
予防型歯科医院一覧（2018.06.01更新）

都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
1 北海道 医療法人社団　福田歯科医院 040-0036 函館市東雲町20番12号 0138-26-8148 http://www.hakodate-dental.com/ 火～金

9：00～13：00/15：00～18：00
土
9：00～13：00/15：00～16：00
※ 第１・３木曜は午後休診

・予防メインテナンス　10,000円
・リスク検査（唾液検査）5,000円

2 青森県 官庁街歯科　十和田インプラントセンター 034-0082 十和田市西二番町13-2 0176-22-3812 https://www.implant-center.jp/ 月～土
9:00～13:00/14:00～18:00
休診日：日・祝

3 宮城県 グリーンヒルズ・デンタルクリニック 987-0601 登米市中田町石森加賀野2-28-5 0220-44-4611 http://www.greenhills-dc.org/ 月・火・木・金・土
9:00～12:00/13:30～18:00
休診日：日曜・水曜日・祝日
祝日のある週は水曜日に診療致しま
す

4 宮城県 伊藤矯正歯科クリニック 980-0011 仙台市青葉区上杉1-7-25 022-213-8541 月
15:00～20:30
火・水・金・土
10:00～18:00
休診日：木・日・祝

・メインテナンス
成人  10,000円
小学生以上  4,000円
乳幼児〜保育園・幼稚園児　 3,000円

・唾液検査（サリバテスト）
初回　 10,000円　
２回目以降  3,000円

5 秋田県 さいとう歯科クリニック 014-0315 仙北市角館町下新町4-2 0187-53-2752 月・火・水・木・金・土
9:00～12:00/14:00～18:30
木曜AMのみ 土曜17:00まで
休診日: 日・祝

■メインテナンス
・残存歯21本以上　Aコース10,000円（90分）、B
コース8,000円（60分）、Ｃコース6,000円（45分）
・残存歯11～20本　Aコース8,000円（75分）、Bコー
ス6,400円（45分）、Ｃコース4,800円（45分）
・残存歯10本以下　Aコース5,000円（60分）、Bコー
ス4,000円（45分）、Ｃコース3,000円（30分）

Aコース（3年に1回）　B＋バイタルサイン測定、X線
写真撮影、歯科医師による診察
Bコース（1年に1回）　C＋歯周病精密検査、口腔内
写真撮影
Cコース（3ヵ月に1回）問診、セルフケアのチェック、
指導および情報提供、プロフェッショナルケア

■サリバテスト　3,000円

6 秋田県 医療法人　わかみ歯科クリニック 010-0422 男鹿市角間崎字百目木48-1 0185-46-2828 http://www.wakami-dental.jp/ 月・火・木・金・土
9:00～12:00/14:00～18:00
（土曜は17:00まで）
休診日：水・日・祝

・自費メンテナンス
成人　10,000円
小児　5,000円
６歳未満　3,000円

・唾液検査　3,000円
・再検査　2,000円

http://www.hakodate-dental.com/
https://www.implant-center.jp/
http://www.greenhills-dc.org/
http://www.wakami-dental.jp/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
7 秋田県 柴田歯科医院 012-1100 雄勝郡羽後町字川原田31 0183-62-5001 http://www.shibata-dental.org/ 月～土

午前9:00～13:00/午後15:00～18:00
・メインテナンス
（成人）10,000円
（小児）5,000円
・唾液検査　3,500円

8 山形県 医療法人社団　佐々木歯科医院 990-2313 山形市松原137-13 023-688-8148 http://sasaki-iiha.com/ 月・火・水・金・土
9:00～12:00/14:00～18:30
（土曜午後は17:00まで）
休診日：木・日・祝

・メインテナンス（歯周ポケット6ミリ以下）
残存歯数20本以上　10,000円
残存歯数10～19本　8,500円
残存歯数1～9本　7,000円

・メインテナンス（歯周ポケット7ミリ以上）
残存歯数20本以上　12,000円
残存歯数10～19本　10,200円
残存歯数1～9本　8,400円

9 山形県 太田歯科医院 990-2462 山形市深町二丁目4−14−2 023-644-8686 月・火・水・金・土
9:00～12:30/14:00～18:00
（水・金の午後は15:00～18:00）
休診日：木・日・祝

メインテナンス
・子供　5,000円（30分～45分）
　（口腔内写真撮影時は45分～60分）
・大人　10,000円（45分～60分）
　（レントゲン撮影・口腔内写真撮影・唾液測定時は
60分～75分）
・大人　7,000円（残存歯14歯以下は30分～45分）
　（レントゲン撮影・口腔内写真撮影・唾液量測定時
は45分～60分）

※メインテナンス費用は税抜き価格です。ただし、消
費税はいただいておりません。

10 山形県 緑町斎藤歯科医院 990-0041 山形市緑町2-12-45 023-622-0303 https://ja-
jp.facebook.com/midorichoSDC/

月・火・水・金
9:00～13:00/15:00～18:30
土
8:30～13:00/14:00～17:00
休診日：木・日・祝

11 山形県 日吉歯科診療所 998-0037 酒田市日吉町2-1-16 0234-22-1837 http://www.hiyoshi-oral-health-
center.org/

月、火、水、金
9:00-13:00/14:30-18:00
木、土
9:00-13:00

・メインテナンス　10,000円（60分）

http://www.shibata-dental.org/
http://sasaki-iiha.com/
https://ja-jp.facebook.com/midorichoSDC/
https://ja-jp.facebook.com/midorichoSDC/
http://www.hiyoshi-oral-health-center.org/
http://www.hiyoshi-oral-health-center.org/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
12 山形県 ふみぞの歯科・矯正歯科 997-0816 鶴岡市文園町3-6 0235-25-8118 http://www.fumizono-dent-

orth.com/page1
月・火・水・金・土
9:00～12:30/14:30～18:30
休診日：木（祝日のある週は診療）・
日・祝

①スタンダードメインテナンス
所要時間：１時間
料金：10,000円
内容：初診〜問診、カウンセリング、X-P撮影、口腔
内写真撮影、TBI、SC＆SRP、PMTC、フロッシン
グ、ポケットイリゲーション、舌苔除去、唾液腺＆筋
マッサージ、フッ素塗布

②シンプルメインテナンス
所要時間：３０分
料金：5,000円
内容：初診〜問診、X-P撮影、口腔内写真、TBI、
SC、PMTC、フロッシング、ポケットイリゲーション、
舌苔除去

③フッ素塗布コース
所要時間：３０分
料金：6,000円
内容：初診〜問診、X-P撮影、口腔内写真撮影、
TBI、PMTC、フロッシング、フッ素塗布

13 栃木県 チョコレート歯科医院 322-0027 鹿沼市貝島町501-5 0289-74-7270 https://www.chocolatedentalclinic
.com/

火～金
10：00～14：00/15：00～18：30
土
8：30～12：30/13：30～17：00

・メインテナンス　10,000円

14 栃木県 医療法人社団さおとめ会　早乙女歯科医院 328-0111 栃木市都賀町家中2408 0282-27-3737 http://www.saotome-dental.com/ 月～金
9:30～13:00/14:30～18:00
土
9:30～13:00/14:30～17:30
日（月一回 矯正歯科）
9:30～13:00/14:30～18:00

15 栃木県 ときわ歯科クリニック 321-3226 宇都宮市ゆいの杜2-1-4 028-678-8211 http://tkwdc.main.jp/ 月・火・水・金
9:00～13:00/15:00～19:00
土
9:00～13:00/14:00～18:00
休診日：木・日・祝
※祝日がある週は木曜も診療しま
す。

16 埼玉県 三郷予防歯科センター　あすなろ・デンタル
ケア

341-0044 三郷市戸ヶ崎2-243 048-956-8119 http://asunaro-dental-care.com/ 月・火・水・金・土
9：00～13：00／15：00～20：00

・メインテナンス
大人 10.000円（60分）、7.000円（30分）
15歳以下　7.000円（60分）、5.000円（30分）

17 埼玉県 ホワイト歯科 362-0016 上尾市原新町19-4-101 048-774-7429 http://whitedc.info/index.html 月・火・木・金・土・日
10:00～13:00/14:30～21:00
（土・日は18:00まで）
休診日：水

・メインテナンス　
6,000円（30分）
12,000円（60分）
・唾液検査　3,000円

http://www.fumizono-dent-orth.com/page1
http://www.fumizono-dent-orth.com/page1
https://www.chocolatedentalclinic.com/
https://www.chocolatedentalclinic.com/
http://www.saotome-dental.com/
http://tkwdc.main.jp/
http://asunaro-dental-care.com/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
18 埼玉県 医療法人　泉見会　蓮見歯科医院 349-0111 蓮田市東5-9-8 4F 048-769-5678 http://www.hasumi-dc.com/ 月・火・水・金

9:30～12:30/14:30～20:00
第1・3・5土
8:30～12:30/14:30～18:00
第2・4土
8:30～12:30/14:30～17:00
休診日：木・日・祝

19 千葉県 我孫子健康歯科・矯正歯科 270-1151 我孫子市本町1−2−3青木ビル２F 04-7184-2310 http://ortho-yoshida.com/ 水・木・金・土
10:00～13:00/14:30～19:00
日
10:00～14:00
休診日：月・火・祝

・成人
①フルセット検査込みメインテナンス　13,889円
②リスク部位のみ検査込みメインテナンス　9,260円
③検査なしショートメンテ　7408円

・小児
①フルセット検査込みメインテナンス　9,260円
②リスク部位のみ検査代込みメインテナンス　6,482
円
③検査なしショートメンテ　4,630円

・唾液検査
①全て　2,778円
②SMのみ　926円

20 千葉県 藤田歯科医院 272-0114 市川市塩焼3-1-3-102 047-396-4680 http://www.fujitadental.com/ 月・火・水・金
9：00～12：00/14：00～19：00
土
8：30～12：00/13：00～15：00

・メインテナンス　10.000円
・サリバテスト　3000円

21 千葉県 しんぽ歯科医院 270-0021 松戸市小金原9-17-47 047-340-1818 http://www.shimposhika.com/ 月・火・木・金・土
9:00～12:30/14:00～18:30
（土曜日は18:00まで）
休診日：水・日・祝

・軽度歯周病メインテナンス
5,000円（30分）
・中等度歯周病メインテンス
10,000円（60分）
・重度歯周病メインテナンス
13,000円（60分）

22 東京都 オーデンタルケアクリニック 136-0071 江東区亀戸6-57-20  
FujisakiKameido東口ビル2F

03-3681-8217 https://www.o-dcc.com/ 月～金
9:00～13:30/15:00～20:00
土・日
10:00～13:30/15:00～17:00
休診日：祝

・メインテナンス 
成人スタンダードメインテナンス（30-60分）7,000円-
15,000円 
未成年スタンダードメインテナンス（30分）3,000円-
7,000円 

メインテナンス費用は口腔内の状況、セルフケアメイ
ンテンスやリスクの程度によって費用が変わります。

・サリバテスト
（成人）5,000円
（小児）3,000円
（小児）唾液分泌量測定無の場合 2,000円

http://www.hasumi-dc.com/
http://ortho-yoshida.com/
http://www.fujitadental.com/
http://www.shimposhika.com/
https://www.o-dcc.com/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
23 東京都 医療法人社団 栄耀会 青木歯科医院 136-0072 江東区大島5-7-6 メゾン・ド・フロレ

ゾン201
03-3681-8557 http://www.ikigaishien.com/ 月・火・水・金

9:30～13:00/15:00～19:00
土
9:30～13:00/14:00～17:00
休診日：木・日・祝

・唾液検査　5,000円

24 東京都 日吉歯科診療所 汐留 105-0021 港区東新橋2丁目11番4号
マヤパダ汐留プラザ 2階

03-3578-7150 http://www.hiyoshi-
shiodome.com/

月～土
9:00～13:00／14:30～18:00
日曜、祝日、第2木曜、第2土曜以外
の土曜
祝日のある週の土曜日は診療します

・メインテナンス
15,000円（60分）

25 東京都 医療法人社団 雄貴会 原宿石川歯科医院 150-0001 渋谷区神宮前1-22-1オークラビル
２Ｆ

03-3404-8480 http://www.dentaldesign.jp/ishika
wa/

平日 10：00～20：00
土日祝 10：00～18：00

・メインテナンス
13,000円（60分）
10,000円（50分）
8,000円（40分）

26 東京都 医療法人社団　しおん緑山会　古市歯科医院 100-6125 千代田区永田町2-11-1 山王パー
クタワー25階

03-5501-3205 http://furuichi-dental.com/ 月
10:00～13:00/14:00～19:00
火・水・木・金
9:30～13:00/14:00～18:30
休診日：土・日・祝

・メインテナンス
1 プレミアム　12,000円（60分）
　染め出し・歯周病検査・縁上バイオフィルム除去・
ポリッシング・フッ素塗布

2 スタンダード 9,000円（45分）
　染め出し・歯周病検査・縁上バイオフィルム除去・
ポリッシング・フッ素塗布
※ 1と2では、使用する器具や技術が異なります。

・細菌検査　3,500円
はじめての患者様に実施しております。この検査が
予防をしていく上で重要な指標となります。

27 東京都 新川デンタルクリニック 104-0033 中央区新川2-22-9 ウィルローズ東
京ラルーナ 1F

03-6222-3717 http://www.shinkawa-dc.net/ 月・火・水・木
10:00～13:00/15:00～19:00
土・日
10:00～13:30/15:00～17:00
休診日：金・祝

28 東京都 日本橋すこやか歯科 103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-6-3 VORT 
茅場町Ⅰ１階

03-5695-0955 http://oshima-dentalclinic.jp/ 月～金
10:00～13:00/14:00～18:00
土
10:00～12:00/13:00～17:00
休診日：日・祝

・メインテナンス　14,815円

29 東京都 川勝歯科医院 167-0051 杉並区荻窪5-18-17 03-3391-4585 http://www.kawakatsu-
dental.com/

月、水
9:30-12:30／14:00-17:00
火、金、土
9:30-12:30／14:00-18:30

・メインテナンス　15,000円（60分）

http://www.ikigaishien.com/
http://www.hiyoshi-shiodome.com/
http://www.hiyoshi-shiodome.com/
http://www.dentaldesign.jp/ishikawa/
http://www.dentaldesign.jp/ishikawa/
http://furuichi-dental.com/
http://www.shinkawa-dc.net/
http://oshima-dentalclinic.jp/
http://www.kawakatsu-dental.com/
http://www.kawakatsu-dental.com/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
30 東京都 医療法人社団　永福　やまねセンター歯科 173-0005 板橋区仲宿59-14メゾンドルフ小松

屋1F
03-3964-3411 http://www.yamane-dental.com/ 月～土

9：30～13：30／14：30～18：30
・メインテナンス
12,500円（60分）
8,000円（30分）
・サリバテスト
3,000円

31 東京都 さいとう歯科ファミリーメンテナンスルーム 202-0004 西東京市下保谷5-13-10 042-449-8450 月・水・木・金・土
9:00～13:00/14:00～18:00
（土は17:00まで）
休診日：火・日・祝

■サリバテスト
3,000円（当院で保健診療にかかられている方）
10,000円（60分）口腔内写真・サリバ・TBI

■メインテナンス
・当院受診歴のある方　12,000円（60分）、6,000円
（30分）
・クラウド導入医院で半年以内にメインテンスを受け
た方　15,000円（90分）　
・半年以上期間が空いている方　18,000円（90分＋
30分）2日間に分けて行います。

■その他
・お口の健康ドック　50,000円（180分）口腔内写真・
デンタル12枚法・CT・パノラマ・サリバテスト・歯周検
査・全顎SC・TBI

32 東京都 医療法人ADC アップルデンタルセンター 202-0021 西東京市東伏見3-4-1東伏見
STEP22

042-451-6226 http://www.apple-dental-
center.com/

月・火・水・金・土
9：00～12：00/14：00～18：00

・成人メインテナンス
30分8,000円
60分16,000円
・小児メインテナンス（20歳未満）
小学生未満3,000円
小学生以上5,000円

33 東京都 医療法人社団　誠涼会　レミントン歯科 180-0006 武蔵野市中町2-1-15　クリオレミン
トンハウス武蔵野103号

0422-36-1491 http://www.remington-shika.jp/ 月～水
9：30～13：00/14：30～19：00
金・土
9：00～13：00/14：30～18：00

・メインテナンス 12,000円（60分）　
・だ液検査　1回目　3,500円
　2回目以降　3,000円

34 東京都 OPひるま歯科 矯正歯科 190-0012 立川市曙町1-36-1　曙第3ビル2F 042-526-3376 http://www.hiruma.or.jp/ 月・火・水・金・土・日
9：00～13：00/14：30～18：00
日曜診療は第2，第4 日曜診療を行っ
た翌日の月曜日は休診

■成人
・初唾液検査　3,000円
・再唾液検査　3,000円
・再唾液検査結果　3,000円
・メインテナンス　10,000円
・ヘルスチェックメインテナンス　15,000円
・ヘルスチェックメインテナンスプラス　18,000円

■U20（小児）
・初唾液検査　3,000円
・初唾液検査結果　3,000円
・メインテナンスU06　3,000円
・メインテナンスU12　5,000円
・メインテナンスU20　7,500円（親子でメインテナン
スに通院中の場合は5,000円）
・再唾液検査　3,000円
・再唾液検査結果　3,000円

http://www.yamane-dental.com/
http://www.apple-dental-center.com/
http://www.apple-dental-center.com/
http://www.remington-shika.jp/
http://www.hiruma.or.jp/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
35 東京都 長谷川歯科クリニック 191-0062 日野市多摩平4-9-5　ガーデンハウ

ス小松1F
042-586-9968 https://www.hasegawa-dent.com/ 月・火・水・金

10:00～12:30/15:00～19:30
土
9:00～13:00
休診日： 木・日・祝

・PMTC　10,000円
・唾液検査　3,000円

36 神奈川県 医療法人IPPO　五條歯科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-21-1　せ
せらぎハイツイシイ 1F

045-791-0118 http://www.gojodental.com/ 月～金
9:00～13:00 / 14:30～18:00
日曜（月2回程度）
9:00～13:00 / 14:30～18:00
休診日
土曜・祝日

・メインテナンス
10.000円
15,000円（検査込）
・唾液検査3,000円

37 神奈川県 医療法人社団　アイアイ会　佐和歯科クリ
ニック

213-0001 川崎市高津区溝口1-21-16 若松屋
ビル2F

044-850-5517 http://www.sawa-shika.jp/ 月・火・水・金・土
10:00～13:30/15:00～19:00
（土曜午後は14:30～17:00）
休診日：木・日・祝

・メインテナンス
18歳以上：10,000円（約60分）
18歳未満：5,000円（約30分）
※SMTサリバテストの費用を含みます。

・デントカルトサリバテスト実施の場合は、別途、税
別で、
未就学児：1,500円
小学生以上：3,000円

38 新潟県 医療法人社団　明理会　まつみだい歯科診療
所

950-2072 新潟市西区松美台5−9 025-265-2525 http://matsumidai-dc.com/ 月・火・木・金
9:00～13:00/15:00～19:00
土
9:00～13:00/14:00～17:00
日
8:00～12:00
休診日：水・祝

・メインテナンス　10.000円
・サリバテスト　3,000円

39 新潟県 医療法人社団　明理会　まつみだい歯科診療
所アネックス古町

951-8061 新潟市中央区西堀通六番町866 025-226-2525 http://www.matsumidai-dc-
furumachi.com/

月・火・木・金
9:00～12:30/15:00～18:30
土
9:00～12:30/14:00～17:30
休診日：水・日・祝
水・日以外の平日で祝日がある場合
は水曜日も診療いたします。

・メインテナンス10.000円
・サリバテスト3.000円

40 新潟県 きたしろ歯科診療所 943-0825 上越市東本町5-2-5 025-526-8118 http://www.kitashiro-dental-
office.com/

月～金
9:00～13:00/14:30～18:00
土
9:00～13:00/14:30～17:00
休診日：日・祝

https://www.hasegawa-dent.com/
http://www.gojodental.com/
http://www.sawa-shika.jp/
http://matsumidai-dc.com/
http://www.matsumidai-dc-furumachi.com/
http://www.matsumidai-dc-furumachi.com/
http://www.kitashiro-dental-office.com/
http://www.kitashiro-dental-office.com/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
自費メインテンス金額（税別）

※詳細は医院にご確認ください。
41 山梨県 M,デンタルクリニック松野歯科 400-0124 甲斐市中下条249-1 055-277-3131 http://www.m-mtm.jp/ 月～土

9:00～13:00/14:00～17:30
祝日
9:00～13:00/14:00～17:00
日（月一回 矯正歯科）
10:00～13:00/14:00～17:00

■メインテナンス
・コース１
1回1時間：10,000円（口腔内写真撮影・歯周検査・
指導（口腔衛生、食事等）・PMTC）含む
・コース２
年間4回（前納）1回1時間：40,000円（上記内容に加
え、カリエス自費治療保証付き）
　　
　　
　　
■サリバテスト・OHIS（概ね1～2年に1回）3,000円

42 山梨県 医療法人　親江会　江間歯科医院 400-0858 甲府市相生1-6-1 055-226-5582 http://www.emasika.jp/ 月・火・木・金・土
9:00～13:00/14:00～18:00
休診日：水・日・祝
※祝日がある週の水曜日は診療

・メインテナンス　7,920円
・唾液検査　4,000円

43 静岡県 このは歯科医院 420-0831 静岡市葵区水落町10-2 054-294-8148 http://www.223-ohc.com/ 火・水・木・金
9：00～13：00／14：30～18：00
土
9：00～13：00／14：00～17：00

・メインテンス
成人　10,000円
小児　5,000円

44 愛知県 バンブーデンタルクリニック 458-0016 名古屋市緑区上旭1−612 052-838-6693 http://bamboo-dental.com/ 月・火・水・金・土
9:00～13:00/14:00～18:00
（土曜日は16:00まで）
休診日：木・日・祝
※祝日のある週の木曜日は診療

・成人メインテナンス：10,000円（60分）　３ヶ月に一
度、年４クール
・under２０　メインテナンス：（６歳まで）　3,000円　
（30分）　３ヶ月に一度、年４クール
（７歳から１９歳まで）　5,000円　（45分）　３ヶ月に一
度、年４クール

・唾液検査：5,000円　（唾液検査代、歯の健康ノート
作製代）

45 愛知県 医療法人マイアベニュー　なみき通り歯科 457-0841 名古屋市南区豊田1-30-1メディ
コート3F

052-693-8280 http://namiki-dental.jp/ 月～土
9:30～12:30/14:30～19:30
休診日：日・祝

・メインテナンス60分　12,000円
・サリバテスト　5,000円

46 三重県 菰野きむら歯科 510-1232 三重郡菰野町宿野100-1 059-340-4188 http://www.komonokimura-
dc.com/

火・水・木・金・土
8:30～12:00/14:00～18:30
※木曜は16:30まで
休診日：月・日・祝

・メインテナンス60分　12,000円
・サリバテスト　5,000円

47 三重県 さくら歯科 512-1211 四日市市桜町1278-3 059-326-0054 http://www.mie-sakurashika.com/ 月・火・木・金
9:00～13:30/15:00～18:00
土
9:00～13:00/14:00～17:30
休診日：水・日・祝

・PMTC 30分コース 8,000円
・PMTC・3DS 1時間コース 15,000円
　3DSトレーは作成料別途

・歯周ポケット検査・PMTCコース 1時間　15,000円
(年1回)
・歯周ポケット検査PMTC・3DS 1時間15分コース 
18,000円

・唾液検査等諸検査（食事調査と管理栄養士の食事
指導込） 7,000円

http://www.m-mtm.jp/
http://www.emasika.jp/
http://www.223-ohc.com/
http://bamboo-dental.com/
http://namiki-dental.jp/
http://www.komonokimura-dc.com/
http://www.komonokimura-dc.com/
http://www.mie-sakurashika.com/


都道府県 医院名/組織名： 郵便番号 住所（都道府県以外） 電話番号 URL 診療時間
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※詳細は医院にご確認ください。
48 京都府 おおくぼ歯科クリニック 606-0864 京都市左京区下鴨高木町39−3 075-707-2056 http://www.okubodental.com/ 月～金

9:00～12:30/14:30～19:00
土
9:00～12:30
休診日：日・祝

・メインテナンス
45分　7,870円
60分　10,000円

・サリバテスト  3,000円

49 大阪府 医療法人貴志会　赤木歯科 569-0803 高槻市高槻町7-25 072-682-0190 https://www.akagi-dental.com/ 月～金 
10:00～13:00/14:30～19:00 
休診日：土・日・祝

50 大阪府 平井歯科医院 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東3-3-19 06-6671-3824 http://hiraisika.web.fc2.com/ 火～土
9:00～12:30/14:00～18:30
休診日：日・月・祝

・メインテナンス　10,000円

51 大阪府 歯の花CLINIC 541-0041 大阪市中央区北浜1-1-10北浜小
林ビル1F

06-6777-2848 http://www.hanohana.com/ 月・水・金・土
9：00～12：00/12：00～18：00

・チェックアップ（予防歯科初診）10,000円
・クリーンアップ（1回目のクリーニング。歯周病があ
る場合は複数回。）18,000円
・メインテナンス　15,000円
・サリバテスト　検査7,500円　説明10,000円

52 兵庫県 ふじい歯科 666-0121 川西市平野3-18-27 072-790-1101 http://www.fujii-shika.net/ 月～土 
9:00～13:00/14:00～18:00 
※矯正の診療（第三火曜日）のみ、 
原則14:00〜19:00となります。 
休診日：日・祝

53 兵庫県 むらうち歯科クリニック 661-0002 尼崎市塚口町4-23-2 06-6422-5555 http://murauchi-dental.com/ 月～金
9:00～12:30/14:30～18:00
土
9:00～12:30/14:30～17:30
休診日：日・祝

54 兵庫県 井上歯科クリニック 677-0054 西脇市野村町433-2 0795-23-3073 http://inouesika.jp/ 月・火・水・金
9:00～12:00/14:00～18:30
木・土
9:00～12:00
休診日：日・祝

55 徳島県 川原歯科医院 771-2104 美馬市美馬町字宗重128－1 0883-63-5560 http://kawahara-dc.jp/ 月・火・水・金・土
9：00～12：30/14：00～18：30

・メインテナンス 
10,000円（20歯以上）
6,000円（19歯以下）
・唾液検査 3,000円

56 福岡県 いまはやしデンタルオフィス 825-0003 田川市白鳥町2110-15 0947-45-1223 http://www.imahayashi-do.com/ 月・火・木・金
9：00～13：00/14：30～18：30
土
9：00～13：00/14：30～17：00

・メインテナンス
スタンダードメインテナンス　14,000円（45分）
ショートメインテナンス　7,000円（25分）

http://www.okubodental.com/
https://www.akagi-dental.com/
http://hiraisika.web.fc2.com/
http://www.hanohana.com/
http://www.fujii-shika.net/
http://murauchi-dental.com/
http://inouesika.jp/
http://kawahara-dc.jp/
http://www.imahayashi-do.com/
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※詳細は医院にご確認ください。
57 福岡県 芳賀歯科・矯正歯科クリニック 808-0131 北九州市若松区塩屋3-3-5 093-691-8217 http://www.hagadental.jp/ 月・火・水・金

9:00〜13:00/14:30〜18:30
土
8:30〜13:30
隔週で土曜日休み（土曜休みの週は
木曜診療）

58 福岡県 北欧歯科 810-0024 福岡市中央区桜坂1-6-9 092-707-3071 http://www.hokuohshika.com/ 火～金
10:00～13:00/14:00～18:30
土
8:30～13:00/14:00～17:00

・メインテナンス　10,000円

59 福岡県 医療法人博真会　のぞみ歯科香椎浜 813-0016 福岡市東区香椎浜3-12-1 イオン
モール香椎浜2F

092-673-6395 http://nozomi-dc.jp/ 月～土 
9:00～12:30/14:00～21:00 
日・祝 
9:00～12:30/14:00～20:00

60 福岡県 医療法人 雄之会 つきやま歯科医院 811-1302 福岡市南区井尻5-25-6 092-558-8461 http://www.fukuoka-tdc.com/ 月・火・水・金・土
9：30～12：00/14：00～17：30

・メインテナンス
小学生未満　3,000円
小学生　5,000円
中学生、高校生　7,000円
成人　12,500円

http://www.hagadental.jp/
http://www.hokuohshika.com/
http://nozomi-dc.jp/
http://www.fukuoka-tdc.com/
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