東京都
昭島市
もたなべ⻭科医院

東京都昭島市中神町１１３７−１２２

042-544-6670

稲葉⻭科医院

東京都⾜⽴区⽵の塚５−６−１９

03-3883-1205

くぼた⻭科医院

東京都⾜⽴区中央本町２−２０−１７

03-3848-1330

東京都板橋区⼩⾖沢３−１２−６−１Ｆ

03-5916-7171

東京都稲城市若葉台２−１−１

フレスポ若葉台ＥＡＳＴ３階

042-331-4618

東京都江⼾川区船堀４−６−６

ロートフィオーレ２０３

03-3680-0088

⾜⽴区

板橋区
板橋区志村坂上ゆき⻭科医院

稲城市
ゆきデンタルクリニック

江⼾川区
ふくら⻭科医院

⻘梅市
近藤⻭科医院

東京都⻘梅市東⻘梅３−１９−８

0428-22-5543

かず⻭科室

東京都⼤⽥区⼤森⻄７−７−１６

03-3766-0555

北川⻭科クリニック

東京都⼤⽥区⼤森⻄２−１−７

03-5764-1234

たけお⻭科

東京都⼤⽥区⻄六郷４−２−８

03-6428-6463

伴場⻭科医院

東京都⼤⽥区⻄糀⾕４−１３−１０−２Ｆ

03-5735-6480

ひとみ矯正⻭科クリニック

東京都⼤⽥区⽥園調布２−４７−２

03-6459-7967

ふたば⻭科クリニック京急蒲⽥駅前院

東京都⼤⽥区蒲⽥４−１５−８

03-5710-2020

平和島デンタルクリニック

東京都⼤⽥区⼤森北６−１７−１５−１−Ａ

03-3298-5507

ゆりえ⻭科

東京都⼤⽥区⽮⼝２−１３−１

03-3758-0301

⼤⽥区

シュロスバッカス３Ｆ
コルテーゼ今泉１Ｆ

葛飾区
鈴⽊⻭科医院

東京都葛飾区⻄新⼩岩１−２−８

第１鈴⻲ビル３Ｆ

03-3692-0250

宮澤⻭科医院

東京都葛飾区堀切２−１３−９

03-5671-6480

東京都北区豊島８−２３−２

03-3912-4182

北区
野⽥⻭科医院
真柴⻭科クリニック

東京都北区滝野川１−８１−８

03-3949-8217

ライオンズマンション⻄巣鴨１０１

ゆきこ⻭科医院

東京都北区志茂２−３６−６

岩井ハイツ１階

03-6386-2777

ユニ⻭科医院

東京都北区⾚⽻南２−１１−１１

03-3902-3223

かとうデンタルケアクリニック

東京都清瀬市元町１−８−１

042-495-0888

複⼗字病院

東京都清瀬市松⼭３−１−２４

042-491-9205

東京都国⽴市富⼠⾒台３−６−２１

042-573-2360

清瀬市
三福ビル３Ｆ

国⽴市
みなみ⻭科医院

江東区
テレコムセンターデンタルクリニック

東京都江東区⻘海２−５−１０

03-5500-0418

テレコムセンタービル Ｗ０３０１

原澤⻭科医院

東京都江東区牡丹３−６−３

03-3643-8400

ふくずみ⻭科・矯正⻭科

東京都江東区福住１−１４−１

03-5621-1080

⼩平市
神津⻭科医院

東京都⼩平市花⼩⾦井１−４−１０

信和ビル２Ｆ

042-467-1164

品川区
荏原中延ファミリー⻭科

東京都品川区中延２−１５−７

第５ソニックスビル１Ｆ

サウジ⻭科クリニック

東京都品川区上⼤崎２−１３−２６

平内⻭科クリニック

東京都品川区中延３−１３−９

メイプルトップビル４階

飯⽥ビル１F

03-6421-6619
03-6408-5666
03-5498-6480

渋⾕区
⽊林⻭科

東京都渋⾕区神宮前１−１９−１４

サンキュービル４Ｆ

03-5410-4764

坂本⻭科医院

東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３−１３−１４

03-3497-1980

⼭下⻭科医院

東京都渋⾕区恵⽐寿２−１２−１３

03-3442-5912

新宿区
医療法⼈社団皓志会 コンフォガーデン⻭科クリニック
東京都新宿区河⽥町３−２

河⽥町ガーデン施設Ｂ

新宿イーストデンタルオフィス

東京都新宿区⼤久保２−４−１２

髙⽊⻭科医院

東京都新宿区⻄早稲⽥２−２１−５

03-3207-0511

⽥⼝⻭科医院

東京都新宿区⻄新宿４−３１−３

03-3375-3317

杉並区

ラムダックスビル１Ｆ

03-3356-4184

リヴェ−ル新宿２０１

03-6457-3620

荻窪おぐに矯正⻭科

東京都杉並区上荻１−８−１０

みほしのビル８Ｆ

03-3220-1188

カサハラ⻭科

東京都杉並区荻窪４−６−１３

⻄央レジデンツ１Ｆ

03-3393-6480

かんざわ⻭科クリニック

東京都杉並区永福３−３５−９

⼭⼝ビル２Ｆ

03-3322-8249

こうの⻭科医院

東京都杉並区⾼円寺北３−２２−１９

紅デンタルクリニック

東京都杉並区永福２−６０−２１

⽅南⼆丁⽬⻭科

東京都杉並区⽅南２−１２−１４

川昌⽅南町ビル２階

03-5377-0418

まこ⻭科クリニック

東京都杉並区⻄荻北３−１９−１

ニシオギビル５階

03-6913-8286

⽔野⻭科医院

東京都杉並区下⾼井⼾１−２−１４

カモハラビル２Ｆ

03-5300-6131

⼭⼝⻭科

東京都杉並区下井草２−４０−１０

稲本会館２Ｆ

03-6913-6061

利研ビル３Ｆ

03-6383-0435
03-3323-8778

墨⽥区
岩崎⻭科医院

東京都墨⽥区錦⽷３−５−１−２Ｆ

03-3626-7200

伊藤⻭科

東京都世⽥⾕区経堂５−１９−２１

03-3429-3432

⼤熊⻭科医院

東京都世⽥⾕区⽟川３−２１−８

03-3708-4114

⼤屋⻭科医院

東京都世⽥⾕区経堂４−１１−７

03-5477-6888

オカムラ⻭科⼆⼦⽟川医院

東京都世⽥⾕区⽟川３−１−５

03-3709-2666

カリフォルニア矯正⻭科三軒茶屋

東京都世⽥⾕区太⼦堂２−１９−５

世⽥⾕区

齋藤⻭科医院

ジャルダン⻑崎１０１
カメリア・コート⼆⼦⽟川１階
ファイファービル３F

東京都世⽥⾕区桜新町２−１７−３

03-5787-8107
03-3426-8009

ライオンズプラザ桜新町１F

シノヅカデンタルクリニック

東京都世⽥⾕区上野⽑１−２５−７−２Ｆ

03-5706-8949

⾼尾⻭科医院

東京都世⽥⾕区粕⾕６−１４−４−１０２

03-3309-7771

ノーブルデンタルオフィス

東京都世⽥⾕区上北沢３−６−２１

03-3306-3671

はしば矯正⻭科

東京都世⽥⾕区⽤賀４−４−８

03-5716-3741

⼆⼦⽟川⼩児⻭科

東京都世⽥⾕区⽟川２−１４−９

蓮沼⻭科医院

東京都世⽥⾕区船橋６−５−７

マツムラトシオ⻭科

東京都世⽥⾕区南烏⼭６−４−３

第２福島ビル３Ｆ
ツインシティH２F

03-5717-3500
03-3290-6474

タカラビル３Ｆ

03-3305-1182

台東区
久保⻭科医院

東京都台東区⽇本堤１−８−１

03-3872-1254

サンエス⻭科医院

東京都台東区蔵前１−７−７

冨永矯正⻭科

東京都台東区雷⾨２−１８−１５

医）剣正会 東上野⻭科クリニック

東京都台東区東上野３−１８−７

03-5818-4618

東京都⽴川市曙町２−３４−６

⼩杉ビル４Ｆ

042-526-6766

東京都中央区湊３−１８−１６

東海ビル２Ｆ

03-6280-5080

アイランドビル１０１
コレクション雷⾨ビル３F

03-3863-0458
03-5830-1574

⽴川市
⼩杉⻭科医院

中央区
あいさわ⻭科医院
Ｇｉｎｚａ Ｅａｓｔ Ｄｅｎｔａｌ

東京都中央区築地１−５−１１
Ｃｌｉｎｉｃ
Ａｓ ＯＮＥ Ｇｉｎｚａ Ｅａｓｔ ２Ｆ

03-6278-7817

スウェーデン矯正⻭科

東京都中央区銀座１−５−１４

銀座コスミオンビル２Ｆ

03-3535-8711

パークサイト⻭科クリニック

東京都中央区銀座１−２４−３

銀座マスキービル１F

03-3564-1183

調布市

医療法⼈社団 緑⽔会 緑ケ丘⻭科

東京都調布市緑ケ丘２−５−２

⽮野⻭科医院

東京都調布市布⽥２−２１−３

グリーンヒルズ仙川１階

03-3308-4182
042-488-3351

千代⽥区
平河町デンタルクリニック

東京都千代⽥区平河町１−４−５

⼭⼝⻭科室

東京都千代⽥区霞が関３−２−５

03-5276-0648
霞が関ビル３階３０６号

03-3581-9191

豊島区
梅川⻭科医院

東京都豊島区南⻑崎２−２５−１

北⼤塚⻭科

03-3952-8020

東京都豊島区北⼤塚２−２９−８

ＤＥＮＴＡＬ

ＯＦＦＩＣＥ

⻄島ビル２階

03-3918-0576

マイフェリエ⼗字街１Ｆ

03-3554-8469

マーガレット矯正⻭科室

ＫＡＮＯＨ
東京都豊島区⻑崎４−１０−１０
東京都豊島区⽬⽩２−５−１４

コンフォート⽬⽩１F

03-5944-8869

中野区
アマリ⻭科クリニック

東京都中野区中央２−１−２

鷺ノ宮駅南⼝⻭科

東京都中野区⽩鷺１−３０−６

中野坂上吉⽥ビル２F
深澤ビル１Ｆ Ｂ号室

03-3360-4618
03-3338-4510

練⾺区
相⽣⻭科診療室

東京都練⾺区東⼤泉３−５２−７−１Ｆ

03-5947-4618

荒川⻭科医院

東京都練⾺区豊⽟北５−１５−１

03-3991-4105

⽯井⻭科医院

東京都練⾺区関町北２ー２７ー１３

おおしま⻭科医院

東京都練⾺区⾼松３−１３−９

03-33998-8118

かぶらぎ⻭科

東京都練⾺区⾼野台３−７−８

03-5372-1182

齋藤⻭科医院

東京都練⾺区東⼤泉４−１−１０

03-3922-0081

佐々⽊⻭科医院

東京都練⾺区南⼤泉３−３１−１７

03-3924-3032

佐藤⻭科医院

東京都練⾺区春⽇町６−１６−１１−２Ｆ

03-3998-6414

マイスター春⽇⻭科クリニック

東京都練⾺区春⽇町３−２９−８−３Ｆ

03-6768-6480

松⼭⻭科医院

東京都練⾺区旭町１−３８−１２

03-3976-3355

⽯川⻭科医院

東京都⼋王⼦市⼋⽇町４−９

042-625-5484

ごしま⻭科医院

東京都⼋王⼦市東浅川町９１４−１

042-667-0607

横川町住宅なごみ⻭科医院

東京都⼋王⼦市横川町１０８−８−１２

042-620-5370

ワイズ⻭科

東京都⼋王⼦市⻄⽚倉２−２−１

042-469-6676

下⽥ビル３Ｆ

03-3929-8122

⼋王⼦市
幸ビル３階

シュタール１Ｆ

⽻村市
本⽥⻭科医院

東京都⽻村市⽻東１−２１−２

042-554-5902

東京都⽇野市新町１−２２−５

042-583-2333

さくらい⻭科

東京都府中市美好町１−６−１

042-367-6480

府中駅前⻭科

東京都府中市寿町１−１−３−１Ｆ

042-319-1846

⼭本⻭科クリニック

東京都府中市朝⽇町２−２４−１５

042-369-3788

⽇野市
⼤⼭⻭科医院

府中市

福⽣市

佐久間⻭科医院

東京都福⽣市東町２−８

福⽣東⼝ＳＹビル２Ｆ

042-553-2525

⽂京区
たけやま⻭科医院

東京都⽂京区本駒込５−７２−１３−１Ｆ

03-3946-5711

医療法⼈社団悠久会 鈴⽊⻭科医院

東京都町⽥市忠⽣１−１５−４

042-793-1151

⾼村⻭科医院

東京都町⽥市⼩川３−２−５

042-795-6718

町⽥市

三鷹市
スマイル矯正⻭科

東京都三鷹市下連雀３−４３−３２

つかもと⻭科クリニック

東京都三鷹市下連雀１−９−２０

牟礼南デンタルオフィス

東京都三鷹市牟礼７−６−１０

松川ビル２Ｆ

0422-71-6911

ヒュッテＥ１Ｆ

0422-70-0808
0422-43-6480

港区
⿇布⼗番Ｄデンタルオフィス

東京都港区⿇布⼗番１−４−７５

⿇布マスターズ２Ｆ

03-5545-8241

⿇布東京デンタルクリニック

東京都港区南⿇布４−１２−２５

南⿇布セントレ７階

03-5422-7518

⽩⾦台矯正⻭科

東京都港区⽩⾦台４−８−９−２Ｆ

03-5475-6400

新橋⼆丁⽬⻭科

東京都港区新橋２−２−５

03-6663-8148

野澤⻭科医院

東京都港区⻄新橋２−２２−８

第⼀協⽴ビル１階

03-6459-0410

南⻘⼭アイリス⻭科

東京都港区南⻘⼭７−１１−５

ＨＯＵＳＥ７１１５ １Ｆ

03-6427-4408

ＵＣ矯正⻭科クリニック⿇布⼗番

丸⼭ビル４Ｆ

東京都港区⿇布⼗番１−５−１９

03-3408-5079

ラトリエ・メモワールビル３Ｆ

武蔵野市
コミヤマ⻭科クリニック
吉⽥⻭科医院

東京都武蔵野市中町１−６−４

三鷹⼭⽥ビル４Ｆ

東京都武蔵野市中町３−１−４
ライオンズマンション三鷹第三 １０１号

0422-55-1678
0422-55-3883

⽬黒区
いげた⻭科医院

東京都⽬黒区⾃由が丘２−１５−２１

03-3718-5715

神部⻭科医院

東京都⽬黒区東⼭２−５−１８

03-3712-3664

つかさ⻭科医院
⼭⼿デンタルクリニック

東京都⽬黒区中央町２−７−５
ロイヤルエクセレント学芸⼤１０１
東京都⽬黒区中⽬黒３−５−４

03-5722-4546
03-3719-6874
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