう歯科 文蔵3-31-1　107 866-2231 ○

南区 君島歯科口腔外科クリニック 文蔵4-2-13　1F 861-8882 ○

南区 西澤歯科クリニック 別所1-19-14 862-1255 ○

南区 ファーストタワー歯科クリニック 別所7-2-1-103 865-8117 ○

南区 デンタルオフィス武蔵浦和 別所7-6-8-301 872-0621 ○

南区 武蔵浦和歯科医院 別所7-10-22　102 864-0858 ○

南区 三井歯科医院 別所7-9-3 866-7000 ○

南区 角田歯科クリニック 根岸2-4-12 863-6612 ○

南区 ふじた歯科クリニック 根岸2-14-8 839-7474 ○

南区 阿川歯科医院 根岸2-22-14 861-0059 ○

南区 かまたデンタルオフィス 根岸3-23-14 862-1182 ○

南区 今仲歯科医院 根岸4-6-2 864-2854 ○

南区 諸星歯科医院 根岸5-14-2 838-3500 ○

南区 スカイ＆ガーデンデンタルオフィス 沼影1-11-2  2F 711-1900 ○

南区 ニューグリーン歯科 沼影1-17-40 862-6500 ○

南区 しみず歯科医院 沼影1-29-4　1F 837-8461 ○

南区 マツオ歯科クリニック 沼影2-9-7 783-4555 ○

南区 浦和中央歯科クリニック 鹿手袋1-1-1　1F 863-4618 ○

南区 ひまわり歯科クリニック 鹿手袋1-4-13 837-1108 ○

南区 いちかわ歯科 鹿手袋3-24-12　1F 844-1846 ○

南区 中村歯科クリニック 鹿手袋4-25-7 866-9978 ○

南区 四谷歯科医院 四谷1-5-1 864-6789 ○

南区 山本歯科医院 四谷2-7-1 866-0541 ○

南区 モアナ歯科クリニック武蔵浦和医院 内谷7-13-8  2F 753-9998 ○

南区 さくら歯科クリニック 南本町1-5-7 837-8883 ○

南区 渡沼歯科医院 南本町1-14-5　105 866-1002 ○

緑区 志田歯科医院 太田窪1-8-17 886-7418 ○

緑区 大槻歯科医院 太田窪1-23-23 887-3245 ○

緑区 原山歯科医院 原山2-3-40 882-4187 ○

緑区 新田歯科医院 原山2-25-7 886-7122 ×

緑区 グリーン歯科クリニック 原山4-3-3　2F 881-3381 ○

緑区 ふじデンタルクリニック 原山4-33-35 871-3535 ○

緑区 なかお歯科医院 中尾209-2 764-8401 ○

緑区 野口歯科医院 中尾899-1 876-3700 ○

緑区 こささ歯科医院 大間木458-2 873-8844 ○

緑区 あつみ歯科医院 三室1209-5  2F 874-4581 ○

緑区 かねもり歯科クリニック 三室2398-1　2F 810-5017 ○

緑区 伏見歯科医院 道祖土1-23-4 886-1143 ○

緑区 あさか歯科医院 道祖土2-16-15 813-8000 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

緑区 しらこばと歯科 芝原1-5-16　ⅢA 767-8112 ○

緑区 みやざき歯科 芝原3-3-1  1F 876-3883 ○

緑区 歯科・矯正歯科いまむら 美園4-18-9 755-9083 ○

緑区 みそのガーデン歯科クリニック 美園5‐3‐8 764-8450 ○

緑区 裕木歯科クリニック 美園6-7-26 762-6487 ○

緑区 はつかわ歯科・矯正歯科クリニック 美園6-9-19 749-1864 ○

緑区 フルヤ歯科クリニック 東大門2-22-8　1F 812-1182 ○

緑区 にしやま歯科医院 馬場1-6-1　202 876-0418 ○

緑区 和田歯科医院 松木3-17-7 874-0405 ○

緑区 はまわき歯科 東浦和1-3-10　2F 873-7707 ○

緑区 東浦和おか歯科・矯正歯科 東浦和1-21-8　1F 749-1226 ○

緑区 大谷歯科クリニック 東浦和4-3-1 875-6830 ○

緑区 こばやし歯科 東浦和5-10-2　2F 873-6874 ○

緑区 カムカムデンタルクリニック 東浦和5-13-6 874-1883 ○

緑区 むらまつおとなこども歯科 東浦和5-14-10 712-6480 ○

緑区 生協歯科 東浦和6-16-1 810-6100 ○

緑区 リュウデンタルハウス 代山22-1 878-5000 ○

緑区 あきデンタルクリニック大門 大門1746 799-3218 ○

緑区 きくち歯科クリニック 大門2959-1 812-2567 ○

岩槻区 いしはらデンタルクリニック 岩槻5196-2 795-8241 ○

岩槻区 城北デンタルクリニック 岩槻6757-1 720-8191 ○

岩槻区 金沢クリニック 太田1-1-18 758-1549 ○

岩槻区 岩㟢歯科医院 太田2-7-2 758-1571 ○

岩槻区 みやうち歯科 城南4-3-56 798-7198 ○

岩槻区 本町かとうデンタルクリニック 本町2-1-37 756-2300 ○

岩槻区 丸山記念総合病院歯科 本町2-10-5 757-3512 ○

岩槻区 さかい歯科医院 本町4-8-12 756-4710 ○

岩槻区 勝沼歯科クリニック 南平野4-8-1 756-0275 ○

岩槻区 石川歯科医院 仲町1-12-21 756-7777 ○

岩槻区 田口歯科医院 東町2-1-3 756-0439 ○

岩槻区 あかいけデンタルクリニック 西町1-1-26　204 790-3918 ○

岩槻区 西町矯正歯科クリニック 西町1-3-5  2F 757-1184 ○

岩槻区 長谷川歯科医院 西町1-3-15 756-1258 ○

岩槻区 増田歯科医院 西町1-5-6 756-6100 ○

岩槻区 こうの歯科医院 愛宕町4-24 756-1116 ○

岩槻区 清水歯科医院　 南下新井1554-1 798-7095 ○

岩槻区 天野歯科医院 尾ヶ崎373-1 798-7657 ○

岩槻区 こみぞ歯科医院 小溝771-6 796-8182 ○

岩槻区 𠮷武歯科医院 表慈恩寺651-1 794-8241 ○

岩槻区 若松歯科医院 上野2-10-19 795-2070 ○



区 医療機関名 所在地 電話 フッ化物

岩槻区 さとう歯科医院 本宿23-1 797-6161 ○

岩槻区 スワンデンタルクリニック 本宿219-1 757-8852 ○

岩槻区 すわ公園デンタルクリニック 諏訪4-1-7 876-8008 ○

岩槻区 森泉歯科医院 東岩槻2-5-6　2F 794-3409 ○

岩槻区 松丸・歯科・矯正歯科・医院 東岩槻5-3-11 756-6643 ○

岩槻区 ウニクス浦和美園歯科・矯正歯科 美園東2-17-13  2F 720-8993 ○

岩槻区 White leaf dental clinic 美園東2-19-2 798-8011 ○


