
四日市市 市外局番（059）

歯科医院名 所在地 電話番号

山田歯科 八田１丁目１－１０ 333-2718

（医）はやかわ矯正歯科 八田２丁目１-２ 333-6388

やまて通りデンタルクリニック 山手町３３０８－１ 334-8855

中島歯科医院 滝川町６－２３ 331-7887

田中歯科医院 相生町１－５ 352-3561

（医）社団　岩崎歯科医院 朝日町１－１ 351-0418

（医）にいみ歯科医院 北浜田町３－５ 353-5580

うすい歯科 浜田町１２-１６-２ 351-8548

スズキ歯科医院 浜田町７－１３－２ 353-1519

なんの歯科クリニック 三栄町２－１５ 352-4400

カタオカビル小児歯科 三栄町３－１４　カタオカビル２階 354-1184

（医）岩﨑歯科 西浦１丁目７－１５ 351-0044

坂井ファミリー歯科 西浜田町６－１３ 352-9222

せつ歯科医院 鵜の森１丁目２－６ 352-8117

（医）滋誠会　デンタルクリニックフクオカ 鵜の森１丁目４－１０ 353-6800

かわい歯科医院 鵜の森１丁目１０－１０ 351-6516

きり矯正歯科クリニック 安島１丁目２－１８　三誠ビル７階 355-3313

（医）隆志会　西城歯科 安島２丁目１０－９ 351-5539

ひろ歯科医院 堀木１丁目１－２０ 354-5400

前野歯科 中部１２－５ 353-3716

菅谷歯科医院 沖の島町１－１８ 352-3814

東歯科医院 諏訪町３－１５ 353-6226

ReBon Dental Clinic 諏訪町１３－８　アトレ諏訪新道1階 340-5400

しばた歯科
諏訪栄町５－８
ローレルタワーシュロア四日市２０１

353-4016

デンタルクリニック菊池歯科 諏訪栄町６－３ フォーデーワンビル３階 351-0345

坂井歯科 諏訪栄町１５－４　新諏訪ビル５階 352-2303

（医）明陽会　かなや歯科医院 諏訪栄町２１－３ 354-3678

横田歯科医院 北浜町１－７ 352-3734

セントラル歯科クリニック 新町６－８ 353-3398

岡本歯科 元新町５－１７ 352-4008

伊藤歯科医院 楠町小倉７６５－１ 397-4118

田中歯科医院 楠町南五味塚１９７－５ 397-2883

（医）NO・ZA・ＫＩ　野崎歯科医院 楠町南五味塚２９０－２ 397-2146

古橋歯科 楠町北五味塚２０４２－２ 397-5931
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前田歯科医院 阿倉川町９－１７ 333-1802

阿倉川歯科医院 阿倉川町１２－３ 331-6400

江尻歯科 西阿倉川１０-１ 333-2177

よっかいち矯正歯科医院 野田２丁目２－２７ 327-5418

もと歯科クリニック 野田２丁目５－１８ 334-8255

浅野歯科医院 赤堀１丁目３－３３ 354-5001

（医）さざなみ　石塚いとう歯科 石塚町８－２ 354-1502

おかもと歯科 城西町１３－３２ 354-1356

谷口歯科 中川原１丁目６－２６ 354-1223

いちかわ歯科クリニック 中川原１丁目６２１－３ 359-4182

川村歯科クリニック ときわ２丁目１１－３ 354-0600

あだち歯科クリニック ときわ５丁目４－３９ 350-4618

（医）コンドウ歯科医院 松本３丁目１０－２ 357-4618

羽田歯科医院 西松本町４－１６ 352-5418

しおはま歯科 塩浜本町２－１０ 345-2522

今村歯科クリニック 七つ屋町１９ 346-5665

佐竹歯科医院 中里町２９－４ 346-2012

中野歯科 河原田町１４０４－１１１ 346-7171

橋本歯科 大治田１丁目２－２１ 345-3787

こざわ歯科クリニック 日永３丁目６－１０ 346-1818

服部歯科医院 日永東３丁目９－１５ 346-4780

日永しばた歯科 日永西２丁目５－２５ 337-8898

（医）山下歯科 日永西２丁目２０－１２ 346-2810

（医）山下矯正歯科 日永西２丁目２０－１２　２階 346-2812

日永歯科 日永西３丁目１－１６ 345-9933

多田歯科医院 泊塚原町８３４－１ 346-4618

きむら歯科口腔医院 泊村１２４１－５ 329-6480

後藤歯科 西日野町３１６２ 322-1422

（医）AQUA　もりもと歯科クリニック 笹川１丁目５９ 322-1771

（医）笹川歯科 笹川２丁目１９ 322-1084

あしたば歯科医院 笹川３丁目３７－１ 321-0026

高花平デンタルクリニック 高花平３丁目１－３ 320-3331

よしだ歯科 小林町９２６－７ 321-1355

寺嶋歯科 小林町３００８ 321-1180
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重盛ファミリー歯科 八王子町2478 321-3131

うさぎ歯科 采女が丘１丁目１６０ 345-8877

内部歯科 采女町１５６６－１ 347-2121

うねめ歯科 采女町２０４２－２ 347-1077

おざわ歯科 貝家町山川１３９８－２６ 320-3580

本郷歯科医院 小古曽１丁目６－１７ 345-0351

（医）ひつじ歯科・口腔外科クリニック 小古曽６丁目８－４ 349-6480

かとう歯科 波木町２１５－１ 321-4147

寺本歯科医院 天カ須賀２丁目２３－２５ 365-8241

（医）さとう歯科 天カ須賀５丁目２－６ 363-5353

イトウ歯科クリニック 富田一色町２－１０ 364-7711

（医）社団　早川歯科医院 東富田町１１－１５ 363-1888

飯田歯科 富田浜元町１－１８ 361-7778

さらの木歯科 富田２丁目９－２０ 365-1344

ふかつ歯科 富田３丁目１－１ 363-0012

みどり歯科 富田３丁目７－３２ 365-0941

ひぐち歯科クリニック 松原町５－２８ 364-6480

たつみ歯科 松原町１５－１３ 364-8834

かたやま歯科 松原町３４－１０ 366-0500

すずき歯科クリニック 松寺１丁目５－２１ 364-8489

マサミ歯科クリニック　富田西診療所 川北１－１２－１５ 364-2134

小杉歯科医院 小杉町１９１０ 333-1031

水谷歯科医院 小杉町中才３０５－１ 333-6160

山内歯科 小杉新町１３８ 333-6480

はしもと歯科 東坂部町１５７７－１ 333-6733

かわかみ歯科 東坂部町２２６０－１ 337-8241

（医）優駿会　タカダ歯科医院 生桑町１６８７－１ 333-4182

ゆり歯科クリニック 生桑町2451-7 331-8020

生桑いとう歯科医院 生桑町高田６５１－２ 333-5955

かわむら歯科医院 曽井町東門田６０－１ 326-9191

ハーモニィ歯科 高角町２７３２－１ 325-2377

さいとう歯科クリニック 浮橋１丁目１３－３ 322-6071

みたき歯科医院 小生町７９５ 322-1118

（医）辻歯科医院 川島町６０００－７４ 322-6677

三鈴歯科 鹿間町１９３－２ 328-2255
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すぎはら歯科 上海老町７１２－１ 326-7771

坂井歯科 桜町５４７ 326-2231

しんじ歯科クリニック 智積町６７３２－７ 325-3434

（医）桜花台おかべ歯科 桜花台１丁目４８－６ 326-6483

羽田歯科 中野町１０３７－２ 339-0038

かしましか 平津町２８８ 364-7666

きりん歯科 平津新町２６０－３６２ 329-5488

市川歯科 山城町１１４９-１ 337-2208

（医）HIMAWARI　歯科診療所ひまわり 広永町１１７２－１ 361-5100

成田歯科 伊坂町１７６３－１ 365-8148

ほんごう歯科 伊坂台１丁目１６７ 365-3715
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