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前橋市 あお 青葉歯科医院 清水　信雄 379-2166 前橋市野中町86-1 027-261-7130

前橋市 あお あおなし歯科クリニック 髙橋　公宣 371-0846 前橋市元総社町2-20-18 027-255-0050

前橋市 あお 青柳歯科クリニック 吉田　隆 371-0056 前橋市青柳町133-8 027-234-6480

前橋市 あす あすなろ歯科 野村　英孝 371-0221 前橋市樋越町736-3 027-280-2003

前橋市 あす あすなろ歯科 宮﨑　裕明 371-0221 前橋市樋越町736-3 027-280-2003

前橋市 あま 天笠歯科医院 天笠　稔 371-0002 前橋市江木町40-2 027-261-7722

前橋市 あら あらい歯科医院 新井　保幸 371-0035 前橋市岩神町3-5-9 027-233-0118

前橋市 あら 新井歯科医院 田中　滋久 371-0015 前橋市三河町2-6-6 027-224-5355

前橋市 あら 新井歯科医院 新井　一安 371-0834 前橋市後家町138-3 027-251-3918

前橋市 いし 石井歯科医院 石井　俊彦 371-0037 前橋市上小出町3-47-5 027-235-2758

前橋市 いち いちかわ歯科医院 市川　修司 371-0052 前橋市上沖町152-2 027-260-6166

前橋市 いわ 岩田歯科医院 岩田　康一 371-0037 前橋市上小出町2-29-7 027-234-1649

前橋市 うち 内山歯科医院 内山　壽夫 371-0007 前橋市上泉町1478-4 027-269-7532

前橋市 うら 浦野歯科医院 浦野　訓男 371-0026 前橋市大手町2-9-5 027-221-5956

前橋市 ええ エール歯科矯正歯科クリニック 山田　裕之 371-0057 前橋市龍蔵寺町222-7 027-288-0707

前橋市 おお おおご歯科クリニック 小川　博且 371-0231 前橋市堀越町391-1 027-289-3208

前橋市 おお おおたけ矯正歯科・小児歯科クリニック 大竹　克也 371-0821 前橋市上新田町620-3 027-210-5070

前橋市 おお 大谷歯科医院 大国　仁 371-0023 前橋市本町2-16-9 027-224-3759

前橋市 おお おおさわ歯科医院 大澤　豊 379-2161 前橋市富田町2717-1 027-289-2418

前橋市 おお 大利根小板橋歯科医院 小板橋　博 371-0825 前橋市大利根町2-11-6 027-253-3984

前橋市 おお 大利根小板橋歯科医院 小板橋　敦 371-0825 前橋市大利根町2-11-6 027-253-3984

前橋市 おが 小川歯科クリニック 小川　卓 371-0046 前橋市川原町376-197 027-234-8881

前橋市 おの 小野里歯科医院 小野里　洋一 371-0835 前橋市前箱田町44-1 027-253-3855

前橋市 おり おりはら歯科医院 折原　二郎 371-0131 前橋市鳥取町853-9 027-264-0880

前橋市 かが かがみ歯科クリニック 加賀美　卓司 371-0837 前橋市箱田町682-4 027-289-4474

前橋市 かた 片平歯科医院 片平　太一郎 371-0811 前橋市朝倉町2-7-13 027-261-6482

前橋市 かと 加藤歯科医院 加藤　武昭 371-0846 前橋市元総社町593-57 027-253-1184

前橋市 かな かなやま歯科クリニック 金山　英明 371-0014 前橋市朝日町3-24-9 027-243-2800

前橋市 かな かなで歯科クリニック 墨谷　直哉 379-2121 前橋市小屋原町582-5 027-267-0418

前橋市 かな かなで歯科クリニック 墨谷　未奈美 379-2121 前橋市小屋原町582-5 027-267-0418

前橋市 かね 金子歯科朝日町クリニック 金子　昌則 371-0014 前橋市朝日町3-16-11 027-221-1244 ○

前橋市 かね 金子歯科医院 金子　成則 371-0033 前橋市国領町1-10-25 027-234-8733

前橋市 かの 狩野歯科口腔外科医院 狩野　証夫 371-0032 前橋市若宮町3-15-11 027-289-5378

前橋市 かん 神田歯科医院 神田　茂 371-0805 前橋市南町3－76－10 027‐224‐8543

前橋市 かん 神田歯科医院 神田　雄紀 371-0805 前橋市南町3－76－10 027‐224‐8543

前橋市 かん カンダデンタルけやきウォーク 神田　浩之 371-0801 前橋市文京町２－１－１ 027-212-0539

前橋市 きよ 協立歯科クリニック 半澤　正 371-0811 前橋市朝倉町830-1 027-265-6601

前橋市 くす くすのき歯科・矯正歯科 設楽　尚紀 371-0852 前橋市総社町総社1135-1 027-226-1243

前橋市 くど くどう歯科クリニック 工藤　千佳子 371-0051 前橋市上細井町1944-4 027-234-5710 ○

前橋市 こい 小板橋歯科医院 小板橋　健 371-0018 前橋市三俣町1-2-5 027-233-2333

前橋市 ここ
ココルン歯科クリニックおとなこども

矯正歯科
飯島　康弘 371-0014 前橋市朝日町3-21-10 027-212-5515

前橋市 こま 駒形駅北口歯科 酒巻　紅美 379-2121 前橋市小屋原町1073-1 027-226-1151

前橋市 こや 小山歯科医院 小山　敦 371-0004 前橋市亀泉町265－72 027-269-0418
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前橋市 さい さいとう矯正歯科 斎藤　卓麻 371-0805 前橋市南町4-16-3 サウススクエア1F 027-223-5141

前橋市 さい 斉藤歯科医院 斉藤　章久 371-0846 前橋市元総社町1－8－17 027-255-4618

前橋市 さの 佐野歯科医院 佐野　公永 370-3573 前橋市青梨子町563-2 027-255-1010

前橋市 しき しきしま歯科クリニック 飯塚　美芳 371-0035 前橋市岩神町4-12-18-1 027-232-0780

前橋市 じよ 城南歯科医院 提箸　和子 379-2108 前橋市鶴が谷町14-2 027-268-3121

前橋市 しよ 昭和大橋歯科医院 五井　チヒロ 379-2146 前橋市公田町698-1 027-265-7166

前橋市 しろ 白石歯科医院 白石　知久 371-0825 前橋市大利根町1-37-6 027-254-0202

前橋市 しん
スマイルきっずデンタルケア

新前橋歯科医院
九澤　健夫 371-0842 前橋市下石倉町32-4 027-252-2525

前橋市 すだ 須田歯科医院 村上芳弘・浩子 371-0103 前橋市富士見町小暮302-1 027-288-2002

前橋市 たか 高松歯科医院 鈴木　利衣 379-2165 前橋市上長磯町313-2 027-261-3570

前橋市 たか 高松歯科医院 高松　啓三 379-2165 前橋市上長磯町313-2 027-261-3570

前橋市 たか 高松歯科医院 高松　透浩 371-0035 前橋市岩神町3-28-11 027-231-7795

前橋市 たか 高松歯科医院 高松　隆三 379-2165 前橋市上長磯町313-2 027-261-3570

前橋市 たか 高橋歯科クリニック 高橋　利幸 371-0232 前橋市茂木町270-8 027-283-8957

前橋市 たぐ 田口歯科医院 田口　章太 379-2147 前橋市亀里町383-2 027-265-2550

前橋市 たけ 武内歯科医院 武内　章浩 379-2161 前橋市富田町1218-4 027-268-3338

前橋市 たし 田新歯科クリニック 石原　秀一郎 371-0025 前橋市紅雲町2-28-11 027-221-3113

前橋市 たな 田辺歯科医院 田辺　潔 371-0017 前橋市日吉町2-20-5 027-233-4943

前橋市 たむ たむら歯科医院 田村　貴彦 371-0805 前橋市南町2-42-6-101 027-221-5501

前橋市 なか なかじま歯科クリニック 中嶋　耕次 371-0044 前橋市荒牧町2-19-16 027-234-8143

前橋市 なか なかの矯正歯科 中野　晶子 371-0044 前橋市荒牧町13-108 027-237-4187

前橋市 なか なかざと歯科医院 中里　隆之 371-0852 前橋市総社町総社2723-2 027-289-2253

前橋市 なが 長島歯科・矯正歯科 長島　明 371-0844 前橋市古市町2-4-1 027-253-5658 〇

前橋市 なが 長島歯科・矯正歯科 長島　雄吾 371-0844 前橋市古市町2-4-1 027-253-5658

前橋市 なぎ なぎさデンタルクリニック 柳澤　勲 371-0133 前橋市端気町374-12 027-264-1184

前橋市 にし 西野歯科医院 西野　郁生 371-0024 前橋市表町1-17-2 027-221-0369

前橋市 ぬの 布川歯科医院 布川　晴彦 371-0023 前橋市本町3-1-20 027-221-1515

前橋市 のむ 野村歯科医院 野村　正広 371-0016 前橋市城東町1-29-8 027-231-5180

前橋市 はが はが歯科医院 松井　暢孝 371-0123 前橋市高花台1-9-2 027-269-3055

前橋市 はし 橋本歯科医院 橋本　清一 371-0801 前橋市文京町3-29-3 027-223-3977

前橋市 はす 蓮見歯科医院 蓮見　央 371-0024 前橋市表町2-1-7 027-221-1118

前橋市 はや 林歯科医院 林　　栄世 371-0018 前橋市三俣町1-48-1 027-243-7179

前橋市 ふく フクロ歯科医院 袋　一仁 371-0022 前橋市千代田町3-6-6 027-231-5320

前橋市 ぶん 文京歯科医院 佐藤　健太郎 371-0801 前橋市文京町1－8－13 027-223-3734

前橋市 まえ 前橋宮久保歯科 宮久保　満之 371-0048 前橋市 田口町 385-1 027-212-1118

前橋市 まえ まえばしＭＩ歯科 高橋　陽介 371-0007
前橋市上泉町681-1
ベイシア前橋モール内

027-289-4576

前橋市 まえ 前田歯科医院 前田　直人 371-0031 前橋市下小出町2-42-9 027-234-8276

前橋市 まち 町田歯科医院 町田　勝彦 371-0816 前橋市上佐鳥町69-1 027-265-4656

前橋市 まつ 松田歯科医院 松田　光司 371-0055 前橋市北代田町460-13 027-235-3665

前橋市 むと 武藤歯科医院 武藤　道雄 371-0804 前橋市六供町369-5 027-224-8881

前橋市 むら むらかみ歯科医院 村上　大悟 379-2117 前橋市二宮町480-1 027-289-4180

前橋市 もと 元総社歯科クリニック 浦野　英子 371-0853 前橋市総社町総社3600-1 027-251-1118

前橋市 もり もり歯科・矯正歯科医院 森　啓一 371-0803 前橋市天川原町287-1 027-243-3718

前橋市
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前橋市 やす やすだ矯正歯科 保田　隆二 371-0044 前橋市荒牧町2－11－7 027-236-7070

前橋市 やな 柳町歯科医院 柳町　賢一郎 371-0214 前橋市粕川町女渕423-1 027-230-6480

前橋市 やま 山本歯科医院 山本　宏 371-0026 前橋市大手町3-1-10 027-233-3699

前橋市 ゆあ 湯浅歯科医院 湯浅　髙行 371-0044 前橋市荒牧町１－５１－３ 027-232-4184

前橋市 ゆう ゆうき歯科クリニック 結城　啓之 371-0021 前橋市住吉町1-10-3 027-289-0802

前橋市 りい リーフ歯科クリニック 豊田　庸光 371-0104 前橋市富士見町時沢116-3 027-289-1182 〇

前橋市 りた リタ歯科クリニック 小板橋　徹 371-0007 前橋市上泉町677-7 027-289-4488

前橋市 ろつ 六供町歯科医院 鈴木　正敏 371-0804 前橋市六供町467 027-221-4451 〇

前橋市 わた 渡辺歯科医院 渡辺　英明 371-0847 前橋市大友町3-18-9 027-252-6482

前橋市 わた 渡辺歯科医院 渡辺　昌明 371-0847 前橋市大友町3-18-9 027-252-6482

高崎市 いさ いさはい歯科医院 砂盃　清 370-0011 高崎市京目町696 027-353-3777

高崎市 いさ いさはい歯科医院 倉林　尚美 370-0011 高崎市京目町696 027-353-3777

高崎市 いさ いさはい歯科医院 田邊　博亮 370-0011 高崎市京目町696 027-353-3777

高崎市 いさ いさはい歯科医院 城田　卓 370-0011 高崎市京目町696 027-353-3777

高崎市 いさ いさはい歯科医院 宮﨑　伶絵 370-0011 高崎市京目町696 027-353-3777

高崎市 かさ 笠野歯科医院 笠野　素一郎 370-0004 高崎市井野町1109-20 027-363-3200

高崎市 きず きずなデンタルクリニック 伊藤　洋 370-0854 高崎市下之城町272-1 027-395-4433

高崎市 こう 高南歯科医院 髙橋　秀夫 370-0033 高崎市中大類町632 027-352-7677

高崎市 ひら ひらた歯科クリニック 平田　浩之 370-3523 高崎市福島町1007-1 027-372-4618

高崎市 やま 山村矯正歯科 山村　真人 370-0065 高崎市末広町106-1 027-364-4315

桐生市 あき あきこ歯科医院 田澤　明子 376-0121 桐生市新里町新川584-7 0277-20-2220 〇

伊勢崎市 いい 飯島歯科医院 飯島　正也 370-0124 伊勢崎市境312-11 0270-74-6480

伊勢崎市 うえ 植田歯科 植田　晋矢 372-0042 伊勢崎市中央町10-19 0270-23-3435

伊勢崎市 うえ あきデンタルクリニック 植田　晃久 372-0007 伊勢崎市 安堀町 233-1 0270-25-0330

伊勢崎市 すず すずき歯科医院 鈴木　君弘 370-0103 伊勢崎市境下渕名1158 0270-70-6480

伊勢崎市 たか 髙柳整形外科歯科クリニック 髙柳　均 379-2206 伊勢崎市香林町2-863-2 0270-20-8866

伊勢崎市 なか 中島歯科医院 中島　真 379-2204 伊勢崎市西久保町1-49-5 0270-63-08313

伊勢崎市 ふく 福島歯科医院 福島　三喜夫 372-0012 伊勢崎市豊城町2272-1 0270-23-8234

太田市 ふぁ ファミリー歯科・矯正歯科クリニック 伊谷野　秀幸 371-0033 太田市西本町45－30 0276－55－0011

沼田市 とね 利根歯科診療所 中澤　桂一郎 378-0056 沼田市高橋場町2002-1 0278-24-9418

渋川市 けい ＫＫデンタルクリニック 池亀　雅志 377-0008
渋川市渋川1830-44
ｾﾝﾄﾗﾙｽﾃｰｼﾞ１Ｆ

0279-23-3455

渋川市 たか 髙橋歯科クリニック 髙橋　勉 377-0006 渋川市行幸田404-1 0279-24-8211

渋川市 みや 宮下歯科医院 宮下　隆敬 377-0008 渋川市渋川893-38 0279-24-1939

渋川市 みや 宮下歯科医院 宮下　剛 377-0008 渋川市渋川893-38 0279-24-1939

藤岡市 いい 飯島歯科医院 飯島　弘 375-0024 藤岡市藤岡854 0274-23-1177

藤岡市 いし 石川歯科医院 石川　準二 375-0024 藤岡市藤岡3106 0274-24-1100
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利根郡 せい 生協みなかみ歯科 坂田　龍義 379-1305 利根郡みなかみ町後閑587-3 0278-25-3399

佐波郡 へい 平成歯科クリニック 石井　幸仁 370-1133 佐波郡玉村町大字上新田1647 0270-64-5555

県外 なか なかむら矯正歯科医院 中村　順一 367-0044 埼玉県本庄市見福2-8-1 0495-25-5888

利根郡

県外

佐波郡


