
No. 施　　設　　名 診　療　科　目 所　　在　　地 電話番号 備考
1 すみかわ歯科クリニック 歯　矯　小歯　 鶴見区朝日町2-98 508-3718
2 いちば駅前歯科クリニック 歯　矯　小歯　 鶴見区市場上町1-1　佐野ﾋﾞﾙ1F 502-4618
3 いちば歯科 歯　小歯　 鶴見区市場東中町1-11 507-2525
4 坂巻歯科医院 歯　小歯 鶴見区市場東中町4-14 511-0641
5 宮川歯科医院 歯　小歯　口外 鶴見区市場富士見町10-11 521-7662
6 サトミ歯科医院 歯　 鶴見区市場富士見町11-15 503-3411
7 宇佐美歯科医院 歯　 鶴見区市場大和町5-1 501-8000
8 樋口歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区市場大和町8-5 511-0653
9 川内歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区潮田町3-143-4-201 501-7264

10 鴨志田歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区江ケ崎町12-33 571-6480
11 江ケ崎歯科医院 歯　小歯　 鶴見区江ケ崎町20-23 571-8018
12 石井歯科医院 歯　 鶴見区小野町24　西谷ﾋﾞﾙ101号室 521-0609

13
医療法人社団友和会
みついけ歯科クリニック

歯　矯　小歯　 鶴見区梶山1-8-3  1F 576-1181

14 長田歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区上末吉1-16-22 581-7369
15 長崎歯科医院 歯　 鶴見区上末吉4-1-24 571-1532
16 大庭歯科医院 歯　 鶴見区上末吉5-22-15 572-6060
17 岸谷歯科医院 歯　 鶴見区岸谷1-17-8 583-1818
18 大塚歯科医院 歯　 鶴見区岸谷1-20-38 581-5582
19 伊藤歯科医院 歯　矯　小歯 鶴見区岸谷1-23-8 575-7222
20 そらまめ歯科医院mugi離宮 歯 鶴見区岸谷1-23-10 515-2518
21 横山歯科医院 歯　 鶴見区北寺尾1-4-18 581-7052
22 和田歯科 歯　 鶴見区北寺尾1-14-11 583-8600
23 長谷川歯科医院 歯　小歯 鶴見区北寺尾2-1-31-101 717-5252

24 いむら歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外 鶴見区北寺尾2-19　ﾗｲﾌ鶴見3F
0120-
14-2070

25 森田歯科医院 歯　小歯　口外 鶴見区北寺尾3-1-32 571-5748
26 そよかぜ歯科室 歯　矯　 鶴見区北寺尾7-17-18 584-6633
27 駒岡歯科医院 歯　矯　 鶴見区駒岡1-28-1 582-7778
28 イワゼデンタルクリニック 歯　 鶴見区駒岡3-20-4　ｲﾜｾﾞﾋﾞﾙ2F 574-4121
29 金指歯科医院 歯　 鶴見区駒岡3-37-1 582-0013
30 友枝歯科医院 歯　 鶴見区駒岡4-18-20 581-9171
31 高本歯科医院 歯　 鶴見区駒岡4-23-28 585-1110

32 アーバン歯科医院 歯　
鶴見区駒岡5-2-8
ｱｰﾊﾞﾝﾊｰﾓﾆｰ本屋敷101号

583-0555

33 いしい歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外
鶴見区駒岡5-5-12
武田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F

575-4618

34 鶴見あおば歯科 歯　矯　小歯　口外 鶴見区栄町通2-21-36 511-0201

35 いのは歯科医院 歯　矯　小歯　口外
鶴見区栄町通3-36-2
ﾃﾞｭｴｯﾄｲｶﾞﾗｼ201

504-9909

36 縄田歯科医院 歯　矯　 鶴見区栄町通4-47-9 501-0922
37 汐入歯科クリニック 歯　矯　小歯　 鶴見区汐入町2-39-23 501-4180
38 横溝歯科医院 歯　 鶴見区獅子ケ谷1-14-16 575-1449
39 獅子ヶ谷歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区獅子ケ谷1-39-14 582-6484
40 つるみ歯科クリニック 歯　矯　小歯　 鶴見区下野谷町3-94 502-4338
41 佐藤歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区下野谷町4-145-2 508-1113
42 井澤歯科医院 歯　 鶴見区下末吉1-1-18 585-1288
43 メリアデンタルクリニック 歯　矯　小歯　口外 鶴見区下末吉1-1-21　ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾗｽ101 581-6480
44 マエダ歯科 歯　小歯　矯 鶴見区下末吉1-12-6 581-5255

45 徳岡歯科クリニック 歯　小歯　口外
鶴見区下末吉1-23-1
ｸﾚｰﾙ末吉1F

584-0050

46 岡田歯科医院 歯　 鶴見区下末吉2-2-5 581-5163
47 平田歯科医院 歯　 鶴見区下末吉2-19-2 581-6177
48 宮治歯科医院 歯　 鶴見区下末吉4-10-13 581-9868
49 貴志歯科医院 歯　小歯　 鶴見区下末吉4-17-13 581-7915
50 ヨコヤマデンタルクリニック 歯　 鶴見区下末吉4-26-1 585-1182
51 横山歯科クリニック 歯　小歯　口外 鶴見区下末吉5-10-6 573-6488
52 いしづか歯科医院 歯　矯　小歯　 鶴見区下末吉5-19-34 583-2057
53 たなか歯科 歯　 鶴見区佃野町23-40　小笠原ﾋﾞﾙ2F 583-8891
54 安本歯科医院 歯　小歯　 鶴見区佃野町25-13 581-7375

（鶴見区） 平成29年1月
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55 いな歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区佃野町30-2 582-1744
56 前田歯科医院 歯　 鶴見区佃野町31-21 581-6755
57 森デンタルオフィス 歯　矯　小歯　口外 鶴見区鶴見1-1-3　2F 584-3330
58 浅川歯科医院 歯 鶴見区鶴見中央1-2-1　第2日野ﾋﾞﾙ 717-7008
59 美田歯科医院 歯　 鶴見区鶴見1-7-20 575-7768

60
セントラル
デンタルケアクリニック

歯　矯　小歯　口外
鶴見区鶴見中央1-15-1
ｴﾐﾅﾝｽNS鶴見2F

508-0083

61 うちだ歯科 歯　矯　小歯　口外
鶴見区鶴見中央1-16-13
ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾑⅡ1F

506-6400

62 城戸歯科医院 歯　
鶴見区鶴見中央1-17-1
ｼｰｱｲﾏﾝｼｮﾝ1F

502-1111

63 クラモト歯科 歯　矯　小歯　 鶴見区鶴見中央1-25-1　ﾊﾟﾙ甲陽2F 505-1833
64 加藤デンタルオフィス 歯　矯　小歯 鶴見区鶴見中央1-28-1 502-7148
65 北村歯科 歯 鶴見区鶴見中央1-31　ｼｰｸﾚｲﾝ2F 504-6600

66 鶴見中央歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外　
鶴見区鶴見中央2-2-4
鶴見ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ101

521-5000

67 アシホ歯科医院 歯　小歯　口外
鶴見区鶴見中央3-11-13
ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ中村104号

834-9045

68 アクアデンタルクリニック 歯　小歯　矯　口外
鶴見区鶴見中央3-15-30
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ鶴見店1F

508-1107

69 ひろ歯科医院 歯　矯　小歯　口外
鶴見区鶴見中央4-3-1
ｸﾞﾚｲｽ鶴見1F101号室

502-8841

70 鶴見歯科医院 歯　小歯　 鶴見区鶴見中央4-6-12　岩本ﾋﾞﾙ1F 502-6405
71 菊池デンタルクリニック 歯　 鶴見区鶴見中央4-16-3 502-0303
72 森歯科医院 歯　矯　小歯 鶴見区鶴見中央4-24-9 501-3744

73 ツネキ歯科 歯　口外
鶴見区鶴見中央4-29-17
第10下川ﾋﾞﾙ505

503-0388

74 白野歯科医院 歯　矯　小歯　
鶴見区鶴見中央4-32-21
ﾏｴﾀﾞ中央ﾋﾞﾙ2F

507-0078

75 今川歯科医院 歯　 鶴見区鶴見中央4-34-12-2 511-1677
76 森田歯科医院 歯　 鶴見区鶴見中央5-2-4 501-2356
77 関根歯科医院 歯　小歯　 鶴見区鶴見中央5-9-6 504-8241
78 中城歯科医院 歯　 鶴見区寺谷2-9-1 581-7000
79 フーガ２矯正＆ブライト歯科 歯　矯　小歯　 鶴見区豊岡町2-2　ﾌｰｶﾞ2  308 585-0811
80 ゆき歯科 歯　小歯 鶴見区豊岡町2-3　ﾌｰｶﾞ3　501 717-7018
81 斉藤歯科医院 歯　 鶴見区豊岡町4-4　鶴見西口ﾋﾞﾙ201 583-7006
82 塚越歯科医院 歯　 鶴見区豊岡町8-18 582-5678
83 ますだ矯正歯科クリニック 矯　 鶴見区豊岡町11-15 583-6555
84 オータワ歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外 鶴見区豊岡町13-3 580-8080
85 ミナール歯科医院 歯　矯　 鶴見区豊岡町18-1　ﾐﾅｰﾙﾋﾞﾙ6F 571-3005
86 佐藤歯科医院 歯　 鶴見区豊岡町19-23　ｸﾞﾗﾝﾏﾙｾ2F 575-6480
87 ほりうち歯科医院 歯　小歯　口外 鶴見区豊岡町20-2　R17αﾋﾞﾙ 581-1233
88 大久保歯科医院 歯　小歯　 鶴見区豊岡町27-11 584-6480
89 高橋歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区豊岡町30-6   ﾋﾙｻｲﾄﾞ鶴見1F 570-4555
90 吉田歯科医院 歯　 鶴見区豊岡町30-25 571-1059
91 椛澤歯科医院 歯 鶴見区仲通1-2-1 511-5877
92 平歯科医院 歯　 鶴見区仲通2-60-4 501-3247
93 ふみきり歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外 鶴見区生麦1-8-1　ﾐｯﾃﾝﾄﾞﾙﾌ102 502-8066
94 生麦駅前歯科クリニック 歯　矯　小歯　 鶴見区生麦3-2-8 503-6474
95 生麦歯科医院 歯　 鶴見区生麦3-2-9　NCﾋﾞﾙ3F 503-2071
96 のむら歯科医院 歯　小歯　 鶴見区生麦3-7-5　中野2号ﾋﾞﾙ1F 511-5282
97 上村歯科医院 歯　 鶴見区生麦5-7-41 501-8206

98
医療法人社団豊友会
渡辺歯科医院

歯　
鶴見区生麦5-10-22
ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ101

521-2888

99 神山歯科医院 歯　 鶴見区生麦5-15-42 501-2671
100 新村歯科医院 歯　矯　小歯　口外　鶴見区馬場1-8-1 571-5566
101 さえだ歯科医院 歯　 鶴見区馬場3-3-6 581-0583
102 佐々木歯科クリニック 歯　矯　小歯　口外 鶴見区浜町1-5-11 521-8241
103 松川歯科医院 歯　 鶴見区東寺尾2-5-15 573-1182
104 ユーデンタルクリニック 歯　小歯　 鶴見区東寺尾2-15-17 585-0118
105 町田歯科医院 歯　 鶴見区東寺尾3-14-18 573-3585
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106 てらお歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区東寺尾4-25-12 580-5223
107 和﨑歯科医院 歯　 鶴見区東寺尾5-5-22 572-0896
108 うえの歯科医院 歯　小歯　口外　矯 鶴見区東寺尾6-29-14 572-0008
109 荻野歯科医院 歯　 鶴見区東寺尾北台4-1 582-2222

110
医療法人社団愛美会
アイ矯正歯科クリニック

矯　 鶴見区東寺尾北台8-6 572-8588

111 鈴木歯科 歯　小歯　 鶴見区東寺尾中台13-20 575-3600
112 三田歯科医院 歯　口外　小歯　 鶴見区東寺尾中台17-25 581-6462
113 あさみ歯科医院 歯　 鶴見区東寺尾中台21-9 584-1845

114 西門歯科 歯　矯　小歯　口外
鶴見区本町通2-84-1
ﾆｯｸﾊｲﾑ鶴見第七102号

307-1997

115 椎原歯科医院 歯　小歯　矯　口外 鶴見区本町通3-164-16 1F 504-6621
116 大野歯科医院 歯　矯　小歯　口外 鶴見区本町通3-168-13 501-7802
117 西デンタルクリニック 歯　 鶴見区向井町1-10-102 505-2000
118 上原歯科医院 歯　矯　小歯　 鶴見区向井町4-84-8　ｱｼﾞｭｰﾙ横浜2F 506-1801
119 桝井歯科医院 歯　小歯　口外 鶴見区元宮1-8-13 571-3619

120
クレア歯科クリニック
フォルテ森永橋

歯　矯　小歯　口外 鶴見区元宮2-1-63　ﾌｫﾙﾃ森永橋2F 582-6480

121 ほしおか歯科医院 歯　小歯　矯
鶴見区矢向1-11-15
ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ黒川1F

717-8750

122 尻手デンタルクリニック 歯　矯　小歯　口外　
鶴見区矢向4-3-7
駿河ﾋﾞﾙ1F地下１F

877-1264

123 香山歯科医院 歯　 鶴見区矢向4-5-16 581-6308
124 氏原歯科医院 歯　 鶴見区矢向4-7-28　ｲｸﾞﾙﾄﾞﾋﾟﾚﾈ101 572-8118
125 ピーキッズ歯科 歯　矯　小歯　口外 鶴見区矢向5-3-23 580-7718
126 宮田歯科クリニック 歯　小歯　 鶴見区矢向5-6-1　篠崎ﾋﾞﾙ2F 575-6433
127 こいずみ歯科 歯　小歯　口外 鶴見区矢向5-9-4 575-1600

128
医療法人ＲＡＩＳＥ
デンタルクリニックＫ

歯　小歯　口外　矯
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

584-2488

129 さくら歯科・矯正歯科 歯　矯　小歯　口外 鶴見区矢向6-6-19 573-7059

130
医療法人社団　至誠会
斉藤歯科医院

歯　 鶴見区矢向6-7-11 2F 583-0066

131 メイ・ロイヤル矢向歯科医院 歯　矯　小歯　口外　鶴見区矢向6-10-11　ｸﾚｰｴｼｬﾙﾏ1F 580-3680
132 高木歯科医院 歯　小歯　 鶴見区矢向6-15-9 572-4151


