愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

大久手歯科クリニック

〒464-0850
名古屋市千種区今池三丁目41番15号

052-741-4618

おのこども歯科医院

〒464-0004
名古屋市千種区京命一丁目１－３２アスティショッピングセンター２Ｆ

052-769-1183

安藤歯科医院

〒464-0032
名古屋市千種区猫洞通5丁目25番地の2

052-781-1274

いしはら歯科クリニック

〒464-0082
名古屋市千種区上野三丁目20-11

052-722-6822

伊與木歯科医院

〒464-0036
名古屋市千種区本山町4-27

052-751-3536

今池加藤歯科

〒464-0850
名古屋市千種区今池一丁目12ｰ13 ｻﾝｱﾐﾋﾞﾚｯｼﾞ2F

052-731-3323

御影歯科

〒464-0014
名古屋市千種区御影町2-43

052-723-1180

黒須歯科医院

〒464-0806
名古屋市千種区唐山町2-26

052-781-9848

佐久間歯科

〒464-0084
名古屋市千種区松軒2-13-17

052-723-7000

本山デンタルクリニック

〒464-0807
名古屋市千種区東山通二丁目3-1

052-781-9876

高木歯科医院

〒464-0073
名古屋市千種区高見一丁目8-12

052-751-4154

高田歯科室

〒464-0850
名古屋市千種区今池一丁目6-2クレストアマノ１Ｆ

052-733-0610

わんぱく歯科

〒464-0850
名古屋市千種区今池三丁目4-18 宝今池ﾊｲﾂ1F

052-733-8757

富岡歯科医院

〒464-0094
名古屋市千種区赤坂町4-72

052-711-5883

日進通デンタルクリニック

〒464-0844
名古屋市千種区日進通3-13-2

052-753-1182

にいのみデンタルクリニック

〒464-0858
名古屋市千種区千種二丁目24-2 千種ﾀﾜｰﾋﾙｽﾞ

052-745-0880

平岡歯科医院

〒464-0032
名古屋市千種区猫洞通3-2-5 OKﾊｲﾂ1F

052-762-8211

藤井・こすが歯科

〒464-0097
名古屋市千種区鍋屋上野町東脇1033-2

052-711-7531

藤正歯科医院

〒464-0095
名古屋市千種区天満通1-5

052-711-8273

ムカイダ歯科医院

〒464-0006
名古屋市千種区光が丘1-3-6 ｼﾃｨｺｰﾎﾟ光が丘1-103

052-722-1007

山田歯科医院

〒464-0076
名古屋市千種区豊年町4-13 中京ﾚﾝｶﾞﾋﾞﾙB棟E1

052-722-8285

余語歯科

〒464-0847
名古屋市千種区春岡通七丁目34-3

052-761-2600

千種区
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

北区

電話番号

あんどう歯科

〒465-0063
名古屋市名東区新宿１－１５６

052-702-4618

伊澤歯科医院

〒465-0042
名古屋市名東区照が丘25 ｺ-ﾎﾟﾆｭ-照102

052-775-2037

伊藤歯科医院

〒465-0032
名古屋市名東区藤が丘142-4

052-775-0321

おか歯科クリニック

〒465-0064
名古屋市名東区大針２－４

052-704-6200

松岡歯科クリニック

〒465-0085
名古屋市名東区西山本通2-12

052-782-0158

もりかわ矯正歯科

〒465-0095
名古屋市名東区高社1－93 アプリーテ星ヶ丘２F

052-775-0418

竹内歯科室

〒461-0005
名古屋市東区東桜1丁目10-35 ｾﾝﾄﾗﾙ野田ﾋﾞﾙ3F

052-961-7575

なかむら歯科

〒461-0045
名古屋市東区砂田橋3-2-101-110

052-722-4450

まつうら歯科 歯科口腔外科

〒461-0045
名古屋市東区砂田橋一丁目1-10 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ砂田橋2F

052-908-4118

浅野歯科医院

〒462-0836
名古屋市北区大杉町1-16

052-981-1390

鬼頭歯科

〒462-0854
名古屋市北区若葉通1丁目25番地 若葉ﾋﾞﾙ

052-915-0736

ぽぱい歯科

〒462-0008
名古屋市北区如来町１７４

052-982-7575

竹内歯科

〒462-0808
名古屋市北区上飯田通3-35-4

052-981-4451

徳倉歯科口腔外科・矯正歯科

〒462-0004
名古屋市北区三軒町146

052-901-1711

葉山歯科

〒462-0845
名古屋市北区柳原三丁目3-8

052-916-1872

光輪歯科

〒462-0825
名古屋市北区大曽根四丁目20番31号

052-914-8148

あかほり歯科医院

〒463-0017
名古屋市守山区喜多山二丁目2-4

052-792-1338

医）弘和会 ハートデンタルクリニック

〒463-0079
名古屋市守山区幸心2-1317

052-793-1818

守山デンタルクリニック

〒463-0003
名古屋市守山区下志段味字島の口１７９９

052-736-0077

あさひ歯科

〒463-0036
名古屋市守山区向台一丁目308-1

052-776-5959

ホワイト歯科

〒463-0097
名古屋市守山区川村町145

052-794-6480

米山デンタルオフィス

〒463-0056
名古屋市守山区新城25-18 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾙ城下2階

052-792-1030

名東区

東区

住 所

守山区
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

西区

医療機関名

住 所

電話番号

伊藤歯科医院

〒451-0062
名古屋市西区花の木三丁目15-7

052-531-2186

伊藤歯科医院

〒451-0021
名古屋市西区天塚町4-68

052-531-6045

伊藤歯科医院

〒452-0805
名古屋市西区市場木町280

052-502-3285

富士歯科

〒452-0822
名古屋市西区中小田井5-475

052-502-8500

梅兼歯科

〒451-0053
名古屋市西区枇杷島4-24-19

052-531-8241

しんどう歯科医院

〒451-0052
名古屋市西区栄生2-11-16

052-581-1182

庄内通歯科クリニック

〒451-0014
名古屋市西区又穂町四丁目57-1

052-524-4618

ナカノ歯科医院

〒451-0042
名古屋市西区那古野二丁目10-20

052-551-2061

ハシモト歯科

〒452-0841
名古屋市西区城西町28

052-504-1223

ひびの歯科

〒452-0848
名古屋市西区西原町10

052-503-6666

フタカタ歯科

〒452-0806
名古屋市西区五才美町15 ハイツサンワ1Ｆ

052-505-3334

山本歯科医院

〒451-0045
名古屋市西区名駅二丁目4-15

052-541-1824

またほ歯科

〒451-0014
名古屋市西区又穂町3-20

052-522-8212

小出歯科医院

〒453-0032
名古屋市中村区塩池町二丁目12－26

052-482-1391

さこうデンタルクリニック

〒453-0033
名古屋市中村区栄生町８－１３日善ビル２Ｆ

052-471-0350

佐々木歯科医院

〒453-0014
名古屋市中村区則武一丁目26－13

052-452-3254

岩塚歯科医院

〒453-0861
名古屋市中村区岩塚本通り4-37

052-412-0162

内堀歯科医院

〒450-0001
名古屋市中村区那古野一丁目47-1 国際ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ十階

052-581-5580

小川歯科医院

〒453-0866
名古屋市中村区横井一丁目140

052-413-1180

奥村歯科医院

〒453-0043
名古屋市中村区上ﾉ宮町1-32

052-481-1029

高岡歯科

〒450-0002
名古屋市中村区名駅五丁目4-14 花車ﾋﾞﾙ北館3F

052-581-1764

松岡歯科

〒453-0015
名古屋市中村区椿町２１－９第一太閤ビル１Ｆ

052-451-2345

水谷歯科

〒450-0002
名古屋市中村区名駅３丁目２２－８大東海ビル３Ｆ

052-562-1005

医療法人一栄会 宮本歯科

〒453-0835
名古屋市中村区上石川町３－２１

052-411-8054

村上歯科

〒453-0842
名古屋市中村区剣町16･17

052-413-8080

よこやま歯科

〒453-0014
名古屋市中村区則武二丁目３３－１１

052-451-0180

渡辺歯科医院

〒453-0855
名古屋市中村区烏森町３－５８

052-471-3077

中村区
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

犬飼歯科医院

〒460-0007
名古屋市中区新栄一丁目9-17

052-242-2368

誠歯科

〒460-0013
名古屋市中区上前津一丁目4-12 上前津ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ3F

052-324-6886

亀井歯科

〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目6-5

052-961-6001

佐々木歯科クリニック

〒460-0011
名古屋市中区大須4丁目10番40号 ｶｼﾞｳﾗﾃｯｸｽﾋﾞﾙ4階

052-242-4182

澤歯科

〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁目18-15 第51KTﾋﾞﾙ2F

052-231-8038

しんファミリー歯科

〒460-0012
名古屋市中区千代田四丁目17－10

052-332-0110

中里歯科

〒460-0016
名古屋市中区橘一丁目12－3

052-322-4180

藤井歯科医院

〒460-0008
名古屋市中区栄一丁目３－３名古屋ヒルトンプラザ地下１Ｆ

052-231-8841

御園歯科

〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目1-1 日土地名古屋ﾋﾞﾙ2F

052-221-8911

まなぶ歯科

〒460-0007
名古屋市中区新栄3-20-28 ｱｸｼｵｽ千種4F

052-263-1182

ＴＦ栄矯正歯科クリニック

〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目4-3 TF広小路本町ﾋﾞﾙ6F

052-219-8588

宮下歯科

〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目15-22 りそな名古屋ﾋﾞﾙ7階

052-231-2377

医） 美和会 明正歯科

〒455-0806
名古屋市港区明正一丁目2-2

052-383-2600

まさき歯科医院

〒455-0006
名古屋市港区南十一番町一丁目1-5

052-653-8211

岡田デンタルクリニック

〒455-0057
名古屋市港区築盛町102-2

052-661-1266

みなと医療生活協同組合みなと歯科診療所

〒455-0014
名古屋市港区港楽三丁目7-18

052-652-5557

中区

港区
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

歯科アイノ

〒466-0834
名古屋市昭和区広路町字石坂1-1

052-833-2855

浅井歯科

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町6丁目39番地の2

052-762-3718

石田歯科

〒466-0052
名古屋市昭和区村雲町4-1

052-882-4448

伊藤歯科医院

〒466-0064
名古屋市昭和区鶴舞二丁目20-14

052-881-0678

山手通り歯科

〒466-0815
名古屋市昭和区山手通3-9 日興山手通ﾋﾞﾙ3F

052-861-3334

医）公仁会 奥村歯科診療所

〒466-0044
名古屋市昭和区桜山町4-68

052-841-6480

医）友善会 加藤歯科医院

〒466-0027
名古屋市昭和区阿由知通1-16

052-733-9141

石川橋歯科

〒466-0843
名古屋市昭和区菊園町6丁目26-7

052-853-7110

鈴木歯科医院

〒466-0014
名古屋市昭和区東畑町1-30

052-731-6509

Ｕクリニック 竹内歯科

〒466-0824
名古屋市昭和区山里町54-2

052-836-1188

〒466-0812
名古屋市昭和区八事富士見139

052-835-3200

ジュン歯科クリニック

〒466-0858
名古屋市昭和区折戸町4丁目6-14

052-752-8148

なべたに歯科医院

〒466-0832
名古屋市昭和区駒方町二丁目63番地

052-833-0518

野村歯科

〒466-0852
名古屋市昭和区萩原町二丁目15-2

052-763-5141

楽園歯科クリニック

〒466-0822
名古屋市昭和区楽園町５－１

052-861-0027

丸山歯科

〒466-0836
名古屋市昭和区上山町1-4

052-861-0500

医療法人美和会 山手デンタルクリニック

〒466-0815
名古屋市昭和区山手通一丁目１７－１Ａ－２０２

052-861-0418

やまおか歯科

〒466-0006
名古屋市昭和区北山町3-22

052-731-4518

山口歯科

〒466-0052
名古屋市昭和区村雲町17-26 成和ﾋﾞﾙ5F

052-881-8148

妙見山本歯科

〒466-0814
名古屋市昭和区妙見町112-3

052-838-9110

渡辺歯科医院

〒466-0045
名古屋市昭和区丸屋町5丁目64番地

052-841-3658

昭和区 ふじみ歯科
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

遠藤歯科医院

〒468-0011
名古屋市天白区平針三丁目1501

052-802-2411

クロダ歯科

〒468-0035
名古屋市天白区境根町150

052-892-8760

小出歯科医院

〒468-0056
名古屋市天白区島田4丁目2206

052-801-1881

歯科ナチュラル

〒468-0009
名古屋市天白区元植田三丁目1505

052-807-8282

島田が丘歯科

〒468-0029
名古屋市天白区島田が丘413

052-802-4355

いちろう歯科

〒468-0008
名古屋市天白区一本松2-1106

052-800-2655

歯科医院 たなか

〒468-0063
名古屋市天白区音聞山208

052-837-1822

松尾歯科医院

〒468-0065
名古屋市天白区中砂町２５

052-831-9965

水野歯科クリニック

〒468-0013
名古屋市天白区荒池1-1102

052-800-6030

やざわ歯科

〒468-007
名古屋市天白区塩釜口２丁目１５０１フェイムズ１Ｆ

052-835-5200

石塚歯科医院

〒467-0813
名古屋市瑞穂区西ﾉ割町3-15

052-851-1922

荻須デンタルクリニック

〒467-0852
名古屋市瑞穂区明前町10-6

052-693-6480

桑原歯科医院

〒467-0853
名古屋市瑞穂区内浜町26-13

052-811-3663

〒467-0831
名古屋市瑞穂区惣作町3-43-1 ｸﾘｴｲﾄ妙音1F

052-851-6480

玉水デンタルクリニック

〒467-0046
名古屋市瑞穂区玉水町一丁目４８－１

052-831-4618

村瀬歯科医院

〒467-0046
名古屋市瑞穂区玉水町2-60-1

052-832-4772

吉田歯科医院

〒467-0026
名古屋市瑞穂区陽明町一丁目16-2

052-832-2990

〒456-0035
名古屋市熱田区白鳥三丁目8ｰ27

052-671-2379

天白区

瑞穂区 たかせ歯科クリニック

熱田区 玉木歯科医院
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

電話番号

浅井歯科医院

〒454-0839
名古屋市中川区篠原橋通3-40

052-362-1235

いとう歯科

〒454-0961
名古屋市中川区戸田明正２－２８０６アネックスベルフォーレ１Ｆ

052-432-2030

板津歯科医院

〒454-0927
名古屋市中川区打中二丁目112番地

052-351-6480

かとうデンタルクリニック

〒454-0954
名古屋市中川区江松三丁目１３９番地

052-302-2775

金子歯科

〒454-0912
名古屋市中川区野田一丁目315番地

052-354-6171

〒454-0052
名古屋市中川区花塚町2-43

052-351-9119

すぎむら歯科クリニック

〒454-0912
名古屋市中川区野田1-184

052-364-5711

土屋歯科

〒454-0826
名古屋市中川区小本本町２－４５

052-352-4182

のざき歯科クリニック

〒454-0826
名古屋市中川区大当郎一丁目１９１１

052-302-5678

まつばら歯科

〒454-0873
名古屋市中川区上高畑２－１７４－２

052-352-9100

もり歯科医院

〒454-0833
名古屋市中川区上脇町1丁目38番地

052-354-0118

中嶋歯科医院

〒457-0866
名古屋市南区三条一丁目5-10

052-691-8346

橋本歯科医院

〒457-0043
名古屋市南区戸部町3-16-1

052-811-3033

ユウ矯正歯科・小児歯科

〒458-0013
名古屋市緑区ほら貝二丁目411-1

052-876-4811

うえのだ歯科

〒458-0044
名古屋市緑区池上台1丁目172番

052-892-8200

おけはざま歯科クリニック

〒458-0926
名古屋市緑区桶狭間上の山713

052-623-6611

じんの歯科クリニック

〒458-0804
名古屋市緑区亀が洞1丁目410番地

052-879-1818

ひまわり歯科医院

〒458-0013
名古屋市緑区ほら貝２－１０９サンライズ大国屋館ほら貝１０２

052-878-5432

相生デンタルクリニック

〒458-0011
名古屋市緑区相川三丁目33番地 ﾊｲﾈｽ相川101

052-877-6800

戸谷歯科医院

〒458-0016
名古屋市緑区上旭二丁目601

052-896-2334

池上台歯科

〒458-0045
名古屋市緑区鹿山１－６１

052-892-0418

伝治山歯科医院

〒458-0845
名古屋市緑区鹿山１－６１

052-891-1182

神の倉歯科

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚1丁目608番地の1

052-878-9219

はやし歯科

〒458-0006
名古屋市緑区細口二丁目607番地

052-877-8241

中川区 近藤歯科医院

南区

緑区

住 所
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

電話番号

青山歯科医院

〒494-0011
一宮市西萩原字上沼16

0586-68-2100

悠和歯科クリニック

〒491-0111
一宮市浅井町河端字宮前38-1

0586-51-1112

ひまわり歯科医院

〒494-0004
一宮市北今字西田面二ノ切54-3

0586-64-0707

さとう歯科

〒491-0816
一宮市千秋町浅野羽根字 六反畑14-1

0586-81-6480

ソブエ歯科

〒491-0911
一宮市野口一丁目11-5

0586-45-2433

なかお歯科

〒491-0871
一宮市浅野字大茶木28

0586-81-0020

泰歯科

〒491-0823
一宮市丹陽町五日市場字屋敷174

0586-77-3941

はたさ歯科医院

〒491-0113
一宮市浅井町西浅井桜北10

0586-78-8510

ヒロ歯科室

〒491-0859
一宮市本町四丁目15-21 ｻﾝﾊﾟｰｸ本町103号室

0586-23-2800

水谷歯科

〒494-0003
一宮市三条字墓北52-2

0586-62-8815

大谷歯科クリニック

〒489-0066
瀬戸市東横山町138番地

0561-21-3012

東京堂歯科

〒489-0972
瀬戸市西原町1-83

0561-82-3334

なえば歯科

〒489-0983
瀬戸市苗場町172-1

0561-21-0388

むぎ歯科

〒489-0048
瀬戸市窯神町8番地

0561-84-6400

ベル歯科

〒489-0809
瀬戸市共栄通5-13-1

0561-88-2277

山中歯科医院

〒489-0031
瀬戸市五位塚町11-60

0561-21-7201

医）正美会 ふくい歯科医院

〒480-1123
長久手市東狭間108

0561-61-1708

静間歯科医院

〒475-0921
半田市天神町51番地の10

0569-21-0066

乙川パーク歯科

〒475-0084
半田市向山町一丁目2-4

0569-47-7105

ジンデ歯科口腔外科

〒475-0837
半田市有楽町五丁目214-3

0569-25-0555

あい歯科医院

〒475-0925
半田市宮本町六丁目206-19

0569-24-7585

村井歯科

〒475-0961
半田市岩滑中町一丁目80-4

0569-22-1315

モトム歯科

〒470-2105
知多郡東浦町藤江大坪15-2

0562-84-2558

一宮市

瀬戸

住 所

半田
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

井上歯科

〒487-0035
春日井市藤山台八丁目17-6

0568-91-8888

小川歯科クリニック

〒486-0807
春日井市大手町1623

0568-33-1182

プラザ片田歯科医院

〒486-0931
春日井市松新町1‐5 ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ勝川1F

0568-31-3231

川口歯科医院

〒486-0824
春日井市割塚町155

0568-84-4400

河原歯科クリニック

〒486-0926
春日井市小野町５丁目88の10ラフィネ小野1F

0568-82-2323

〒486-0927
春日井市柏井町3-111 第6ｶｰｻ円正ﾋﾞﾙ1F

0568-34-6666

成橋歯科

〒486-0901
春日井市牛山町2289－1

0568-33-0328

野村歯科クリニック

〒486-0901
春日井市牛山町東脇1809-1

0568-34-6801

松本歯科クリニック

〒487-0013
春日井市高蔵寺町三丁目3-4 ﾄﾞｴﾙM1st200号

0568-52-1182

三好歯科医院

〒487-0034
春日井市白山町八丁目8-3

0568-51-8210

渡辺歯科医院

〒486-0917
春日井市美濃町3-46

0568-32-3232

佐藤歯科医院

〒496-0046
津島市柳原町1-48

0567-26-4335

愛歯科高見クリニック

〒496-0819
津島市又吉町1-13-1

0567-23-1351

野田歯科医院

〒484-0081
犬山市犬山字富士見町12-7

0568-62-7022

犬山扶桑 野田歯科医院

〒484-0081
犬山市犬山字富士見町12-7

0568-62-7022

はまじま歯科医院

〒480-0104
丹羽郡扶桑町斉藤字旭430

0587-93-8448

医）俊明会 いわい歯科医院

〒483-8423
江南市東野町郷前西38番地

0587-56-3377

大平歯科

〒483-8175
江南市北野町天神33

0587-56-4182

なかよし歯科

〒483-8323
江南市村久野町門弟山261

0587-53-1818

こまだ歯科

〒483-8144
江南市小郷町楽ﾉ山20番地

0587-53-0898

カジウラ歯科

〒482-0042
岩倉市中本町川添21-1

0587-66-6480

医）東洋会 岩倉中央歯科医院

〒482-0012
岩倉市稲荷町大摩48-1

0587-37-8241

藤本歯科医院

〒480-0126
丹羽郡大口町伝右２－４７

0587-81-4321

医）仁志会 夫馬歯科クリニック

〒482-0022
岩倉市栄町2-31

0587-66-2550

もみの木歯科

〒480-0125
丹羽郡大口町外坪一丁目51-1

0587-95-3939

春日井市 滝川歯科診療所

津島市

尾北

9/15

愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

城山歯科医院

〒485-0812
小牧市城山3－6－3

0568-79-0418

アキデンタルクリニック

〒485-0043
小牧市桜井本町139

0568-71-8800

稲垣歯科

〒485-0803
小牧市高根二丁目324

0568-78-2525

〒485-0007
小牧市久保一色南二丁目155-2

0568-76-0508

ササキデンタルクリニック

〒485-0804
小牧市池之内字妙堂3421番5

0568-78-1288

二重堀歯科

〒485-0021
小牧市二重堀232-1

0568-71-8000

みやもと歯科

〒485-0832
小牧市応時2－184

0568-76-0841

小川歯科クリニック

〒492-8044
稲沢市陸田宮前一丁目14-11

0587-22-3456

木村歯科

〒492-8208
稲沢市松下一丁目19-1

0587-21-1184

竹市歯科

〒492-8024
稲沢市赤池南町63

0587-21-8787

ライフ歯科クリニック

〒492-8142
稲沢市長野一丁目9番15号

0587-23-8011

早瀬歯科医院

〒495-0014
稲沢市祖父江町大牧郷中18-2

0587-97-6388

矢合歯科

〒492-8342
稲沢市矢合町辻初323-1

0587-36-4581

水谷歯科

〒492-8151
稲沢市井之口北畑町244

0587-23-0100

千代田歯科医院

〒492-8441
稲沢市福島町中浦61-2

0587-36-1184

南イダ歯科

〒477-0032
東海市加木屋町丸根19-32

0562-34-0505

河合歯科第３医院

〒477-0031
東海市大田町汐田97

0562-32-0332

杉山歯科医院

〒477-0037
東海市高横須賀町西岨17-3

0562-32-2436

高津歯科医院

〒477-0032
東海市加木屋町六反田73

0562-33-0333

大堀歯科クリニック

〒477-0032
東海市加木屋町東大堀32-165

0562-35-0508

ひかり歯科

〒476-0002
東海市名和町1-69大法ビル2階

052-601-2553

本郷歯科医院

〒477-0032
東海市加木屋町鈴井田125-1

0562-33-1160

水野歯科

〒477-0037
東海市高横須賀町呉天石122-1

0562-32-0418

村上歯科

〒476-0011
東海市富木島町東山34-1

052-601-8110

吉田歯科医院

〒476-0012
東海市富木島町伏見二丁目15-4

052-601-1180

小牧市 河村歯科医院

稲沢市

東海市
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

電話番号

あすか台歯科クリニック

〒479-0868
常滑市飛香台七丁目3-4

0569-47-7717

金山歯科医院

〒479-0863
常滑市西之口4丁目76-1

0569-43-2796

久野歯科医院

〒479-0863
常滑市西之口1-74

0569-43-11246

清則歯科

〒478-0041
知多市日長字赤坂86-6

0562-56-1280

医）柊みみはなのどクリニック

〒474-0053
大府市柊山町３－３１５

0562-46-3341

医） 山川歯科

〒479-0838
常滑市鯉江本町５－８８

0569-35-4875

コザコ歯科医院

〒488-0022
尾張旭市狩宿新町1丁目94-1

0561-51-1234

ひまわり歯科クリニック

〒488-0043
尾張旭市北本地ケ原町２－１３

0561-76-3440

〒488-0033
尾張旭市東本地ケ原町三丁目９７番地

0561-54-2234

谷口歯科クリニック

〒488-0014
尾張旭市三郷町中井田74

0561-53-2705

本地ケ原歯科

〒488-0043
尾張旭市北本地ケ原町１－５４

0561-54-3926

あさの歯科クリニック

〒470-1141
豊明市阿野町西ﾉ海戸24-1

0562-92-5088

おかまつ歯科

〒470-0162
愛知郡東郷町春木字白土2-119

052-806-8001

三浦歯科医院

〒470-1142
豊明市阿野町東阿野197

0562-93-8148

みつばやし歯科クリニック

〒470-1112
豊明市新田町子持松11-10

0562-92-2228

鈴木歯科

〒470-0135
日進市岩崎台一丁目740番地

0561-73-2711

日進市役所前 つばさ歯科・矯正歯科

〒470-0122
日進市蟹甲町池下251-1

0561-76-6345

医）ト－マツ歯科医院

〒470-0133
日進市梅森台3-143

052-804-0648

医）美正会 日進あじさい歯科

〒470-0124
日進市浅田町西前田13-7

052-807-8811

木下歯科医院

〒470-0151
愛知郡東郷町諸輪字観音1

0561-38-1148

みやわき歯科

〒470-0101
日進市三本木町下川田680-34

0561-74-3418

春木歯科・矯正歯科

〒470-0162
愛知郡東郷町春木字清水ｹ根4114-1

0561-38-1323

知多郡

尾張旭市 柴田歯科医院

愛豊

住 所
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

奥田歯科医院

〒496-8001
愛西市勝幡町元池76

0567-28-3234

加藤歯科

〒496-8014
愛西市町方町五軒家東78

0567-24-1188

むらせ歯科

〒498-0031
弥富市平島町大脇29-2

0567-67-5408

山田歯科医院

〒490-1105
あま市新居屋上権現15

052-444-0309

しのだ歯科医院

〒490-1211
あま市篠田北長無25-4

052-444-9912

吉田歯科

〒490-1136
海部郡大治町花常字中切45

052-443-4188

アマノ歯科

〒481-0041
北名古屋市九之坪白山7-1

0568-25-2348

せいの歯科クリニック

〒452-0912
清須市須ヶ口駅前2-8

052-401-4618

川﨑歯科医院

〒481-0033
北名古屋市西之保清水田44

0568-22-1130

鬼頭西市場歯科医院

〒452-0941
清須市西市場六丁目1-6

052-400-0770

小島歯科医院

〒452-0962
清須市春日砂賀東71-2

052-400-3113

関戸歯科医院

〒481-0004
北名古屋市鹿田坂巻134

0568-24-1833

えきまえ歯科

〒481-0041
北名古屋市九之坪東町7-2

0568-25-2000

普山田歯科医院

〒452-0008
清須市西枇杷島町地領一丁目１１－６

052-503-7108

浦川歯科医院

〒441-8134
豊橋市植田町字車塚41-2

0532-25-1181

おの歯科クリニック

〒440-0814
豊橋市前田町二丁目１８－１

0532-39-8469

城所歯科医院

〒440-0076
豊橋市大橋通一丁目17-2

0532-52-4507

小間歯科医院

〒440-0893
豊橋市札木町94番地

0532-53-7208

清水歯科医院

〒441-8083
豊橋市東脇四丁目21-17

0532-31-2924

西村歯科医院

〒441-8042
豊橋市小池町字原下86-1

0532-45-3861

つばさ歯科

〒441-8019
豊橋市花田町字越水124-1 ｳｲﾝｸﾞｺｰﾄ花田ﾀｳﾝ2

0532-39-7182

林歯科医院

〒441-8055
豊橋市柱九番町31-1

0532-48-1048

医） 匹田歯科医院

〒440-0805
豊橋市大手町26

0532-55-1188

まつば藤城歯科医院

〒440-0897
豊橋市松葉町3-59

0532-53-3535

かりん歯科

〒441-8157
豊橋市上野町上野12

0532-46-4855

みやもと歯科

〒440-0851
豊橋市前田南町二丁目14番地の15

0532-52-8148

医）森川矯正歯科クリニック

〒440-0076
豊橋市大橋通1-68 静銀ニッセイ豊橋ビル8F

0532-55-4118

あけぼの歯科

〒441-8151
豊橋市曙町字南松原146-1

0532-48-5040

海部

西春日井

豊橋市
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

岡崎

医療機関名

住 所

電話番号

天野歯科・矯正歯科医院

〒444-0073
岡崎市能見通1-71

0564-21-0595

フタバ歯科医院

〒444-0005
岡崎市岡町字南久保２５－２．２６－２

0564-54-7337

医） 内田歯科医院

〒444-0864
岡崎市明大寺町字長泉19

0564-55-0377

うちだ歯科

〒444-3511
岡崎市舞木町字市場65-1

0564-48-7770

大島歯科クリニック

〒444-0851
岡崎市久後崎町字郷東16-1

0564-71-7025

太田歯科医院

〒444-0076
岡崎市井田町3丁目7番地

0564-25-5506

奥平歯科診療所

〒444-0023
岡崎市両町2-41

0564-22-8204

ほっしょうじ歯科

〒444-0206
岡崎市法性寺町字柳之内11-1

0564-54-5956

島田歯科医院

〒444-0009
岡崎市小呂町字1丁目76番地

0564-25-7300

青木橋杉山歯科医院

〒444-2131
岡崎市青木町8-2

0564-24-1361

鈴木歯科

〒444-0901
岡崎市森越町字郷前11-1

0564-34-0505

平野歯科クリニック

〒444-0113
額田郡幸田町菱池字荒子4-1

0564-63-1122

むつな歯科医院

〒444-0856
岡崎市六名二丁目10番地15

0564-52-9070

〒442-0877
豊川市下野川町一丁目27番地

0533-83-1182

わしづか歯科

〒447-0022
碧南市旭町二丁目92番地

0566-42-4433

衣浦歯科医院

〒447-0849
碧南市築山町3-78

0566-48-0648

鶴田歯科医院

〒447-0074
碧南市上町2-4

0566-48-3911

中根歯科医院

〒447-0889
碧南市東浦町四丁目61-1

0566-41-1278

ミシマ歯科・矯正歯科

〒447-0831
碧南市入船町3丁目57-2

0566-48-4181

稲垣歯科医院

〒444-1321
高浜市稗田町一丁目6番地9

0566-52-5611

石井歯科クリニック

〒448-0807
刈谷市東刈谷町3丁目17-1

0566-63-5811

小谷歯科

〒448-0002
刈谷市一里山町金山73-1

0566-36-4488

杉浦歯科医院

〒448-0034
刈谷市神明町六丁目106-1

0566-21-7521

〒448-0026
刈谷市中山町2-25

0566-61-0588

丹羽歯科医院

〒448-0842
刈谷市東陽町4丁目31番地1

0566-21-3101

かきつばた歯科

〒448-0013
刈谷市恩田町三丁目162-2

0566-21-2211

宮田歯科医院

〒448-0843
刈谷市新栄町4-66

0566-21-0834

豊川市 あんとうデンタルクリニック

碧南

刈谷市 みやび歯科医院
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

太田歯科医院

〒473-0917
豊田市若林西町塚本74

0565-53-7050

加藤歯科医院

〒473-0913
豊田市竹元町二ツ池6-77

0565-52-5077

加藤歯科医院

〒473-0932
豊田市堤町御茶屋8

0565-52-3280

加藤歯科クリニック

〒471-0026
豊田市若宮町一丁目24-2

0565-33-6661

おおたに歯科・こども歯科

〒473-0902
豊田市大林町十四丁目13-11

0565-28-4618

けやき歯科

〒471-0063
豊田市京町五丁目1-14

0565-41-8855

すぎやま歯科

〒470-1219
豊田市畝部西町伍位204

0565-21-5161

はなまる歯科

〒473-0914
豊田市若林東町上外根14番地8

0565-51-3939

土井歯科医院

〒471-0802
豊田市志賀町栃本737-1

0565-80-6552

あおぞら歯科医院

〒471-0006
豊田市市木町4-17-5

0565-88-7333

東栄歯科医院

〒446-0007
安城市東栄町五丁目30-6

0566-96-4343

〒446-0007
安城市東栄町三丁目806-2

0566-98-2223

さくらデンタルクリニック

〒444-1153
安城市東町荒井44-1

0566-99-0145

浅岡歯科

〒445-0804
西尾市緑町2-39

0563-54-3560

医療法人磯貝歯科医院 幡豆診療所

〒444-0703
西尾市西幡豆町中屋敷15-1

0563-62-2246

伊藤歯科クリニック

〒444-0312
西尾市国森町郷北97-3

0563-54-1221

豊田加茂

安城市 神谷歯科医院

〒445-0052
西尾市 医療法人稲垣レディスクリニック 歯科
西尾市横手町北屋敷45-3

0563-54-1188

尾沢歯科医院

〒445-0822
西尾市伊文町66

0563-57-2973

神谷光男歯科

〒444-0403
西尾市一色町松木島中切3

0563-72-3911

しずか歯科クリニック

〒445-0062
西尾市丁田町柳堂10

0563-54-8049
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愛知県歯科医師会 マウスガード認定登録歯科医名簿
平成29年6月現在
郡市区名

医療機関名

住 所

電話番号

寿歯科医院

〒443-0104
蒲郡市形原町下市12-1

0533-57-1080

すずき歯科

〒443-0038
蒲郡市拾石町浜田8-1

0533-67-3718

今泉歯科

〒441-1361
新城市平井字新栄６４－１

0536-24-9900

山本歯科診療所

〒441-1368
新城市屋敷179

0536-22-0724

加藤歯科医院

〒472-0033
知立市中町中23-1

0566-81-0245

医） 竹内歯科医院

〒472-0001
知立市八橋町的場129

0566-81-0773

たなか歯科

〒472-0044
知立市広見2-45

0566-84-4888

西中町クリニック

〒472-0016
知立市西中町中長1-1

0566-84-3304

とりい歯科医院

〒472-0025
知立市池端2-26

0566-82-5306

はるた歯科

〒472-0002
知立市来迎寺町広海道２８

0566-84-0808

三河ふれあい歯科

〒472-0013
知立市谷田町川岸26-4

0566-81-4815

歯科 知立駅前クリニック

〒472-0037
知立市栄2-12 亀楽ﾋﾞﾙ1F

0566-82-6711

〒441-3415
田原市神戸町前畑2-2

0531-24-0080

蒲郡市

新城

知立市

田原市 かわい歯科
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