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ブライト矯正歯科 中央1-7-24 37-8820 丸山歯科医院 蟻ヶ崎2-5-19 36-6363 みらいﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 筑摩1-6-11 87-8851

原　歯科医院 中央1-17-21 32-0176 平林歯科医院 蟻ヶ崎3-3-5 35-2218 木村歯科医院 筑摩1-21-6 27-0051

百瀬歯科医院 中央1-28-11 32-1198 高山歯科医院 蟻ヶ崎4-11-7 36-5041 大山歯科医院 筑摩3-2-6 28-9200

藤森歯科医院 中央2-9-27 39-0232 増田歯科医院 沢村2-5-1 33-2629 ほり歯科ｸﾘﾆｯｸ 筑摩4-3-45 29-2622

こし歯科医院 中央3-6-1 33-8020 犬飼歯科医院 沢村3-5-1 35-1703 イイムラ歯科医院 筑摩4-21-6 27-2700

井上歯科医院 中央3-8-2 32-0512 砂原歯科医院 開智2-2-21 37-6480 川村歯科ｸﾘﾆｯｸ 並柳2-9-2 29-7833

堀　歯科医院 中央3-11-2 32-0839 井上歯科医院 旭1-9-2 36-7166 筒井歯科医院 出川2-11-5 25-3374

のもと歯科医院 中央4-4-24 39-4433 小出歯科医院 北深志3-4-4 33-3300 マルフジ歯科医院 井川城1-5-1 50-5853

酒井歯科医院 中央4-7-11 36-0101 武井歯科医院 桐1-2-26 32-5628 高林歯科ｸﾘﾆｯｸ 井川城2-12-9 26-6320

歯科ナカタ 深志1-1-21 32-6474 根橋歯科医院 桐3-3-17 38-0051 松南病院歯科 笹部3-13-29 25-2303

竹渕歯科医院 深志2-1-7 32-0654 おばた矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 女鳥羽1-7-23 33-8000 望月ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 両島1-13 24-8148

岩原歯科医院 深志2-2-5 38-7730 平沼歯科医院 女鳥羽2-1-3 34-3111 川崎歯科・矯正歯科医院 高宮北6-1 25-8338

丸山歯科ｸﾘﾆｯｸ 深志2-6-25 36-3577 鈴木歯科医院 清水2-3-1 32-3443 高宮中央歯科 高宮中7-2 28-7070

飯島歯科医院 深志3-8-2 32-2481 一志歯科医院 清水2-6-23 32-2141 あい歯科医院 南原2-1-18 26-3818

三溝歯科医院 埋橋2-11-6 32-2182 松﨑歯科医院 元町3-5-15 35-8228 花村歯科医院 石芝3-2-12 25-8222

神谷歯科医院 県3-7-41 35-1137 もとむら歯科医院 城西1-2-3 39-4182 小野歯科医院 石芝4-1-36 27-0070

犬飼歯科ｾﾝﾄﾗﾙ・ﾋﾞｵｽ診療所 大手2-9-23 32-1407 城西病院歯科 城西1-5-16 33-6400 松本歯科ｸﾘﾆｯｸ 宮田6-7 25-0648

窪田歯科医院 大手3-2-19 33-7053 熊谷歯科医院 城西2-1-4 34-2611 新村歯科医院 宮田23-2 88-7418

山岸歯科医院 大手3-3-6 32-1328 金井歯科医院 城西2-2-3 32-4152 小川歯科ｸﾘﾆｯｸ 宮田24-1 27-6487

三の丸歯科医院 大手3-6-10 88-2178 平林歯科小児歯科医院 白板1-7-34 32-1271 田中歯科医院 宮田31-31 25-5816

原　歯科医院 丸の内1-9 32-1623 林　歯科医院 白板2-2-8 33-6433 協立歯科医院 野溝木工2-9-C102 27-1912

山崎歯科医院 丸の内2-12 33-8217 ごうや歯科医院 渚1-7-38 50-6751 呉本歯科医院 芳野2-12 25-0201

中嶋歯科医院 城東1-1-6 32-1986 松本協立病院歯科ｾﾝﾀｰ 巾上9-26 35-8241 NORI Dental Clinic 双葉5-20イオン２F 31-5771

笠原歯科医院 城東1-6-2 32-0505 田中歯科医院 庄内1-10-31 25-5122 かずみ歯科ｸﾘﾆｯｸ 島内990-2 40-1156

望月歯科医院 城東1-6-5 32-1422 白百合ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 庄内2-6-42 27-5310 春日歯科医院 島内1385-1 47-7664

　裏面にもあります

松本市　歯周疾患検診・妊婦歯科検診　実施医療機関
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なお歯科小児歯科医院 島内4047-3 40-2800 上島歯科医院 村井町南1-32-6 58-2078 安曇島々診療所 安曇1061-1 94-2231

いこい歯科ｸﾘﾆｯｸ 島内4155-1 88-8788 あうる歯科医院 村井町南1-36-13 85-2020 安曇大野川診療所 安曇3992-1 93-2171

おおた歯科・矯正歯科医院 島内5000-2 47-6670 やまぐち歯科ｸﾘﾆｯｸ 村井町南2-6-20 88-9003 奈川診療所 奈川2366 79-2301

医療法人島内診療所 島内5302 47-5532 小坂歯科医院 小屋南1-12-11 85-5147 早田歯科医院 波田1571 92-5045

矢島歯科ｸﾘﾆｯｸ 島立567 47-5656 村山歯科医院 寿北6-35-1 86-7505 ひばりヶ丘歯科医院 波田5268-3 92-5029

めいﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 島立647-2 50-5377 沢田歯科医院 寿中1-41-10 57-8148 中央歯科医院 波田5435-1 92-3430

いわま歯科医院 島立1418-4 48-5559 清水歯科医院 寿豊丘1180-7 86-0067 アワノ歯科 波田9755-1 92-5455

杉山歯科医院 島立2237-76 47-0241 おひさま歯科医院 寿南1-38-11 85-4012 真関歯科医院 波田9801-1 92-6480

山田歯科医院 島立3149 47-3972 佐野歯科医院 寿台2-6-12 58-4575 （令和4年7月現在）

大久保歯科医院 島立4879-1 47-6602 横山歯科ｸﾘﾆｯｸ 内田587-5 57-1118

たんぽぽ小野歯科医院 新村151-2 40-1188 岡田小林歯科医院 岡田町489-19 46-6578

平林矯正歯科 新村548 47-0008 坂下歯科医院 里山辺1561-6 34-5418

小林歯科医院 新村1984-4 40-0887 久根下歯科医院 里山辺3275 36-8227

腰原歯科医院 新村2299-2 47-8277 唐沢歯科医院 今井8090-2 50-3722

たなか歯科医院 和田1672-2 48-5225 汲田歯科医院 横田2-6-6 33-6464

との歯科医院 和田2571-61 40-1741 小林歯科医院 横田4-4-6 32-0627

坂本歯科医院 神林3325-1 26-9488 金井歯科医院 水汲130 46-3681

倉科歯科医院 神林3631-2 28-2200 とどろき歯科医院 浅間温泉1-10-25 45-1181

海瀬歯科医院 神林5088-80 31-0170 中川歯科 浅間温泉2-1-8 46-4009

やまびこ歯科ｸﾘﾆｯｸ 笹賀1904-1 85-7085 なかじま歯科医院 会田668-1 64-1182

いぬい歯科医院 笹賀3339-17 58-6480 川上歯科医院 梓川梓2332-1 78-2019

グリーン歯科 笹賀3487-3 58-6610 昭和歯科医院 梓川梓2361-4 78-2140

横山歯科医院 笹賀5228-1 25-3061 せきざわ歯科医院 梓川倭25-3 78-6543

中嶋歯科医院 平田西2-10-3 86-8876 やまと歯科診療所 梓川倭605-4 78-7118

平田駅前歯科　 平田東2-20-11 87-0888 みずた歯科医院 梓川倭766-6 88-5866


