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名称

住所

電話番号

小池歯科医院

豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル202

03-3947-2720

森デンタルクリニック

豊島区駒込3-2-7 デュアル駒込3階

03-5567-2480

静谷歯科医院

豊島区駒込3-11-3

03-3915-1108

あき歯科医院

豊島区駒込2-7-8 女子栄養大学5号館3F

03-3915-6481

中島歯科医院

豊島区駒込6-33-5

03-3918-2344

小野島歯科医院

豊島区巣鴨1-10-11

03-3942-0057

竹山歯科医院

豊島区巣鴨1-18-4 レクトヒル1F

03-3944-8241

恵愛歯科医院

豊島区巣鴨1-18-11 扇屋ビル3F

03-3944-0449

幸運堂ビル歯科医院

豊島区巣鴨1-19-11

03-3946-0814

洋子クリニック歯科

豊島区巣鴨1-40-5

03-3945-9271

河野歯科クリニック

豊島区巣鴨3-23-7

03-3916-4180

ヴェリ歯科クリニック

豊島区巣鴨3-25-4

03-5980-8787

ほそだ歯科

豊島区巣鴨3-16-2

03-3910-4182

潮デンタルクリニック

豊島区巣鴨3-20-14 山下ビル3Ｆ

03-3917-1404

伏見歯科医院

豊島区巣鴨4-28-4 オーガスト80

03-3917-1780

布施歯科医院

豊島区西巣鴨2-34-18

03-3910-3237

正木歯科医院

豊島区西巣鴨3-3-10 小林ビル1階

03-3915-1261

静谷歯科医院

豊島区西巣鴨3-8-1

03-3915-0072

こだま歯科医院

豊島区西巣鴨3-18-2

03-3916-1722

田島デンタルクリニック

豊島区西巣鴨3-25-11 メトロエステート西巣鴨204 03-3949-2178

林歯科医院

豊島区西巣鴨4-15-9

03-3916-0841

神濱歯科医院

豊島区巣鴨4-14-12

03-3918-2209

あお歯科クリニック

豊島区北大塚1-17-8

03-5972-1025

あずさ歯科

豊島区北大塚2-11-9 梟ビル1F

03-5972-1336

医療法人社団法山会 山下診療所（大塚） 豊島区北大塚2-13-1 ｂａ 07 5F

03-3910-6711

渋谷歯科医院

03-3918-4080

豊島区北大塚2-32-21 萬ビル1Ｆ

医療法人社団晴健会 仙田歯科医院 豊島区北大塚3-27-16 シティーコート北大塚1F 03-5961-6480

はなか歯科医院

豊島区西巣鴨1-6-5 ジュウェル大塚1F

有支会歯科

豊島区北大塚2-2-13大塚シャトレ・トーコー101 03-3949-8800

さくらデンタルクリニック

豊島区南大塚1-1-8 ウエストモアビル2F

やはぎ歯科クリニック

豊島区南大塚2-3-20 アーバンビュー新大塚101 03-3944-7855

小池歯科医院

豊島区南大塚2-35-8 NYにしむらビル2F

03-3943-1990

松能歯科医院

豊島区南大塚2-41-7 勉強堂ビル3階

03-3946-1878

新大塚歯科

豊島区南大塚3-4-2

03-3983-5639

山本歯科医院

豊島区南大塚3-6-4

03-3985-4180

とりいデンタルクリニック

豊島区南大塚3-43-5 アルス新大塚1F

03-3980-9797

関根歯科医院

豊島区南大塚3-44-11 フサカビル2F

03-3981-2646

医療法人社団大塚会 大多和歯科医院 豊島区南大塚3-51-3

03-3949-3440
03-5976-6471

03-3984-6797
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田端歯科医院

豊島区上池袋3-33-21

03-3916-2968

西村歯科医院

豊島区上池袋3-38-5

03-3576-0077

高田歯科

豊島区上池袋3-46-8第一ビル301

03-3916-8286

さゆり歯科医院

豊島区池袋本町1-1-1 歯研ﾋﾞﾙ

03-3985-1184

小林デンタルオフィス

豊島区池袋本町1-15-19 池袋本町公園レジデンス1Ｆ 03-5944-8449

矢作歯科クリニック

豊島区池袋本町2-1-12 1Ｆ

03-3983-7057

市丸歯科医院

豊島区池袋本町3-22-3

03-5992-0554

ごうけ歯科クリニック

豊島区池袋本町3-25-13フランエミーユ1Ｆ

03-3984-0076

石田歯科医院

豊島区池袋本町4-1-1

03-3983-5684

長田歯科医院

豊島区池袋本町4-9-2

03-3971-4534

宇美歯科医院

豊島区池袋本町4-12-9 ＡＮビル1Ｆ

03-3989-6630

大道歯科医院

豊島区池袋本町4-30-13 ＭＳビル1Ｆ

03-3980-0789

ゆうデンタルクリニック

豊島区池袋本町4-39-5 モルチール池袋本町102 03-5396-4618

成田歯科・矯正歯科医院

豊島区池袋本町4-1-2

03-3987-5403

上山歯科医院

豊島区池袋2-54-10 池袋スワン2Ｆ

03-3590-4965

寺田歯科医院

豊島区池袋2-69-2 寺田デンタルビル1Ｆ

03-3984-6480

大松矯正歯科クリニック

豊島区池袋2-13-2 金子園ビル3F

03-6912-7200

芝歯科医院

豊島区池袋2-16-12 ＫＢＣビル2Ｆ

03-3988-5440

中山歯科医院

豊島区池袋2-23-3

03-3971-0864

どひ歯科・小児矯正歯科

豊島区西池袋5-5-21 ザ・タワー・グランディア2階 03-3985-6480

吉野歯科医院

豊島区池袋1-8-3

03-3982-0822

鈴木歯科クリニック

豊島区池袋4-25-1 紘亜ビル1F

03-5950-8241

吉澤歯科医院

豊島区池袋4-27-6 吉澤ビル1F

03-3982-4180

池袋かおり歯科クリニック

豊島区池袋2-61-4 エヌアイビル2階

03-5985-4148

高草木歯科

豊島区東池袋1-9-1 セイコーサンシャインビルXI9Ｆ 03-3988-2522

サンシャイン通り歯科医院

豊島区東池袋1-15-1 真下ビル5Ｆ

03-3984-6634

じゅん歯科

豊島区東池袋2-62-9 サンハイツ東池袋2Ｆ

03-5950-8877

あぜりあ歯科診療所

豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所6階

03-3987-2425

さとみ矯正歯科

豊島区東池袋1-47-12 シュウトウビル2F

03-6912-7858

有泉歯科医院

豊島区東池袋2-1-13

03-5956-2488

医療法人社団歯友会 赤羽歯科（池袋） 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3988-0641

医療法人社団大友会 杉田歯科医院 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル7階

03-3988-8000

倉本歯科医院

豊島区東池袋3-7-4 倉本ビル2Ｆ

03-3590-0418

東池袋くしやま歯科医院

豊島区東池袋4-6-10 ルナ大住ビル1階

03-3980-0418

名取歯科医院

豊島区東池袋4-14-6

03-3983-6339

高田歯科医院

豊島区東池袋4-34-10

03-3987-8677

リキタケ歯科医院

豊島区南池袋1-18-17 Ｉ＆Ｋビル4階

03-3980-4618

医療法人社団恒心会 グリーン歯科 豊島区南池袋1-25-9 ＭＹＴビル6Ｆ

03-3984-0517

島根歯科医院

豊島区南池袋2-24-7

03-3971-6308

おくやまデンタルクニック

豊島区南池袋2-26-7 東京池袋城北ビル3階 03-3983-8232

医療法人社団弘進会 宮田歯科 池袋診療所

豊島区南池袋2-27-8 南水ビル4階

03-3988-8311
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池袋ヤマヤ歯科医院

豊島区南池袋2-29-10 金井ビル4Ｆ

03-3984-0418

北條歯科医院

豊島区南池袋2-12-5 第6，7中野ビル1F

03-3981-5550

高橋歯科クリニック

豊島区南池袋2-33-7

03-3982-8578

セントラル歯科

豊島区南池袋2-41-12 池袋セントラルマンション301号 03-3989-0333

豊島区役所ビル かわはた歯科

豊島区南池袋2-45-3 としまエコミューゼタウン2Ｆ 03-5944-8811

池袋まるやま矯正歯科

豊島区南池袋3-15-10 桐生ビル2F

03-5927-8241

立川歯科医院

豊島区雑司が谷2-5-19

03-3971-9520

鈴木歯科医院

豊島区雑司が谷2-9-4

03-3971-4046

高津歯科医院

豊島区高田1-19-21 メゾンソレイユ101号

03-5396-3099

山下歯科クリニック

豊島区高田3-13-7 サンユービル1Ｆ

03-3987-0648

医療法人社団恒心会 目白ハイマート歯科 豊島区目白2-39-1 トラッド目白2Ｆ

03-5950-1426

芥川歯科

豊島区目白3-4-12 Ｅ＆Ｋビル4階

03-3952-4050

仁村歯科医院

豊島区目白3-16-1

03-3953-4827

飯田歯科医院

豊島区目白4-19-10

03-3953-0940

もみじ歯科クリニック目白

豊島区目白2-2-1 1Ｆ

03-3980-8332

新井歯科医院

豊島区西池袋3-23-4

03-3980-6655

林歯科医院

豊島区西池袋3-7-15

03-3971-8035

医療法人社団 雄志会 渡辺歯科クリニック 豊島区西池袋3-10-2 1Ｆ

03-3984-6481

イワサキ歯科医院

豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル3Ｆ

03-3982-5341

田代歯科医院

豊島区西池袋4-23-19

03-3972-5140

山口歯科医院

豊島区南長崎2-5-17

03-3951-3131

黒田歯科医院

豊島区南長崎3-38-2

03-3950-8241

目白荒井歯科医院

豊島区目白5-3-6

03-3951-3629

田中歯科クリニック

豊島区目白5-4-7 たなか耳鼻咽喉科2Ｆ

03-3950-4618

はやと歯科医院

豊島区南長崎4-5-20 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎4Ｆ 03-5996-4123

村田歯科クリニック

豊島区南長崎4-17-9

03-3951-3715

鮎沢歯科医院

豊島区南長崎5-14-2 ヤマザキビル2Ｆ

03-3565-0118

渡辺歯科医院

豊島区南長崎5-25-13

03-3951-2023

守尾歯科医院

豊島区南長崎5-29-10 コーポ島忠1階

03-3950-8447

岩崎歯科医院

豊島区南長崎6-24-3

03-3951-6021

さいとう歯科医院

豊島区長崎4-7-11 マスターズ東長崎303

03-3959-8241

鯉沼歯科医院

豊島区長崎4-7-16 ソシエ長崎第二101

03-3973-9571

さくら歯科医院

豊島区長崎5-20-19 サミット東長崎店1階別棟 03-5926-6966

吉田歯科医院

豊島区長崎6-10-13 あどにすビル1Ｆ

03-3554-0126

医療法人奉優会 モアナ歯科クリニック東長崎医院

豊島区長崎5-1-32 城北日専連ビル1階

03-5926-9955

きくち歯科医院

豊島区長崎1-2-12

03-5966-6400

大山登歯科

豊島区長崎2-14-15 西村ビル1Ｆ

03-5995-0080

山口歯科医院

豊島区長崎2-13-6 舟見ビル

03-3973-2270

岡野歯科医院

豊島区長崎2-33-11

03-3957-6300
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田中歯科医院

豊島区西池袋4-35-11

03-3974-1017

田島歯科医院

豊島区要町1-16-8

03-3957-3457

聖和歯科広瀬診療所

豊島区西池袋5-25-7 関口ビル2Ｆ

03-3959-5423

医療法人社団 恒心会 石山歯科医院 豊島区千早1-20-13 新東京木材会館2階

03-3530-8148

赫歯科医院

豊島区要町3-44-5 カズビル1階

03-3959-4001

長嶺歯科医院

豊島区高松2-27-1

03-3955-5414

野木歯科医院

豊島区高松3-1-8

03-3974-6480

野口歯科医院

豊島区要町2-7-2

03-3957-2010

和田垣歯科医院

豊島区要町2-36-12 永井ビル1Ｆ

03-3974-3069

武田歯科医院

豊島区千早2-31-1 ラ・ポルポーラ101

03-5995-6480
0

