
歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【和歌山市地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住　　　所 Ｔｅｌ
青島歯科 640-8341 和歌山市黒田253　メゾン葵 (073)474-4884
秋月歯科医院 640-8314 和歌山市神前534-1 (073)471-1441
熱田歯科室 640-8159 和歌山市十一番丁44 (073)432-8444
医療法人　あなはら歯科クリニック 641-0015 和歌山市布引530-2 (073)448-5580
アリマ歯科医院 641-0051 和歌山市西高松2-15-7 (073)445-2888
スマイル歯科 640-8286 和歌山市湊御殿2-3-37　スマイル歯科 (073)421-8750
井口矯正歯科 640-8331 和歌山市美園町5-1-2　新たちばなビル2Ｆ (073)425-7182
井関歯科医院 640-8374 和歌山市数寄屋丁16 (073)431-9693
井関歯科医院 640-8329 和歌山市田中町4-118 (073)422-3588
伊東歯科医院 641-0034 和歌山市新高町5番14号 (073)444-6666
石原歯科クリニック 640-8442 和歌山市平井126-1 (073)456-1234
市川歯科医院 640-8152 和歌山市十番丁15 (073)433-3555
紀和歯科医院 641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-21 紀和歯科医院 (073)441-7018
岩井歯科 640-8483 和歌山市園部966-3 (073)462-4664
岩尾歯科 640-8483 和歌山市園部888-7 (073)462-0418
岩橋歯科医院 640-8024 和歌山市元寺町5-53 (073)423-0960
岩橋歯科医院 640-8327 和歌山市橋向丁39 (073)422-4549
岩橋歯科医院 640-8106 和歌山市三木町中ノ丁1 (073)423-2588
岩端歯科医院 641-0007 和歌山市小雑賀696-5　サンロイヤル小雑賀1Ｆ (073)427-1125
上西歯科医院 640-8251 和歌山市南中間町81 (073)422-6466
上の山歯科 640-8314 和歌山市神前37-65 (073)472-7707
上村歯科医院 640-8319 和歌山市手平1-9-16 (073)426-3884
宇佐美歯科 640-8411 和歌山市梶取244-12 (073)499-7299
梅本歯科医院 640-8136 和歌山市堀止東1-2-29 (073)426-0118
江川歯科医院 640-0331 和歌山市吉原1210-1 (073)479-2121
江見歯科医院 649-6338 和歌山市府中1096-1 (073)462-2325
大河内歯科医院 640-8216 和歌山市元博労町22 (073)422-4702
大平歯科医院 640-8150 和歌山市十三番丁4 (073)433-3710
おおまゑ歯科 640-8331 和歌山市美園町5-11-15 (073)426-1374
おおみち歯科クリニック 640-8481 和歌山市直川613-17 (073)488-8271
大道歯科医院 640-8303 和歌山市鳴神132-8 (073)472-9505
太田歯科医院 640-8336 和歌山市柳丁48 (073)424-2627
太田矯正歯科クリニック 640-8033 和歌山市本町2-27　松屋ビル3Ｆ (073)426-1182
岡歯科医院 649-6321 和歌山市布施屋111-1 (073)477-3076
医療法人ベルウェル クレア歯科クリニック640-8442 和歌山市平井108-7　クレア歯科クリニック (073)456-0007
岡野歯科医院 640-8341 和歌山市黒田190-19 (073)471-4811
おがみ歯科クリニック 640-8322 和歌山市秋月468-8 (073)471-3818
岡本歯科医院 640-8403 和歌山市北島38-14 (073)452-5935
沖殿歯科医院 640-8220 和歌山市下町18 (073)432-4669
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おぐり歯科クリニック 649-6311 和歌山市里93-1 (073)461-8211
尾谷歯科クリニック 640-8401 和歌山市福島679-5 (073)453-8153
笠原歯科医院 649-6264 和歌山市新庄490 (073)477-2222
かたおか歯科クリニック 640-8341 和歌山市黒田100-6 (073)475-1803
角野歯科医院 640-8067 和歌山市一筋目1 (073)431-4182
医療法人 金尾好章歯科医院 640-8343 和歌山市吉田537 (073)432-0500
かみさこ歯科 640-8412 和歌山市狐島298-1 (073)454-5701
川﨑歯科クリニック 640-8325 和歌山市新生町278-3 (073)431-5510
医療法人 かわさきデンタルクリニック 640-8451 和歌山市中573-19-403　ふじと台ステーションビル エスタシオンEAST 4階 (073)488-5489
川崎歯科医院 641-0052 和歌山市東高松3-2-7 (073)445-5566
川崎歯科 640-8035 和歌山市万町4番地　ニューリチャードビル2Ｆ (073)428-1002
カワシマ歯科クリニック 640-8481 和歌山市直川1-4 (073)460-7085
川村歯科医院 640-8159 和歌山市十一番丁11 (073)422-4618
神田歯科医院 640-8273 和歌山市葵町4-26 (073)425-4182
木下歯科クリニック 641-0031 和歌山市西小二里2-4-87　フェリキタス西浜101 (073)488-7943
木下歯科医院 641-0051 和歌山市西高松1-5-47 (073)423-2170
園部歯科 640-8483 和歌山市園部1458　園部歯科 (073)462-1182
医療法人 貴志歯科医院 640-8451 和歌山市中158 (073)453-6480
貴志歯科医院 640-8482 和歌山市六十谷220-4 (073)462-2500
楠山歯科医院 640-8151 和歌山市屋形町5-18 (073)423-4020
国中歯科医院 640-8471 和歌山市善明寺44 (073)451-3123
栗山歯科医院 640-8329 和歌山市田中町5-1-1　タバタビル2Ｆ (073)436-3653
いずみ歯科 640-8303 和歌山市鳴神105　いずみ歯科 (073)474-9110
ごう歯科クリニック 641-0004 和歌山市和田160-3 (073)479-1125
こじまデンタルクリニック 640-8377 和歌山市新堺丁2 (073)433-7775
こたに歯科 640-8319 和歌山市手平1-7-31 (073)423-0769
小谷歯科医院 649-6332 和歌山市宇田森18-4 (073)462-2334
小西歯科医院 640-8265 和歌山市小松原6-1-7 (073)425-2460
小西歯科クリニック 640-8235 和歌山市東長町7-12 (073)425-6480
医療法人ウェルネス 小畑歯科医院 640-8401 和歌山市福島324-1 (073)455-9874
医療法人雅会 小畑歯科医院 640-8425 和歌山市松江北7-5-1 (073)455-7977
小林歯科医院 640-8435 和歌山市古屋419 (073)453-4182
神野歯科医院 640-8392 和歌山市中之島356-20 (073)472-0128
佐々木デンタルクリニック 649-6323 和歌山市井ノ口325 (073)477-3888
佐武歯科医院 641-0013 和歌山市内原937-25 (073)445-2111
M's Dental 640-8297 和歌山市西河岸町99　M's Dental (073)432-6656
さのデンタルクリニック 640-8142 和歌山市三番丁2 (073)433-0790
酒井歯科 640-8317 和歌山市北出島148 (073)475-0303
坂中歯科 640-8403 和歌山市北島404-157 (073)453-4618
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﨑山歯科医院 640-8371 和歌山市新八百屋丁9 (073)431-5083
さわもと歯科医院 640-8402 和歌山市野崎231 (073)453-3366
澤本歯科医院 640-8412 和歌山市狐島308-2 (073)453-6688
島本歯科 641-0052 和歌山市東高松2-2-20 (073)422-8511
白川歯科医院 649-6313 和歌山市楠本1番地 (073)461-6841
神人歯科医院 640-8392 和歌山市中之島2282 (073)431-8755
末兼歯科医院（休止） 640-0103 和歌山市加太1070-60 (073)459-0216
菅野歯科医院 641-0025 和歌山市和歌浦中1-5-2 (073)444-0858
杉原歯科医院 640-8269 和歌山市小松原通4-28・29 (073)422-2734
炭井歯科 641-0013 和歌山市内原818-16 (073)447-2062
田井歯科医院 640-0353 和歌山市馬場65-4 (073)479-3301
田中ハタ歯科 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁2番33号　田中ハタ歯科 (073)422-5483
平歯科医院 640-8113 和歌山市広瀬通丁3-40 (073)422-3012
南海歯科医院 640-8323 和歌山市太田115-4　南海歯科医院 (073)473-6123
たかだ歯科クリニック 640-8323 和歌山市太田2-2-17　HIRATA SOUTH 1F (073)472-4876
高田歯科医院 640-8395 和歌山市畑屋敷中ノ丁28 (073)431-4786
髙塚歯科医院 640-8262 和歌山市湊通丁北3-7 (073)436-4182
滝本歯科医院 641-0014 和歌山市毛見60 (073)444-2001
たけうち歯科医院 641-0008 和歌山市北中島1-33 (073)426-1919
竹内歯科クリニック 640-8157 和歌山市八番丁1 (073)423-5060
武田歯科医院 640-0112 和歌山市西庄779-1 (073)453-4141
くすの木デンタルクリニック 640-8125 和歌山市島崎町5-32-7　くすの木デンタルクリニック (073)432-8011
谷口歯科医院 649-6331 和歌山市北野442 (073)461-0400
谷口歯科医院 640-8159 和歌山市十一番丁8-1　京橋ビル3Ｆ (073)431-5859
谷口歯科医院 640-0351 和歌山市吉礼64 (073)478-1919
玉置歯科医院 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁21 (073)422-3866
つえむら歯科 640-8412 和歌山市狐島382-5 (073)453-5654
辻岡歯科医院 640-8319 和歌山市手平5-1-17 (073)436-5377
四ヶ郷土橋Ｋ歯科医院 640-8391 和歌山市加納335-43 (073)472-7306
つちはし歯科 640-8463 和歌山市楠見中201-7 (073)456-1177
土橋歯科医院 640-8341 和歌山市黒田109-3 (073)472-7755
土谷歯科クリニック 641-0051 和歌山市西高松1-3-7 (073)436-3585
けやき歯科クリニック 640-8156 和歌山市七番丁26-1　ダイワロイネットホテル2F　けやき歯科クリニック (073)433-8020
中野歯科医院 641-0045 和歌山市堀止西1-9-18　中野歯科医院 (073)422-7932
つつみ歯科医院 640-8433 和歌山市中野31-1　和歌山パームシティ302号 (073)456-2222
津守歯科クリニック 640-8432 和歌山市土入21-21 (073)454-7300
戸村歯科医院 640-8265 和歌山市小松原5-2-26 (073)426-2888
東海歯科医院 640-8392 和歌山市中之島2048 (073)433-2758
髙田歯科医院 640-8033 和歌山市本町5-23　髙田歯科医院 (073)428-2730
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得津歯科医院 640-8345 和歌山市新在家163 (073)472-1322
富永歯科医院 640-8444 和歌山市次郎丸95-3 (073)453-7000
豊田歯科医院 641-0036 和歌山市西浜891-13 (073)447-3232
内藤歯科 640-8203 和歌山市東蔵前丁4　ファーストビル3Ｆ (073)428-1200
中谷医科歯科クリニック 640-8151 和歌山市屋形町1-26　中谷医科歯科クリニック (073)422-2462
千代歯科 640-8425 和歌山市松江北4-7-20　千代歯科 (073)451-6666
医療法人孝紀会 中西歯科医院 640-8024 和歌山市元寺町2-1　前田ビル (073)432-7100
中西歯科医院 640-8323 和歌山市太田1-1-29 (073)473-0876
紀三井寺歯科 641-0012 和歌山市紀三井寺749-3　紀三井寺歯科 (073)445-4000
中本歯科医院 640-8342 和歌山市友田町4-96 (073)423-2155
秋葉山デンタルオフィス 641-0056 和歌山市秋葉町3-2　秋葉山デンタルオフィス (073)445-1171
公園前中山歯科 640-8154 和歌山市六番丁43　ハピネス六番丁ビル3Ｆ (073)427-6234
仲河歯科医院 649-6303 和歌山市平岡217-1 (073)462-4182
医療法人 仲河歯科医院 640-8301 和歌山市岩橋236-3 (073)473-5212
永井歯科医院 641-0045 和歌山市堀止西1-2-2 (073)436-3424
中原歯科医院（休止） 640-0112 和歌山市西庄387-1 (073)494-6480
にし歯科クリニック 640-8431 和歌山市向6-9 (073)452-2424
にしじま歯科 640-8434 和歌山市榎原272-23 (073)454-8148
西村歯科医院 640-8432 和歌山市土入168-42 (073)456-3090
西村歯科医院 641-0051 和歌山市西高松1-13-14 (073)433-8484
沼田歯科医院 641-0013 和歌山市内原996-1 (073)445-0418
ねごろ歯科口腔外科クリニック 641-0003 和歌山市坂田422-2 (073)463-5215
医療法人 野上歯科医院 640-0112 和歌山市西庄311-12 (073)452-0118
野村歯科医院 640-8227 和歌山市西汀丁44 (073)431-2722
長谷川歯科医院 640-8344 和歌山市納定38 (073)474-9604
橋本歯科医院 649-6314 和歌山市島233-3 (073)464-2566
林歯科医院 640-8329 和歌山市田中町2-4 (073)422-5842
はやし歯科医院 640-8331 和歌山市美園町4-69-8　林ビル1Ｆ (073)424-6000
原田歯科医院 640-8392 和歌山市中之島2337 (073)428-6788
広井歯科医院 640-8443 和歌山市延時147-13 (073)455-2875
福田歯科医院 641-0021 和歌山市和歌浦東2-7-16 (073)445-6480
ふくにし歯科医院 641-0036 和歌山市西浜1002-16 (073)448-5900
藤井歯科医院 641-0006 和歌山市中島288-2 (073)422-0277
藤田歯科 640-8403 和歌山市北島433-18 (073)454-8008
藤田歯科医院 640-8425 和歌山市松江北2-20-15 (073)455-2089
藤田歯科 641-0007 和歌山市小雑賀710 (073)422-0919
藤田歯科医院 640-8152 和歌山市十番丁101 (073)432-1549
藤野歯科医院 649-6321 和歌山市布施屋590-1 (073)477-0100
藤原歯科医院 640-8017 和歌山市北新戎ノ丁25 (073)432-4618
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オレンジ歯科 640-8341 和歌山市黒田143　オレンジ歯科 (073)475-8217
医療法人 ほんだ歯科 640-8331 和歌山市美園町5-61　ＪＲ和歌山駅ビル4Ｆ (073)425-7446
前岡歯科医院 640-8390 和歌山市有本232-8 (073)431-4453
前田歯科医院 649-6331 和歌山市北野282-6　南部ビル1Ｆ (073)461-3710
まえだ歯科医院 640-8027 和歌山市米屋町10 (073)431-5712
医療法人千尋会 前田歯科医院 640-8314 和歌山市神前161-1 (073)473-6340
松谷歯科医院 640-8343 和歌山市吉田323　メゾンドール和歌山301 (073)431-9870
松本歯科医院 640-8305 和歌山市栗栖1104 (073)473-6202
松本歯科診療所 641-0008 和歌山市北中島1-5-1　クリニックビルりゅうじん2Ｆ (073)421-6480
マルヤマ歯科 640-8287 和歌山市築港1-16-3 (073)433-0648
水島歯科医院 640-8151 和歌山市屋形町3-43 (073)422-0504
みなみで歯科クリニック 640-8255 和歌山市舟津町3-16-3 1F (073)488-4618
南出歯科医院 640-0343 和歌山市江南231-5 (073)479-2166
みやお歯科医院 649-6331 和歌山市北野154-5 (073)462-6644
宮本歯科 640-8317 和歌山市北出島46 (073)472-6400
研司歯科クリニック 640-8323 和歌山市太田65-11　研司歯科クリニック (073)471-0114
宮本歯科クリニック 640-8159 和歌山市十一番丁37 (073)433-1417
むくだい歯科医院 640-8314 和歌山市神前383-21　むくだい歯科医院 (073)473-5550
向林歯科医院 641-0034 和歌山市新高町4番10号 (073)444-8848
むろたに歯科 640-8341 和歌山市黒田173-3 (073)414-8866
もり歯科クリニック 640-8453 和歌山市木ノ本555-7 (073)455-7020
もりおか歯科 641-0005 和歌山市田尻124-5 (073)475-1477
森本歯科医院 640-0103 和歌山市加太1194 (073)459-1843
やの歯科 640-8392 和歌山市中之島294-1 (073)474-8878
やぶた歯科クリニック 640-8312 和歌山市森小手穂682-14 (073)463-6618
山崎歯科医院 640-8483 和歌山市園部1581-23 (073)461-0017
山下歯科診療所 641-0021 和歌山市和歌浦東2-1-66 (073)447-3323
山下歯科 641-0011 和歌山市三葛102-1 (073)445-8148
やました歯科医院 641-0002 和歌山市新中島80-9　山和プロパンビル2Ｆ (073)472-1900
やまだ歯科医院 640-8341 和歌山市黒田261-2　HIRATA NORTH 1F (073)474-1318
山中歯科こども歯科クリニック 640-8464 和歌山市市小路91-6 (073)452-6111
グリーン歯科 640-0112 和歌山市西庄86-5-001　グリーン歯科 (073)480-4428
歯科やまにし 641-0054 和歌山市塩屋4-5-22 (073)445-8254
山西歯科クリニック 640-8331 和歌山市美園町5-7-4 (073)425-2518
山西歯科医院 640-8463 和歌山市楠見中33-6 (073)454-2345
山本歯科医院 640-8435 和歌山市古屋86-3 (073)453-4816
山本歯科医院 641-0024 和歌山市和歌浦西1-3-21 (073)447-1588
山本歯科 641-0001 和歌山市杭ノ瀬17-1 (073)475-0418
ゆあさ歯科クリニック 640-8135 和歌山市鷹匠町2-60 (073)488-4879
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【和歌山市地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住　　　所 Ｔｅｌ
湯川歯科医院 640-8392 和歌山市中之島678-1 (073)433-5300
湯川歯科医院 640-0112 和歌山市西庄259-7 (073)454-6066
吉田歯科医院 640-8463 和歌山市楠見中47-15 (073)453-1515
りく歯科医院 640-8323 和歌山市太田3-9-19　メゾン・ド・ルー1Ｆ (073)474-3718
わだ歯科クリニック 641-0006 和歌山市中島576-1 (073)488-8039
和田歯科医院 640-8343 和歌山市吉田502 (073)422-1937
和中歯科 641-0024 和歌山市和歌浦西1-7-1 (073)444-8811
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【海南市・海草郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住　　　所 Ｔｅｌ
井内歯科医院 640-1175 海南市沖野々334-6 (073)487-4181
池田歯科診療所 649-0143 海南市下津町小松原4-4 (073)492-2160
石山歯科医院 640-1171 海南市野上中156 (073)487-4455
今西歯科医院 640-1172 海南市溝ノ口323　今西歯科医院 (073)487-0408
今村歯科医院 642-0002 海南市日方125-1 (073)482-0250
岡歯科医院 649-0101 海南市下津町下津3066-2 (073)492-0259
しもつ歯科クリニック 649-0123 海南市下津町丁92-6 (073)499-8320
岡田歯科・矯正歯科医院 642-0002 海南市日方1500-22 (073)482-2392
荻野歯科医院 649-0133 海南市下津町下270 (073)492-2024
片山歯科医院 642-0002 海南市日方1521-8 (073)482-3538
児島歯科医院 642-0001 海南市船尾194 (073)482-0608
河野歯科 640-1244 海草郡紀美野町福田136-6 (073)495-3288
田井歯科医院 642-0002 海南市日方1011 (073)482-1593
田岡歯科医院 642-0002 海南市日方1290-16 (073)482-0313
高橋歯科クリニック（休止） 642-0032 海南市名高537-1 (073)482-1228
玉置歯科医院 642-0002 海南市日方1519-2 (073)483-4040
寺本歯科 642-0023 海南市重根1169-2 (073)487-1500
中山たく歯科医院 642-0022 海南市大野中602-4 (073)482-1373
中山歯科医院 642-0011 海南市黒江1260 (073)482-7255
西田歯科医院 640-1121 海草郡紀美野町下佐々1035-4 (073)489-5350
沼田歯科医院 649-0122 海南市下津町黒田55-5 (073)492-5000
林歯科医院 640-1175 海南市沖野々349 (073)487-0058
平田歯科医院 642-0011 海南市黒江722 (073)482-0533
ひらた歯科クリニック 642-0031 海南市築地1-80 (073)482-1182
ふじやま歯科クリニック 640-1171 海南市野上中371-1 (073)487-3337
まとう歯科医院 642-0023 海南市重根442-1 (073)487-5614
溝端歯科診療所 642-0032 海南市名高479-3 (073)483-7171
山﨑歯科医院 642-0001 海南市船尾241 (073)482-0978
あっそ歯科クリニック 642-0013 海南市多田134-2　あっそ歯科クリニック (073)483-3031
山田歯科 642-0001 海南市船尾186-56 (073)482-0093
山本歯科医院 642-0001 海南市船尾122-15 (073)482-8088
吉村歯科診療所 640-1131 海草郡紀美野町動木80 (073)489-2330
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【岩出市・紀の川市地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
青木歯科医院 649-6246 岩出市吉田257-1 (0736)61-0889
井関歯科医院 649-6227 岩出市清水326-4 (0736)62-2223
磯野歯科医院 649-6631 紀の川市名手市場82-15 (0736)75-2063
松本歯科医院 649-6112 紀の川市桃山町調月161　松本歯科医院 (0736)66-0206
岩崎歯科 649-6231　 岩出市川尻56-3 (0736)62-9888
えのき歯科 649-6213 岩出市西国分529-4 (0736)63-3763
Oka Dental Clinic 649-6216 岩出市野上野242-11　(医)志学会 Oka Dental Clinic (0736)63-6480
岡本歯科医院 649-6631 紀の川市名手市場125 (0736)75-2047
岡本歯科医院 649-6531 紀の川市粉河389-7 (0736)73-4970
医療法人越智会 おち歯科 649-6245 岩出市中島601-4 (0736)61-7322
加山歯科医院 649-6417 紀の川市西大井93-2 (0736)77-5655
オリーブ歯科 649-6531 紀の川市粉河837-2　オリーブ歯科 (0736)73-6369
清瀧歯科医院 649-6422 紀の川市花野117 (0736)77-6161
神野歯科 649-6531 紀の川市粉河1724 (0736)73-2309
和歯科クリニック 649-6202 岩出市根来937-1　和歯科クリニック (0736)69-0118
佐野歯科医院 649-6445 紀の川市豊田85 (0736)77-0170
崎山歯科医院 640-0401 紀の川市貴志川町丸栖34-7 (0736)64-8727
さくら歯科 649-6124 紀の川市桃山町市場71-3　さくら歯科 (0736)66-2011
田原歯科 640-0411 紀の川市貴志川町前田86-7 (0736)64-1080
たかぎ歯科医院 649-6214 岩出市水栖11-10 (0736)63-0416
滝川歯科 649-6205 岩出市森273 (0736)63-0655
谷口歯科医院 649-6631 紀の川市名手市場252-3 (0736)75-4467
辻本歯科医院 649-6414 紀の川市打田1478-1 (0736)77-4068
辻本歯科医院 649-6414 紀の川市打田1478-1 (0736)77-4068
中嶋歯科医院（休止） 649-6223 岩出市高塚225 (0736)63-1020
中西歯科医院 649-6414 紀の川市打田169-2 (0736)78-2233
中西歯科医院 640-0416 紀の川市貴志川町長山277-176 (0736)64-7234
中前歯科医院 649-6256 岩出市金池442-4 (0736)63-1771
医療法人 西歯科医院 649-6244 岩出市畑毛274-9 (0736)63-5553
西野歯科医院 649-6219 岩出市北大池78-7 (0736)62-4556
はぎはら歯科 640-0415 紀の川市貴志川町長原102 (0736)64-8850
はたなか歯科クリニック 649-6227 岩出市清水354-1 (0736)69-5511
林歯科医院 649-6256 岩出市金池401-8 (0736)62-6012
藤田歯科医院 649-6434 紀の川市中三谷17-20 (0736)77-6060
ふじはら矯正歯科・小児歯科医院 649-6248 岩出市中黒534-8 (0736)60-4812
水崎歯科医院 649-6226 岩出市宮67-4 (0736)62-9898
みやもと歯科医院 649-6231 岩出市川尻229-3 (0736)69-3993
森歯科医院 649-6531 紀の川市粉河11-1 (0736)73-2220
もりもと歯科 649-6217 岩出市山田4-7 (0736)69-2688
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【岩出市・紀の川市地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
矢田歯科クリニック 640-0412 紀の川市貴志川町上野山352 (0736)64-6608
安村歯科医院 649-6631 紀の川市名手市場161-2 (0736)75-2202
医療法人 山中歯科医院 640-0413 紀の川市貴志川町神戸784 (0736)64-2379
山本歯科矯正 640-0402 紀の川市貴志川町北山379 (0736)64-3014
北村歯科医院 640-0421 紀の川市貴志川町北810　北村歯科医院 (0736)64-2194
医療法人 吉田歯科クリニック 649-6202 岩出市根来160-1 (0736)69-1182
吉村歯科医院 640-0415 紀の川市貴志川町長原248-8 (0736)64-8111
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【橋本市・伊都郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
石川歯科医院 649-7202 橋本市高野口町伏原174-1 (0736)43-2843
いわかみ歯科医院 648-0016 橋本市隅田町下兵庫626-3 (0736)32-6640
岩上歯科 648-0096 橋本市御幸辻306-3 (0736)33-1597
うちた歯科 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東196-1 (0736)22-8881
おかだ歯科クリニック 648-0073 橋本市市脇1-46-3 (0736)39-7171
おかもと歯科クリニック 648-0005 橋本市小峰台1-33-10 (0736)20-1470
落合デンタルオフィス 648-0015 橋本市隅田町河瀬789-1 (0736)39-1166
恩地歯科医院 649-7173 伊都郡かつらぎ町大谷146 (0736)22-0774
加藤歯科医院 648-0094 橋本市三石台1-3-11　フォレスト橋本2Ｆ (0736)37-5785
海堀歯科医院 648-0043 橋本市学文路418 (0736)32-0466
海堀歯科医院 648-0065 橋本市古佐田2-3-8 (0736)32-3790
木村歯科医院 649-7122 伊都郡かつらぎ町新田53-2 (0736)22-3137
喜多歯科医院 649-7203 橋本市高野口町名古曽804-2 (0736)42-0451
楠井歯科医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東457 (0736)22-1011
こじま歯科医院 648-0065 橋本市古佐田1-1000 (0736)32-1373
後藤歯科医院 648-0073 橋本市市脇4-3-27 (0736)32-0547
阪中歯科 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺27-1 (0736)22-5522
下田歯科クリニック 648-0041 橋本市清水159-6 (0736)33-2557
隅田歯科医院 648-0018 橋本市隅田町垂井73-1 (0736)32-0845
たえなか歯科クリニック 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺畑ノ脇151-1 (0736)22-4618
多田歯科医院 648-0065 橋本市古佐田1-6-10 (0736)32-0362
田村歯科クリニック 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東103-6 (0736)22-1671
辻歯科医院 649-7203 橋本市高野口町名古曽12 (0736)43-2481
辻本歯科クリニック 649-7207 橋本市高野口町大野235-1 (0736)42-0556
つちだ歯科医院 648-0018 橋本市隅田町垂井55-2 (0736)32-2331
とよざわ歯科クリニック 648-0064 橋本市橋本2-1508 (0736)33-1800
医療法人 歯優会 中島歯科医院 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺468 (0736)22-0248
中平歯科医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東71-5 (0736)22-0311
はたの歯科クリニック 648-0043 橋本市学文路221 (0736)26-7266
ひまわり歯科医院 648-0005 橋本市小峰台2-12-49　ひまわり歯科医院 (0736)34-8241
ひろせ歯科クリニック 648-0096 橋本市御幸辻179-2 (0736)25-5551
堀切歯科診療所 648-0096 橋本市御幸辻251-2 (0736)33-2310
ほりはた歯科医院 648-0073 橋本市市脇1-1-24　2Ｆ (0736)32-0011
三木歯科医院 648-0073 橋本市市脇4-104-1 (0736)33-1162
村上歯科医院 648-0072 橋本市東家4-14-8 (0736)32-0230
森歯科医院 648-0093 橋本市慶賀野280-1　森ビル1F (0736)37-4618
守内歯科医院 649-7205 橋本市高野口町名倉6 (0736)42-2214
森田歯科医院 648-0071 橋本市小原田68 (0736)39-2202
社会医療法人 博寿会 山本病院 648-0072 橋本市東家6-7-26 山本病院歯科 (0736)32-8125
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【橋本市・伊都郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
ゆあさ歯科医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東98-8 (0736)23-2047
吉川歯科医院 649-7203 橋本市高野口町名古曽1019 (0736)42-2464
わしみね歯科医院 648-0263 伊都郡高野町花坂324 (0736)56-3570
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【有田市・有田郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
あさかわ歯科医院 643-0032 有田郡有田川町天満221-9 (0737)52-8148
石垣歯科医院 649-0305 有田市港町63-2 (0737)82-4618
いながきデンタルクリニック 643-0521 有田郡有田川町清水352-1 (0737)25-1044
上田歯科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2832-3 (0737)63-1235
ウエダ歯科 643-0801 有田郡有田川町徳田563-6 (0737)52-6995
上西歯科医院 643-0521 有田郡有田川町清水297-1 (0737)25-0031
大浦歯科医院 649-0304 有田市箕島57-4 (0737)83-4368
大谷歯科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1291-19 (0737)63-5727
大谷歯科医院 649-0434 有田市宮原町新町5 (0737)88-7064
大中歯科医院 649-0307 有田市初島町里2107-1 (0737)83-2553
大橋歯科・矯正歯科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1267 (0737)63-6480
太田歯科医院 643-0021 有田郡有田川町下津野1289-1 (0737)52-3291
荻野歯科医院 643-0021 有田郡有田川町下津野185-1 (0737)52-2119
医療法人 川島歯科クリニック 649-0311 有田市辻堂800-2 (0737)85-2717
九鬼歯科医院 649-0434 有田市宮原町新町98-2　九鬼歯科医院 (0737)88-6965
さかい歯科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅962 (0737)64-1714
ささの歯科クリニック 643-0021 有田郡有田川町下津野才ノ神1106-3 (0737)53-1182
嶋田歯科医院 649-0311 有田市辻堂大芝709-2 (0737)83-6173
下出歯科診療所 643-0071 有田郡広川町広292-1 (0737)63-6482
滝川歯科医院 643-0032 有田郡有田川町天満522-4 (0737)52-6838
辻本歯科医院 649-0306 有田市初島町浜1277 (0737)83-2607
富山歯科医院 649-0317 有田市古江見南原404-2 (0737)82-1888
中西歯科医院 643-0801 有田郡有田川町徳田196 (0737)52-3230
医療法人若葉会 ながたに歯科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1456-8 (0737)63-4182
成川歯科医院 649-0304 有田市箕島877 (0737)83-1468
西島歯科 649-0306 有田市初島町浜1047-2 (0737)83-4618
濱口歯科医院 643-0071 有田郡広川町広672-1 (0737)62-4650
東歯科医院 643-0811 有田郡有田川町庄11-3 (0737)52-6566
前田歯科医院 643-0152 有田郡有田川町金屋634 (0737)32-2118
宮井歯科医院 649-0434 有田市宮原町新町49-1,50 (0737)88-8071
宮尾歯科医院（休止） 649-0304 有田市箕島870 (0737)82-2874
もりもと歯科医院 649-0304 有田市箕島南広瀬62-4 (0737)83-5377
やまだ歯科クリニック 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2318-1 (0737)63-6222
湯田歯科医院 643-0032 有田郡有田川町天満28-11 (0737)52-4182
吉田歯科 643-0855 有田郡有田川町上中島513 (0737)52-3400
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【御坊市・日高郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
岩崎歯科クリニック 645-0002 日高郡みなべ町芝441-9 (0739)72-4371
上野山歯科医院 649-1213 日高郡日高町高家768-5 (0738)63-3622
岡本歯科医院 649-1213 日高郡日高町高家642-3 (0738)63-3883
柏木歯科医院 649-1323 日高郡日高川町小熊2512-4 (0738)23-5428
堅田歯科医院 645-0002 日高郡みなべ町芝506-5 (0739)72-3001
木村歯科医院 644-0002 御坊市薗508 (0738)23-5111
くりもと歯科医院 644-0011 御坊市湯川町財部641-24 (0738)23-5735
ふぁみりあ歯科 649-1341 御坊市藤田町藤井2197　ふぁみりあ歯科 (0738)23-3118
五木田歯科医院 644-0003 御坊市島167-2 (0738)22-0502
五木田美浜町歯科医院 644-0043 日高郡美浜町吉原890 (0738)24-0221
笹野歯科医院 644-0002 御坊市薗大町289-1 (0738)23-2933
芝歯科医院 649-1534 日高郡印南町印南1739 (0738)42-1225
シバデンタルクリニック 644-0012 御坊市湯川町小松原248-10 (0738)32-7050
薗歯科クリニック 644-0011 御坊市湯川町財部931-5 (0738)22-9077
田井歯科医院 649-1104 日高郡由良町江ノ駒388-1 (0738)65-2098
谷田歯科医院 644-0012 御坊市湯川町小松原548-1 (0738)22-1566
たにもと歯科クリニック 644-0002 御坊市薗266-15 (0738)52-7385
玉置歯科医院 644-0005 御坊市名屋町3-2-16 (0738)24-0658
ひだか歯科 649-1212 日高郡日高町小中493-1　ひだか歯科 (0738)63-1188
なかの歯科医院 649-1534 日高郡印南町印南2272-1 (0738)42-0132
西馬歯科診療所 644-0012 御坊市湯川町小松原374-4 (0738)22-8201
医療法人 野尻歯科 644-0002 御坊市薗350-4 (0738)22-2013
ひらさ歯科医院 649-1111 日高郡由良町里407-2　ひらさ歯科医院 (0738)65-1171
平林歯科医院 649-1111 日高郡由良町里222-1 (0738)65-1439
ヒロセ歯科医院 645-0011 日高郡みなべ町気佐藤395-6 (0739)72-5858
藤田歯科診療所 644-0011 御坊市湯川町財部835-4 (0738)24-3948
南歯科医院 645-0002 日高郡みなべ町芝446 (0739)72-2379
宮本歯科医院 644-0001 御坊市御坊254 (0738)22-2432
よしだ歯科クリニック 649-1342 御坊市藤田町吉田949-6 (0738)23-4567
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【田辺市・西牟婁郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
愛須歯科医院 649-2511 西牟婁郡白浜町日置2058-9 (0739)52-3811
愛須デンタルクリニック 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来沖之芝798-3 (0739)47-3103
ゆかり歯科 646-0038 田辺市末広町13-10 ゆかり歯科 (0739)25-4618
伊谷歯科医院 649-2334 西牟婁郡白浜町才野380-1 (0739)45-1110
岩上歯科医院 646-0021 田辺市あけぼの44-17 (0739)25-2418
上野歯科医院 649-2201 西牟婁郡白浜町堅田2019-5 (0739)43-1027
榎阪歯科医院 645-0411 田辺市龍神村宮代655-1 (0739)78-2252
榎本デンタルクリニック 646-0005 田辺市秋津町215-8 (0739)24-8148
小田歯科医院 649-2211 西牟婁郡白浜町1353-2 (0739)42-3339
尾﨑歯科医院 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見4026-8 (0739)55-2357
大江歯科 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1364-8 (0739)47-4530
おか歯科医院 646-0003 田辺市中万呂91-1 (0739)26-5566
堅田歯科医院 649-2201 西牟婁郡白浜町堅田2051-1 (0739)43-0811
Smile Dental Care 小渕歯科医院 647-1703 田辺市本宮町請川255-3 (0735)42-0123
小森歯科医院 649-3503 東牟婁郡串本町串本1735-15 (0735)62-0707
坂本歯科医院 646-0035 田辺市中屋敷町24-11 (0739)24-8888
田辺歯科 646-0033 田辺市新屋敷町62-2　田辺歯科 (0739)26-1151
ひまわり歯科 646-0028 田辺市高雄3-11-5　ひまわり歯科 (0739)26-0418
須川歯科医院 646-0031 田辺市湊2-8 (0739)25-1660
すがわ歯科医院 646-0005 田辺市秋津町742 (0739)20-8700
住吉歯科医院 646-0012 田辺市神島台13-15 (0739)25-6090
田中歯科医院 646-1421 田辺市中辺路町栗栖川142-5 (0739)64-0040
稲成歯科医院 646-0051 田辺市稲成町2856-3　稲成歯科医院 (0739)26-3841
武田歯科診療所 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1648 (0739)47-2007
竹原歯科医院 646-0022 田辺市東山1-18-10 (0739)25-4851
江住歯科診療所 649-3142 西牟婁郡すさみ町江住941-8　江住歯科診療所 (0739)58-0731
谷本歯科クリニック（休止 届け出なし） 646-0031 田辺市湊14-13 (0739)22-6480
月森歯科医院（休止） 646-0062 田辺市明洋2-21-5 (0739)24-0007
辻村歯科医院 646-0028 田辺市高雄1-5-38 (0739)22-8038
巴歯科医院 646-0033 田辺市新屋敷町35-9 (0739)22-9273
中井歯科医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1104 (0739)47-1444
なにわ歯科医院 646-0005 田辺市秋津町西八丁179-3 (0739)24-3150
西出歯科医院 646-0027 田辺市朝日ケ丘16-12 (0739)26-0881
にしの歯科クリニック 646-0051 田辺市稲成町3246 (0739)34-2626
初山歯科医院 646-0014 田辺市新万20-6 (0739)24-0767
保富歯科医院 646-1101 田辺市鮎川583-5 (0739)48-0253
ほとみ歯科 646-0001 田辺市上秋津2056-3 (0739)35-1140
堀歯科クリニック 646-0022 田辺市東山1-4-3 (0739)26-6336
まさご歯科口腔外科クリニック 646-0042 田辺市南新町215 (0739)22-0829
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【田辺市・西牟婁郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
眞砂歯科診療所 646-0031 田辺市湊31-5 (0739)22-4102
医療法人 丸山歯科医院 646-0036 田辺市上屋敷3-12-6 (0739)23-0505
南歯科医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来137-5 (0739)47-3343
医療法人篤志会 矢田歯科医院 646-0028 田辺市高雄3-9-16 (0739)24-8815
安田歯科医院 646-0061 田辺市上の山2-19-7 (0739)24-1375
山根歯科医院 646-0022 田辺市東山1-16-3 (0739)25-5125
山本歯科医院 646-0002 田辺市上万呂240 (0739)24-4182
湯川歯科診療所 646-0032 田辺市下屋敷町2-2 (0739)22-1697
横田歯科医院 646-0011 田辺市新庄町452-1 (0739)26-3381
医療法人しおり ヒルデンタルクリニック 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来2585　医療法人しおり ヒルデンタルクリニック (0739)83-2518
医療法人豊生会 わだ歯科クリニック 646-0023 田辺市文里2-32-3 (0739)81-1188
和田歯科医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1348-1 (0739)47-0028
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【新宮市・東牟婁郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
飯田歯科医院 647-0061 新宮市三輪崎1129-3 (0735)31-8241
いけじ歯科医院 647-0044 新宮市神倉1-7-12 (0735)22-7460
岩井歯科医院 649-4116 東牟婁郡串本町中湊451 (0735)72-0623
サンゴ台デンタルセンターいわたに 649-3510 東牟婁郡串本町サンゴ台1060-252　サンゴ台デンタルセンターいわたに (0735)67-7835
ウエムラ歯科クリニック 647-0081 新宮市新宮390-1　すみたビル3Ｆ (0735)21-6430
浦川歯科医院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満444-2 (0735)52-1020
大石歯科医院 647-0023 新宮市蓬莱2-1-16 (0735)22-3117
大川歯科医院 647-0023 新宮市蓬莱2-2-7 (0735)22-2307
岡本歯科 647-0043 新宮市緑ヶ丘1-8-16 (0735)21-4182
奥根歯科医院 649-4104 東牟婁郡古座川町高池63-4 (0735)72-1418
川端歯科医院 649-3503 東牟婁郡串本町串本1734-7 (0735)62-0065
岸歯科医院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日2-129 (0735)52-5881
きし歯科 649-5333 東牟婁郡那智勝浦町北浜1-8 (0735)52-0432
小林歯科室 647-0042 新宮市下田1-4-7 (0735)21-0418
新宮小渕歯科・矯正歯科 647-0044 新宮市神倉4-6-46 (0735)23-9811
小山歯科医院 649-3503 東牟婁郡串本町串本40-46 (0735)62-0363
さかぐち歯科医院 647-0061 新宮市三輪崎1236-6 (0735)31-2081
さとう歯科 649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地4-4-8 (0735)52-5667
笹屋歯科医院 647-0052 新宮市橋本2-1-6 (0735)22-6710
下出歯科医院 647-0043 新宮市緑ヶ丘2-3-5 (0735)22-4554
すがわ歯科医院 647-0031 新宮市田鶴原町1-2-22 (0735)22-6487
玉置歯科医院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日4-86 (0735)52-6623
玉置歯科医院 647-1743 田辺市本宮町伏拝967-6 (0735)43-0664
西嶋歯科クリニック 647-0015 新宮市千穂1-1-48 (0735)29-7720
花尻歯科医院 647-0003 新宮市上本町2-2-2 (0735)21-3021
浜口歯科医院 647-0034 新宮市丸山4596-4　コーポサンパティオ1Ｆ (0735)22-9335
医療法人真供会 和穂歯科医院 649-5171 東牟婁郡太地町太地4203-9　和穂歯科医院 (0735)59-3331
東歯科医院 647-0021 新宮市池田3-1-16 (0735)21-1218
日高歯科医院 649-4122 東牟婁郡串本町西向238-2 (0735)72-0358
福辻歯科医院 647-0020 新宮市徐福1-1-12 (0735)22-2472
船戸歯科医院 647-0010 新宮市丹鶴3-1-8 (0735)22-4474
間所歯科医院 649-5142 東牟婁郡那智勝浦町下里2903-2 (0735)58-1335
松葉歯科医院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満1-44 (0735)52-1040
味八木歯科医院 647-0044 新宮市神倉4-6-40 (0735)29-7728
宮本歯科 647-0071 新宮市佐野1-5-28 (0735)31-5888
太地歯科 649-5171 東牟婁郡太地町太地3280　太地歯科 (0735)59-6480
向井歯科医院 647-0061 新宮市三輪崎3-7-1 (0735)31-6424
もみの木歯科医院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満1730-43　もみの木歯科医院 (0735)52-3311
森岡歯科医院 649-5312 東牟婁郡那智勝浦町宇久井1075 (0735)54-0615
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歯周病検診対応の歯科医院（市町村・郵便番号順）
【新宮市・東牟婁郡地域】

2021/9/1現在

医療機関名 郵便番号 住   所 Ｔｅｌ
ちあき歯科 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満1595-15　ちあき歯科 (0735)52-3939
山本歯科医院 647-0061 新宮市三輪崎3-2-4 (0735)31-7423
和田歯科医院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日2-3-3 (0735)52-1678
亀屋ビル歯科 647-0016 新宮市谷王子456-1　亀屋ビル2Ｆ　亀屋ビル歯科 (0735)28-2525
和中歯科医院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-176 (0735)52-0426
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