
世田谷区歯科医師会 令和４年９月

医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

デンタルオフィス世田谷公園 池尻　1-7-14-1F 3411-7117

池尻小林歯科医院 池尻　1-11-12　パレドジュネス2F　 3413-4115

加藤歯科クリニック 池尻　3-3-1　キドビル1F　 3418-7556

太子堂デンタルクリニック 太子堂　1-14-12 3419-8241

大楽歯科医院 太子堂　2-29-1　グランヴィア三軒茶屋1Ｆ 5430-8240

カトウ歯科クリニック 太子堂　4-23-13　王寿ビル3Ｆ 3419-7788

三軒茶屋マルオ歯科 太子堂　4-23-15　Ｔ-ハウス三軒茶屋2Ｆ 5787-6166

三茶　武田歯科医院 太子堂　4-30-25　サワムラカスケーダ205 5481-2551

小森歯科クリニック 太子堂　5-11-4 3412-4777

サトウ歯科 若林　3-16-5　エクセレント若林１F 3412-3009

石田歯科医院 若林　4-5-20 3421-8009

第二田中歯科医院 若林　5-40-10 3487-1273

デンタルクリニックサンシャイン 三軒茶屋　1-22-7　ＢＴＳ 2Ｆ 5430-8241

大沼田歯科クリニック 三軒茶屋　1-34-13　ハシワヤビル2F 3410-6800

ナカムラ歯科クリニック 三軒茶屋　2-8-11　カーサＭＬ201 3414-7576

細尾デンタルクリニック 世田谷　2-13-7　ウイン世田谷1F 3420-3108

渡辺歯科医院 世田谷　3-7-7 3420-8643

五條堀歯科クリニック世田谷 世田谷　4-6-4 6413-5162

こいぶち歯科医院 豪徳寺　1-22-3 3427-4007

江本歯科 豪徳寺　1-42-3 3426-4006

田中歯科医院 梅丘　1-14-8　グレース･テラ3Ｆ 3429-5617

浜中歯科クリニック 梅丘　1-21-5　土屋ビル3 1F 3427-6699

吉田歯科医院 梅丘　1-22-3 3427-7333

荒井歯科室 梅丘　1-24-1 3429-1204

青田デンタルクリニック 梅丘　1-33-9　モンド梅ヶ丘ビル1F 3420-4400

きた歯科クリニック 代田　5-7-5　代田ビル1F 5481-1181

新代田小林歯科 代田　5-28-6 3413-4121

下北沢矯正歯科 代田　6-3-27　アゼリアハウス3F 5478-0170

豪　徳　寺

梅　丘

代　田

すこやか歯科健診実施医療機関名簿 

池　尻

太　子　堂

若　林

三　軒　茶　屋

世　田　谷
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医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

稲葉歯科医院 経堂　1-17-10 3426-1616

興林歯科医院 経堂　1-19-7　セントラル経堂ビル2F 3420-7600

赤松歯科医院 経堂　1-26-7 3426-2118

関野歯科医院 経堂　1-26-13 3426-0883

見代歯科医院 経堂　2-1-33　経堂コルティ3F 3425-0418

小林歯科医院 経堂　2-3-1　第二経堂ビル1Ｆ 3426-6400

細田歯科医院 経堂　2-4-2　石綿ﾋﾞﾙ202 3706-0055

さくらい歯科医院 経堂　2-6-6　小松ビル1F 3706-3388

すずらん通り歯科 経堂　2-7-12 3427-3497

飯田歯科医院 経堂　3-26-3 6413-0777

大屋歯科医院 経堂　4-11-7 3429-6247

小熊歯科医院 経堂　4-34-14 3429-5026

古屋歯科クリニック 宮坂　3-18-4 5450-4618

浅井歯科医院 宮坂　3-40-5 3302-0057

金子歯科医院 宮坂　3-52-8 3429-2440

村田歯科クリニック 桜丘　2-29-7　塩入ビル2Ｆ 3429-7417

池田歯科クリニック 桜丘　2-29-11-2F 3429-8241

ほり歯科クリニック 桜丘　3-24-2　第一山ビル2F 5450-6480

代沢アップル歯科 代沢　2-6-12　アップルハイツ代沢1F 3410-9252

健歯歯科 代沢　2-44-14 3414-5767

江本歯科クリニック 代沢　4-5-1 5486-4182

尾崎歯科医院 代沢　5-8-17 3421-5601

飯島歯科医院 代沢　5-27-10 3411-8610

ともこデンタルクリニック 代沢　5-29-5 3411-0443

代田橋歯科 大原　2-18-5 3327-1001

櫻内ビル歯科医院 大原　2-26-8 3321-1155

芹澤歯科医院 大原　2-26-12 5376-6233

たねいち歯科医院 北沢　2-22-15 3413-8218

こもり歯科医院 北沢　2-38-9　中島ビル1F 3460-4682

加藤歯科東北沢クリニック 北沢　3-1-10-203 3465-2400

つじむら歯科クリニック 羽根木　1-31-21　ドクターズプラザ羽根木4F 3324-8817

代　沢

大　原

北　沢

羽　根　木

経　堂

宮　坂

桜　丘
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医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

新野歯科 松原　1-38-3　山本ビル2Ｆ 3325-8213

野口歯科医院 松原　1-38-8 3321-4005

いつこデンタルクリニック 松原　2-4-23 3321-7207

泉歯科 松原　2-23-5 3321-9850

竹内歯科医院 松原　2-25-16 3328-0964

池田歯科医院 松原　2-32-32 3324-6474

岩崎歯科医院 松原　2-42-13 3323-8214

伊奈歯科医院 松原　5-2-6　田島ビル2Ｆ 5376-0191

山本歯科 松原　5-9-4 3323-7749

前田歯科医院 松原　6-3-10　寺島ビル1F 3327-7380

鈴木歯科医院 赤堤　2-2-1 3328-1385

前川歯科医院 赤堤　3-3-13 3323-0418

名取歯科 赤堤　4-20-19 5300-4618

河村歯科医院 赤堤　4-42-12 3321-1376

日大通り歯科 赤堤　5-24-10-1F 5376-8825

下高井戸パール歯科クリニック・世田谷 赤堤　5-32-2-101 5300-6480

山﨑歯科医院 上北沢　3-33-12 3306-3282

いいじま歯科医院 上北沢　4-14-10 5316-1550

上北沢みどりの歯科医院 上北沢　4-15-2　KTスクエア2F 3302-8181

歯科森田医院 上北沢　4-17-11 3302-3607

法木歯科医院 桜上水　2-6-5 3304-8275

志邨歯科医院 桜上水　4-6-11 3303-7531

桜上水歯科医院 桜上水　4-10-16　間瀬ビル301 3290-8018

おくとみ歯科医院 桜上水　4-20-10 3303-5317

渡辺歯科 桜上水　5-23-8　キャッスル桜上水1F 5374-5540

村上歯科医院 下馬　1-16-3 3422-7444

ふじわら歯科医院 下馬　2-2-18 3421-7227

あべ歯科医院 下馬　3-16-13 3413-3740

新倉歯科医院 下馬　6-12-8　学芸大サンハイツ1F 3716-4182

中野歯科医院 野沢　2-20-3 3421-2229

あおい歯科 野沢　4-17-8　レザミオンゼール1F 6805-4618

上　北　沢

桜　上　水

下　馬

野　沢

松　原

赤　堤
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医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

コイズミデンタルオフィス 上馬　1-32-12　大樹生命三軒茶屋ビル1F 5433-4618

アルファ歯科医院 上馬　4-17-4　アルファ駒沢2Ｆ 5486-0118

中嶋歯科医院 上馬　4-27-5 3422-8690

まつした歯科 駒沢　3-27-8 3411-3131

寺戸歯科クリニック 駒沢　4-19-13　ヴェルデ-ル駒沢203 5486-8211

神田歯科医院 成城　1-5-19　原田ビル1Ｆ 3415-3460

樋山歯科 成城　2-22-3 3416-3051

こはた歯科 成城　4-19-7 3484-8848

三島歯科医院 成城　5-13-1 3482-3863

安藤歯科医院 成城　6-9-7　笹屋第一ビル2Ｆ 3483-5005

キッズデンタル成城 成城　6-13-21　フェニックス成城1F 5429-1100

田村歯科医院 成城　8-9-7 3483-6860

祖師谷歯科医院 祖師谷　3-30-2　祖師谷D.Cビル1F 3482-6411

なかむら歯科医院 祖師谷　3-30-6 3482-3821

百瀬歯科医院 祖師谷　3-32-5　アソルティ祖師谷大蔵2F 6411-5424

ききょう歯科医院 祖師谷　3-32-14　富士屋ビル3Ｆ 3484-8287

海野歯科医院 祖師谷　3-50-5 3482-8132

祖師谷こどもおとな歯科 祖師谷　4-1-22　葉栄ビル1F 6411-2712

えのき歯科クリニック 祖師谷　6-33-15　エノキプラザ202 5313-8148

石川歯科医院 上祖師谷　5-9-28　ロックアーバン1F 3326-1005

清水歯科医院 上祖師谷　5-28-6 3326-6480

オオタビル歯科クリニック 船橋　1-9-10 3420-3958

いかり歯科医院 船橋　1-13-21 3429-6733

木村歯科医院 船橋　1-38-7 3483-5653

蓮沼歯科医院 船橋　6-5-7　ベルヴィラージュ船橋1F 3290-6474

高尾歯科医院 粕谷　4-14-4-102 3309-7771

内藤歯科医院 千歳台　1-11-3 3484-3711

西巻歯科 千歳台　5-18-12 3483-0495

成　城

祖　師　谷

上　祖　師　谷

船　橋

粕　谷

千　歳　台

上　馬

　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　沢　（玉川歯科医師会　駒沢　参照）
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町田歯科医院 南烏山　3-2-3 3305-8211

ふみ歯科クリニック芦花公園 南烏山　3-4-10　VIC芦花公園1F 6279-5766

斎藤歯科クリニック 南烏山　3-23-7-202 3305-5570

松村歯科医院 南烏山　4-12-8　新星堂ビル3Ｆ 3326-3362

松平歯科 南烏山　5-17-11　倉田ビル2Ｆ 3300-3351

三澤歯科医院 南烏山　5-19-13　武藤ビル3Ｆ 3326-0737

ひさの矯正歯科 南烏山　5-20-16　ヴィオーラ烏山201　 6909-1260

すずき歯科クリニック 南烏山　5-23-15 5313-4188

倉本歯科医院 南烏山　5-24-7　第2幸栄ビル201 3308-2283

あたか歯科医院 南烏山　6-3-14 3300-3223

川田歯科医院 南烏山　6-4-10 5384-1834

まるかわ歯科医院 南烏山　6-5-11　明光ビル本館3F 3308-8244

浜岡歯科クリニック 南烏山　6-25-11　セラグリオ烏山1F　 3309-8123

くりた歯科医院 南烏山　6-26-4　コンフォート・トクエ102号　 5969-4618

忠重歯科医院 南烏山　6-29-3　快晴館ビル1F 3300-5227

川崎歯科医院 北烏山　7-30-25 3326-8485

サワキ歯科医院 喜多見　5-22-21 3416-6411

たかはし歯科医院 喜多見　7-3-14 5494-6786

ホウキ歯科医院 鎌田　2-22-8　早川ビル2F 3708-3723

萩原歯科クリニック 鎌田　3-12-16　ヴィアードステージ2F 3749-8778

大嶋歯科医院 砧　3-4-6-1F 3749-8030

平山歯科医院 砧　4-11-8 3415-1009

 藤本歯科医院  砧　6-39-3 3416-1482

たなか歯科 砧　8-2-26　中野ビル1F 3416-1182

桐原歯科医院 砧　8-8-19　田中ビル１F 3749-8811

玉川歯科医師会

医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

保母歯科クリニック 東玉川　2-8-17 3727-0014

和田歯科医院 東玉川　2-11-22 3727-7855

南　烏　山

北　烏　山

喜　多　見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌　田（玉川歯科医師会　鎌田　参照）

砧

東　玉　川

5 



医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

船登歯科医院 奥沢　1-47-4 5499-1187

奥沢歯科医院 奥沢　3-34-19 3720-0349

押切歯科医院 奥沢　4-27-2 3727-6480

田川歯科医院 奥沢　5-41-13　第2サンコーポラス2F 3722-3115

はらだデンタルクリニック 奥沢　6-25-9-103 5758-8008

菊池歯科医院 奥沢　7-20-14　ル・リバージュ1F 3704-4455

大島歯科医院 奥沢　7-47-17 3701-1459

よねやま歯科医院 奥沢　7-52-5-101 5752-4182

日髙デンタルクリニック 玉川田園調布　1-8-10 3722-4581

まきた歯科医院 尾山台　3-22-11　クリオ尾山台壱番館205 3705-6934

小倉歯科医院 尾山台　3-26-11 3701-6721

今泉歯科医院 等々力　1-6-1 3701-8100

山本歯科クリニック 等々力　2-1-2　スクエアビル2F 3705-8148

岡本歯科クリニック 等々力　2-1-14 3703-8241

嶋田歯科医院 等々力　2-18-2 3705-6480

新開歯科医院 等々力　3-7-1 3705-4618

等々力歯科クリニック 等々力　3-9-5　Ｔ-STATION STYLEビル2Ｆ 5706-6480

こしぶ歯科 等々力　3-19-13-１Ｆ 3705-4571

永田歯科医院 等々力　5-6-7　メゾンドカムラ2Ｆ 3703-7555

おおくら歯科口腔外科 等々力　5-9-2 5760-7110

オグラ歯科医院 等々力　6-37-15-101 3702-5750

上野歯科医院 上野毛　1-22-1 5706-2031

岡崎歯科医院 上野毛　1-25-5　ボアビル３F 3705-3418

シノヅカデンタルクリニック 上野毛　1-25-7-2F 5706-8949

川田歯科クリニック 上野毛　1-25-10 3701-0550

芳村歯科医院 上野毛　2-5-25-105 3704-2213

岩間歯科 上野毛　4-14-14 3704-8281

難波歯科医院 瀬田　2-28-7 3707-4183

原島歯科医院 瀬田　4-23-13 3700-3026

はせべ歯科 中町　3-1-22　タミーズワン1F 5706-2500

澤歯科医院 中町　4-17-18 3705-0881

おかだデンタルクリニック 中町　5-22-7　エスポワール用賀1F 6432-2368

中　町

奥　沢

玉　川　田　園　調　布

尾　山　台

等　々　力

上　野　毛

瀬　田
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医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

はる歯科室 用賀　1-14-21 3709-4182

あわや歯科医院 用賀　1-20-8 5797-3188

こじま歯科クリニック 用賀　2-33-10 3708-0648

ゆずる葉歯科 用賀　2-36-8　用賀サンハイツ103 6411-7874

ふくだ歯科クリニック 用賀　4-9-22　アラリアコート101 6379-2525

飯田歯科医院 用賀　4-16-5　IOハウス 3707-4182

小野デンタルオフィス 用賀　4-26-21 5716-4180

まい歯科医院 用賀　4-28-5 3707-1814

髙橋歯科醫院 用賀　4-30-5 3700-5811

中野歯科医院 上用賀　1-1-5　栄ﾋﾞﾙ1F 3700-6011

ＯＳ．ＯＭ齊藤歯科医院 上用賀　5-2-16 3707-7033

冨塚歯科医院 上用賀　5-27-18 3426-2009

島貫歯科医院 玉川台　1-5-11 3700-8008

さくら歯科 玉川台　1-13-14　用賀武井ビル2F 3709-8280

佐藤歯科 玉川　2-2-1-117 3709-1044

二子玉川小児歯科 玉川　2-14-9　ツインシティーH2F 5717-3500

玉川田村歯科室 玉川　2-24-6　長崎屋ビル 3708-3418

本多歯科クリニック 玉川　2-26-3-2F 3709-0648

アペックスメディカル・デンタルクリニック 玉川　3-6-1　第6明友ビル１F 5797-2730

玉川歯科医院 玉川　3-15-16　金原ビル2F 3700-6448

大熊歯科医院 玉川　3-21-8　ジャルダン長崎1Ａ 3708-4114

二子玉川エンジェル歯科 玉川　4-8-4　深志ビル2Ｆ 3700-8241

齋藤歯科医院 玉川　4-10-20　玉川グリーンハイツ102 3707-2564

ヒロコデンタルケア 玉川　4-12-16　チロル玉川1F 3708-3847

村井歯科医院 岡本　1-25-12 3700-5191

後藤歯科医院 深沢　1-11-10 3701-5501

山田歯科クリニック 深沢　5-14-15 3703-8080

川上歯科医院 深沢　6-7-12 3701-1300

井手歯科クリニック 深沢　8-9-12　コートアコート深沢1F 3703-8695

小林歯科医院 桜新町　1-3-10 3701-4775

桜新町歯科 桜新町　2-8-4　ヨクレール55ビル2F 5477-6377

深　沢

桜　新　町

用　賀

上　用　賀

玉　川　台

玉　川

岡　本
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医　療　機　関　名 所　　在　　地 電　　話

矢吹歯科医院 新町　2-2-20　ボナール桜新町1F 5450-4182

田中歯科医院 新町　2-11-8 3420-7521

沼部歯科医院 駒沢　3-12-11 3412-8281

弦巻歯科クリニック 弦巻　3-13-13　ブルーム弦巻1F 5451-8241

たしろデンタルクリニック 鎌田　3-29-11 5716-6480

新　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　沢　（世田谷区歯科医師会　駒沢　参照）

弦　巻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌　田　（世田谷区歯科医師会　鎌田　参照）
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