
津市 市外局番（059）

歯科医院名 所在地 電話番号

武藤歯科医院 河芸町千里ケ丘４０－１８ 245-1555

岩崎歯科医院 河芸町東千里２２－１ 245-4118

（医）大杉歯科医院 河芸町東千里１７５－２ 245-5358

（医）陽だまり会　おおかわ歯科クリニック 河芸町中別保１８６－１ 245-3125

駒田歯科医院 河芸町一色１４４６－３ 245-5033

中村歯科 江戸橋１丁目１０３－２ 232-0085

岩間歯科医院 桜橋２丁目１３９ 228-2231

川口歯科 栄町２丁目３６２ ダイアナポリス桜橋 229-4848

笠原歯科 栄町３丁目２７９ 225-2535

津のまち矯正歯科 栄町４丁目５６ 225-9000

寺辺歯科医院 栄町４丁目２４９ 228-3623

内原歯科 広明町１２０－２ 225-6006

宮﨑デンタルオフィス 広明町３４１ 228-4974

大橋歯科医院 広明町３５８ 226-7757

山口歯科 広明町３７１　ハシモトビル２階 226-8949

スバル歯科医院 大谷町９４－７ 228-1600

山﨑矯正歯科 大谷町１３２－１２ 229-0707

神山歯科診療所 上浜町１丁目１８４ 228-2084

中島歯科診療所 上浜町１丁目２３２－１ 228-5892

かどやま歯科医院 上浜町２丁目１９１－１ 229-1181

（医）佐藤歯科医院 上浜町２丁目１９６－１ 225-0704

すずき歯科 羽所町５１３ 229-1648

アスト津デンタルオフィス 羽所町７００　アスト津2階 221-5511

高山歯科医院 乙部５－８ 228-4848

前田歯科医院 乙部１２－１１ 226-3914

海岸歯科クリニック 乙部３１－１１ 223-4182

クリーン歯科クリニック 乙部２０１８ 227-1736

美濃歯科医院 大門４－３　岡半ビル２階 226-2191

田中歯科 大門１５－１６ 228-6444

（医）みのうら歯科医院 大門３３－１３ 228-4453

大西歯科医院 東丸之内７－４ 228-3626

太田歯科医院 東丸之内１８－４０ 228-3638

こいえ歯科口腔外科 東丸之内２１－６ 224-9298

中西敏也歯科 中央２－５　ル・ソバージュビル 226-8844

おおさわ歯科矯正歯科医院 中央１３－４ 222-2000
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もりもと歯科医院 西丸之内７－１ 221-6600

（医）正歯会 中村歯科クリニック 西丸之内２７－１７ 225-2389

北川歯科医院 八町１丁目２－３ 224-1126

なかとう矯正歯科 八町２丁目１０－３１ 228-3917

楠原歯科医院 新町１丁目１２－４ 226-9669

カワラダ歯科・口腔外科 新町２丁目５－５２ 226-8500

べっしょ歯科クリニック 南河路６６０－２ 271-8217

吉中歯科 南河路東門３７７－２ 227-4139

駒田歯科医院 安東町足入２０７１－２ 222-5520

（医）昭友会　中嶋歯科医院 一身田上津部田１３３７－１２ 226-2687

川森歯科クリニック 一身田上津部田６３－１ 233-6480

（医）上津デンタルクリニック 一身田上津部田３０８３ 225-8020

津ファミリア歯科・こども歯科 観音寺町４４０－１１ 246-8220

ナカノ歯科クリニック 観音寺町４４６－６８ 213-7770

西尾歯科 観音寺町７９９－７　ＴＴＣビル 229-5723

渋見やまもと歯科 渋見町２８８ 269-6480

もりかわ歯科 渋見町５５４－１５ 223-6565

つつじヶ丘歯科医院 渋見町北浦７７０－１５６ 225-6418

増井歯科 長岡町８００-５０１ 221-0200

いとう歯科 長岡町３０１８－５ 226-9161

あい歯科クリニック 殿村４４５－１ 237-2233

むらた歯科クリニック 殿村鍛治屋垣内３３５－１ 237-5400

宮崎歯科医院 片田志袋町１１９５ 237-0029

はやし歯科医院 片田新町３７－６ 237-0454

とも歯科クリニック 白塚町北永定２２８８－１ 211-0077

樋口歯科医院 白塚町３３８０－１ 232-3075

うちだ歯科 栗真中山町９１－５ 231-4182

さいとう歯科矯正歯科 栗真中山町６８５－３０ 231-0173

花井歯科クリニック 栗真小川町７０３－１ 233-0066

（医）たなか歯科医院一身田診療所 一身田町２２１－４ 272-4182

戸田歯科医院 一身田町３６５ 232-2039

ふかだ歯科医院 一身田大古曽６９０－２ 232-0888

（医）恵仁会　鳴神歯科医院 大里窪田町高入２４４６ 232-2101

やまもと歯科 大里窪田町平尾前１５５２－１ 233-5418
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とみかわデンタルオフィス 大里睦合町320-6 253-1655

長崎歯科医院 雲出本郷町浜垣内１４２０－１ 234-8352

川村歯科クリニック 香良洲町１１５６ 292-3402

あさの歯科医院 柳山津興６５６－２ 226-6488

かんだ歯科 阿漕町津興１０９４－３ 213-2233

（医）いとうデンタルクリニック 藤方１４３－１ 235-5755

岩名歯科クリニック 藤方１１６７－１ 222-8110

小林歯科医院 藤方１５９２－５ 225-1533

坪井歯科医院 藤方２４０２－６ 226-7666

ここあ歯科 高茶屋小森町145　ｲｵﾝﾓｰﾙ津南2階 253-2552

はやし歯科医院高茶屋診療所 高茶屋小森町３５６－２ 234-0118

紀平歯科 高茶屋小森町２６０１－１ 235-2029

稲葉歯科医院 城山３丁目４－４６ 234-2319

おむら歯科医院 高茶屋６丁目１１－７６ 234-2363

椋本歯科医院 垂水３３－１９ 227-7712

みなみがおか歯科・矯正歯科 垂水１２４７－６ 224-4000

こはな歯科 垂水２８６７－６ 271-5871

（医）たなか歯科医院　南が丘診療所 垂水２９２９－４ 227-8133

でぐち歯科 南が丘１丁目２１－７ 246-6480

かまたに歯科 半田青谷３４３８－３ 223-0470

なかせ歯科 半田平木３０９－１ 213-8080

樋口歯科医院 半田５８２－１ 225-3095

辻野歯科医院 本町７－７ 225-8011

亀井歯科 本町２３－１６ 227-5673

山本歯科医院 大倉２０－３０ 228-1411

おぐら小児歯科クリニック 幸町５－１ 222-6480

礒田歯科医院 修成町８－４ 226-7631

こう歯科 久居明神町２０９９－1 272-4618

ひさいインター歯科 久居明神町２５２２ 256-4618

林歯科医院 久居相川町２０８９－５ 256-1219

岸畑歯科 久居北口町４９８－２ 256-5180

楠原歯科医院 久居寺町１２３２－５５ 256-0951

ナカニシ歯科医院 久居中町２７６－７　中西ビル２階 256-4515

かとうデンタルクリニック 久居射場町６５－１ 256-4611

ナカハマデンタル 久居野村町４４５－３　ﾁｪﾘｰﾊｲﾂ105 255-0620
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くぼ歯科小児歯科 久居野村町８７２－７ 256-6446

とく歯科 久居井戸山町１０９ 273-6381

ふくもり歯科 久居井戸山町８６８－５ 255-1419

中川歯科医院 久居新町７６６－２０ 255-2648

桑名歯科医院 久居新町３００６　ポルタひさい２階 254-3300

平澤歯科医院 久居二ノ町１７５６ 255-2653

天野医院 久居西鷹跡町４７５－３ 259-2002

にしい歯科医院 久居幸町１１８０ 255-2410

加藤歯科 久居本町１３５１ 255-2418

勝田歯科医院 久居東鷹跡町９ 255-2044

まんよし歯科 戸木町７８６０－２ 255-1050

前田歯科クリニック 庄田町２４０５－３ 256-8211

森歯科クリニック 美里町三郷４０５－３ 279-7070

玉置歯科医院 芸濃町椋本７１７－１ 265-2064

細川歯科 芸濃町椋本５０３１－１ 265-4711

いのまた歯科 高野尾町１８９０－３ 230-1118

豊里歯科 豊が丘４丁目２－１０ 230-1958

佐南歯科医院 安濃町浄土寺３３０－１ 268-1514

のだ歯科クリニック 安濃町川西１３８６－４ 268-5333

西本歯科医院 一志町八太１５４３－３ 293-0220

前田歯科医院 一志町田尻７９－１ 293-1450

稲森歯科医院 白山町川口４２－１ 262-0046

吉田歯科医院 白山町川口２４５１ 262-4523

正木歯科 白山町中ノ村１３０ 262-5252

カガミ歯科診療所 白山町藤１７６ 262-3066

瀧川歯科医院 白山町南家城７５９ 262-3026

（医）和光会　美杉歯科診療所 美杉町八知５５８０－２ 272-1118
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