
平成30年度　藤沢市成人歯科健診　協力歯科医療機関リスト
成健地区 成健番号 歯科医療機関名 住　　　　　　　　　　所 建　物　名 電話番号

藤沢 1 青木歯科医院 藤沢市朝日町10-6 シマダビル1F 27-2762
藤沢 2 鈴木デンタルクリニック 藤沢市藤沢4 鈴木ビル1F 24-4560
藤沢 3 西口歯科医院 藤沢市藤沢43 サクラシア藤沢ビル1F 26-5595
藤沢 4 ともき歯科クリニック 藤沢市藤沢97-2-1F 23-8148
藤沢 5 高木歯科医院 藤沢市藤沢143 22-2926
藤沢 6 平野歯科医院 藤沢市藤沢222 エクセルシオール藤沢1F 22-8418
藤沢 7 サンタ歯科医院 藤沢市藤沢388-1 富士ビル新館1F 50-2511
藤沢 8 ルミネ藤沢歯科 藤沢市藤沢438-1 ルミネプラザ7F 50-4182
藤沢 9 大森歯科医院 藤沢市藤沢460 22-3233
藤沢 10 小野田歯科医院 藤沢市藤沢537 22-5760
藤沢 11 山川歯科医院 藤沢市藤沢541 26-5700
藤沢 13 うめ歯科クリニック・うめこども歯科 藤沢市藤沢1006-1-102 52-6222
藤沢 14 藤巻歯科医院 藤沢市藤沢1015 藤沢Fビル4F 25-8024
藤沢 15 堀田歯科医院 藤沢市藤沢1025 22-2980
藤沢 16 阿保歯科医院 藤沢市藤沢3-2-4 24-5488
藤沢 17 三橋歯科医院 藤沢市藤沢3-3-3 23-4018
藤沢 18 黒川歯科医院 藤沢市南藤沢2-8 22-7022
藤沢 19 正木矯正歯科 藤沢市南藤沢4-16 マサキビル5F 26-5366
藤沢 20 神谷デンタルオフィス 藤沢市南藤沢7-2 50-4505
藤沢 21 髙橋歯科医院 藤沢市南藤沢8-3 プレジデント藤沢112号 26-1398
藤沢 22 東湘歯科 藤沢市南藤沢16-10-302 26-8561
藤沢 23 ミント歯科 藤沢市南藤沢20-23 アシビシティービル6F 23-1277
藤沢 24 藤沢歯科 藤沢市南藤沢21-6-4F 26-8541
藤沢 25 カワノ歯科 藤沢市南藤沢22-7-401 27-2552
藤沢 26 歯科熱田医院 藤沢市南藤沢22-14-601 22-2386
藤沢 27 鶴田歯科医院 藤沢市本藤沢6-1-9 81-7781
藤沢 29 いとう歯科 藤沢市西富1-2-3 26-0709
藤沢 30 竹下歯科医院 藤沢市本町2-9-20 55-1320
藤沢 31 本町歯科クリニック 藤沢市本町3-5-7 23-8250
藤沢 32 永海歯科医院 藤沢市本町4-5-23 22-5418
藤沢 33 みやた歯科クリニック 藤沢市本町4-8-38 サンハイツ湘南1F 55-1809
鵠沼 34 藤沢デンタルオフィス 藤沢市鵠沼石上1-1-1 江ノ電第二ビル7F 20-5184
鵠沼 35 鵠沼アルカディア歯科 藤沢市鵠沼石上1-1-15 藤沢リラビル1F 29-5755
鵠沼 36 K'z Dental office 藤沢市鵠沼石上1-2-2 ASCAビル3F 29-8345
鵠沼 37 藤沢駅南口歯科クリニック 藤沢市鵠沼石上1-4-8 3F-A 28-0675
鵠沼 38 川村歯科クリニック 藤沢市鵠沼石上1-8-5 25-4618
鵠沼 39 瓜生歯科医院 藤沢市鵠沼石上2-2-5 24-6133
鵠沼 40 上田歯科医院 藤沢市鵠沼石上2-4-6 25-1007
鵠沼 41 医療法人オリーブの木　なかむら歯科医院 藤沢市鵠沼海岸1-3-9 33-0100
鵠沼 42 遠見歯科医院 藤沢市鵠沼海岸2-2-13 36-1181
鵠沼 155 鵠沼海岸駅前歯科医院 藤沢市鵠沼海岸2-3-14-2F 36-2600
鵠沼 43 医療法人社団湘耀会　Ken歯科 藤沢市鵠沼海岸2-5-5 37-4618
鵠沼 44 コモダ歯科医院 藤沢市鵠沼海岸3-3-1 33-3982
鵠沼 45 高橋歯科クリニック 藤沢市鵠沼海岸3-6-8 34-7733
鵠沼 46 島田歯科クリニック 藤沢市鵠沼海岸4-9-1 33-6644
鵠沼 47 西山歯科医院 藤沢市鵠沼桜が岡4-12-3 25-1185
鵠沼 48 狩野歯科医院 藤沢市鵠沼桜が岡4-15-17 23-1178
鵠沼 49 小池歯科医院 藤沢市鵠沼橘1-3-19-101 26-7650
鵠沼 50 かのお歯科医院 藤沢市鵠沼橘1-17-1 飯田屋ビル3F 26-6480
鵠沼 51 湘南歯科口腔外科クリニック 藤沢市鵠沼橘1-17-13 SKビル3F 21-9707
鵠沼 52 たちばな歯科医院 藤沢市鵠沼橘2-12-26 27-2593
鵠沼 53 本多歯科医院 藤沢市鵠沼花沢町1-9 28-4181
鵠沼 54 森歯科内科クリニック 藤沢市鵠沼花沢町2-15 26-6218
鵠沼 55 湘南ライフ歯科 藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル2F 53-8417
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鵠沼 56 くげぬま歯科室 藤沢市鵠沼藤が谷2-7-21 27-8998
鵠沼 57 榎本歯科医院 藤沢市鵠沼藤が谷2-9-21 23-9162
鵠沼 58 ひろちかデンタルクリニック 藤沢市鵠沼藤が谷2-12-8 54-0808
鵠沼 59 大谷歯科医院 藤沢市鵠沼藤が谷3-11-19 26-6677
鵠沼 60 ささき歯科医院 藤沢市鵠沼松が岡4-1-13 28-8241
鵠沼 61 穴山歯科医院 藤沢市鵠沼松が岡4-18-12 22-3997
鵠沼 62 きくち歯科クリニック 藤沢市本鵠沼4-6-14 33-9297
鵠沼 63 野中歯科医院 藤沢市本鵠沼4-14-6 35-0118
村岡 64 神保デンタルクリニック 藤沢市川名1-10-27 26-6481
村岡 65 藤が岡デンタルクリニック 藤沢市藤が岡2-13-13 25-6192
村岡 66 柄沢橋歯科 藤沢市藤が岡3-9-1 24-0777
村岡 67 永村歯科クリニック 藤沢市弥勒寺1-2-10 24-5776
村岡 68 むらおか歯科医院 藤沢市弥勒寺2-3-28 24-1120
村岡 69 加藤歯科クリニック 藤沢市弥勒寺3-1-7 佐々木ビル2F 27-6475
村岡 70 佐藤歯科 藤沢市村岡東1-17-12 22-2852
村岡 71 さくら歯科医院 藤沢市渡内4-5-18-101 27-0118
片瀬 72 かいどう歯科 藤沢市片瀬375-2 28-1122
片瀬 73 小笠原歯科医院 藤沢市片瀬3-1-39 25-2000
片瀬 74 コタケ歯科医院 藤沢市片瀬3-17-22 29-8029
片瀬 75 むくなし歯科医院 藤沢市片瀬4-17-15 50-6974
片瀬 76 小野歯科医院 藤沢市片瀬海岸1-3-20 22-4777
片瀬 77 片瀬歯科医院 藤沢市片瀬海岸1-13-15 ライオンズマンション湘南江の島2F 27-4182
辻堂 78 辻堂手塚歯科クリニック 藤沢市辻堂新町1-1-15 山上ビル3F 36-3338
辻堂 79 Ｔ＆Ｓデンタルクリニック 藤沢市辻堂新町1-1-17 プレール湘南辻堂ステーションタワー2F 37-4175
辻堂 80 辻堂デンタルクリニック 藤沢市辻堂新町1-17-24 豊信ビル1F 33-8477
辻堂 81 木村歯科医院 藤沢市辻堂新町2-5-15 34-6663
辻堂 82 工藤歯科医院 藤沢市羽鳥2-11-15 33-4188
辻堂 83 つるしげ歯科医院 藤沢市羽鳥3-1-8 アエラス辻堂W-105 35-6707
辻堂 84 間宮歯科医院 藤沢市羽鳥3-5-1 36-1733
辻堂 85 齊藤歯科クリニック 藤沢市羽鳥3-20-5 35-8249
辻堂 86 杉山歯科医院 藤沢市辻堂2-4-29-201 34-7567
辻堂 87 小守デンタルオフィス 藤沢市辻堂2-7-14 33-8920
辻堂 88 さがら歯科医院 藤沢市辻堂2-9-6 国信ビル2F 33-7101
辻堂 89 高橋歯科医院 藤沢市辻堂5-10-1 33-2227
辻堂 90 関根歯科医院 藤沢市辻堂元町1-2-12 36-6444
辻堂 91 岩屋歯科医院 藤沢市辻堂元町1-6-21 34-6638
辻堂 92 元町歯科 藤沢市辻堂元町5-4-11 33-7876
辻堂 93 青木歯科医院 藤沢市辻堂東海岸1-3-3 36-7835
辻堂 94 かやの歯科医院 藤沢市辻堂東海岸1-9-23 34-6482
辻堂 95 浜見山歯科医院 藤沢市辻堂東海岸1-11-27 33-8048
湘南大庭 96 いざき歯科クリニック 藤沢市大庭5061-2 イオン藤沢店3F 88-8148
湘南大庭 97 くずはら歯科医院 藤沢市大庭5349-6 サンアネックスビル20A 86-0030
湘南大庭 98 清水歯科医院 藤沢市大庭5464-10 88-1817
湘南大庭 99 石田歯科クリニック 藤沢市大庭5682-9 ライフビル3F 87-8182
六会 100 柳田歯科医院 藤沢市石川1-1-20 89-6766
六会 101 ヨシダ歯科クリニック 藤沢市石川3-30-8 コスモヒルズ壱番館A号 54-8214
六会 102 こしば歯科医院 藤沢市石川4-35-18 88-8241
六会 103 ペンギンデンタルクリニック 藤沢市亀井野632-1 84-4618
六会 104 阿南歯科医院 藤沢市亀井野1-2-1 83-5227
六会 105 のぼり歯科医院 藤沢市亀井野2-1-11 湘南六会ビル2F 81-8210
六会 106 江尻歯科 藤沢市亀井野2-3-3 ジャンボリー六会2F 82-8282
六会 107 渡辺歯科医院 藤沢市亀井野4-5-11 80-1361
善行 108 のむら歯科医院 藤沢市善行1-4-5 KUパレス善行1F 84-2333
善行 109 正木歯科クリニック 藤沢市善行1-5-10 田野井ビル1F 82-2070
善行 110 ユーセニアデンタルオフィス 藤沢市善行1-15-8 81-8064
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善行 111 南歯科医院 藤沢市善行1-25-2 斉藤ビル2F 82-4404
善行 112 小野歯科医院 藤沢市善行1-25-12 81-0116
善行 113 片山歯科クリニック 藤沢市善行1-28-2 小田急マルシェ2F 83-1182
善行 114 秋本歯科医院 藤沢市善行2-13-13 81-7766
善行 115 松本デンタルクリニック 藤沢市善行2-25-15 サニーレジデンス第6ビル1F 83-1180
善行 116 山崎歯科医院 藤沢市善行6-16-21 善行クリニック2F 83-1844
善行 117 まこと歯科クリニック 藤沢市善行7-4-1 斎ビル2F 81-8127
善行 118 たかぎ歯科医院 藤沢市善行坂1-5-23 HASEGAWA BLD 2F 81-6489
湘南台 119 小原歯科医院 藤沢市湘南台1-6-1 西村ビル2F 46-0150
湘南台 120 わかすぎ歯科 藤沢市湘南台1-10-6 45-8249
湘南台 121 西山歯科医院 藤沢市湘南台1-14-3 45-8282
湘南台 122 ヒロ歯科 藤沢市湘南台1-20-1 43-6466
湘南台 123 トミタ歯科医院 藤沢市湘南台2-4-1 63田中ビル2F 45-8296
湘南台 124 田中歯科医院 藤沢市湘南台2-24-19 46-1500
湘南台 125 三宅歯科医院 藤沢市湘南台2-25-7 44-8012
湘南台 126 川田デンタルクリニック 藤沢市湘南台2-27-15 東永ビル302 47-6797
湘南台 127 三丁目歯科医院 藤沢市湘南台3-21-2 45-0051
湘南台 128 医療法人社団　星谷歯科医院 藤沢市湘南台4-1-19 45-3400
湘南台 129 わだ歯科クリニック 藤沢市湘南台4-5-1 プレジャ湘南台2F 45-0648
湘南台 130 近藤歯科医院 藤沢市湘南台4-16-2 42-0418
湘南台 131 サム小児歯科クリニック 藤沢市湘南台5-4-4 ソナーレ湘南台1F 45-5716
湘南台 132 藤沢まごころ歯科 藤沢市湘南台5-6-24 44-6480
湘南台 133 こばやし歯科医院 藤沢市湘南台5-7-2 45-6848
湘南台 134 首藤歯科クリニック 藤沢市湘南台5-13-13 43-6316
湘南台 135 村岡歯科 藤沢市湘南台5-21-1 45-5660
湘南台 136 オゼキ歯科医院 藤沢市湘南台6-1-5 57田中ビル2F 43-1101
湘南台 137 つのだ歯科クリニック 藤沢市湘南台7-3-10 41-0418
長後 138 おおた歯科医院 藤沢市下土棚467-9 山口ビル4F 44-5559
長後 139 アライ歯科医院 藤沢市下土棚471 45-6101
長後 140 山本歯科医院 藤沢市下土棚510-1 シコービル4F 43-9018
長後 141 湘南なかがわ歯科 藤沢市下土棚512-3 45-7004
長後 142 城戸歯科クリニック 藤沢市下土棚540 45-0033
長後 143 山崎歯科医院 藤沢市長後679-1 シャトル湘南2F 45-4436
長後 144 浜名歯科医院 藤沢市長後740 44-2589
長後 145 和田歯科診療所 藤沢市高倉645 44-0020
長後 146 馬嶋歯科医院 藤沢市高倉869-4 45-8901
長後 147 くぼ歯科医院 藤沢市高倉872 三河屋2F 43-8880
御所見 148 医療法人社団結の会　小笠原歯科クリニック 藤沢市用田637-1 47-1473
御所見 149 鈴木歯科 藤沢市打戻1795-5 48-3349
御所見 150 東出歯科医院 藤沢市打戻1859-6 48-5996
遠藤 151 さとう歯科 藤沢市遠藤701-7 87-7377
遠藤 152 関原歯科クリニック 藤沢市遠藤863-5 88-6480
遠藤 153 風間歯科医院 藤沢市遠藤880-2 87-6665
遠藤 154 ちば歯科医院 藤沢市遠藤3590-16 48-5187
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