
市町 会員⽒名 ⻭科診療所名 電話番号
近藤 豊⼀ こんどう⻭科 511-0813 桑名市桜通18 0594-23-1515

 ⽥中 康雄 星⾒ヶ丘⽥中⻭科医院 511-0912 桑名市星⾒ヶ丘2丁⽬608 0594-32-3313
辻 哲 辻⻭科医院 511-0069 桑名市新⽮⽥1丁⽬63-1 0594-22-0311

 星野 良⾏  星野⻭科医院 511-0811  桑名市東⽅堀江町220  0594-23-1182 
 森 ⼀紀 アップル⻭科 511-0834  桑名市⼤福雀塚472-2  0594-24-3011 
藤⽥ 豪俊  ふじた⻭科 511-1143  桑名市⻑島町⻄外⾯1580-1 0594-42-3718

 伊藤 寿志  星⾒いとう⻭科 511-0912 桑名市星⾒ヶ丘6丁⽬105 0594-33-3366
蛭川 幸史 （医）ヒルカワ⻭科 511-0821 桑名市⽮⽥765 0594-22-8336

 荻⽥ 匡樹 （医）おぎた⼩児⻭科 511-0811 桑名市東⽅掛越570-1 0594-23-3588
 ⽇⽐野 守恭  アゲキ⻭科医院 511-0428  いなべ市北勢町阿下喜717-3 0594-72-5688
⼆之宮 洋平 ⼆之宮⻭科医院 511-0432 いなべ市北勢町東村⻄⼤路280-5 0594-72-8001
近藤 真奈美 近藤⻭科医院 511-0428 いなべ市北勢町阿下喜1058 0594-72-2027

⽊曽岬町  服部 修  服部⻭科医院 498-0807 桑名郡⽊曽岬町⻄対海地26-1  0567-68-8148 
 川村 康  川村⻭科クリニック 510-0834 四⽇市市ときわ2丁⽬11-3 059-354-0600
伊東 学 （医）さざなみ ⽯塚いとう⻭科 510-0828 四⽇市市⽯塚町8-2 059-354-1502

椋本 基裕 もと⻭科クリニック 510-0815 四⽇市市野⽥2丁⽬5-18 059-334-8255
進⼠ 史明 しんじ⻭科クリニック 512-1212 四⽇市市智積町6732-7 059-325-3434
 後藤 匡 後藤⻭科 510-0943 四⽇市市⻄⽇野町3162 059-322-1422
松⽥ 亮 ⽇永⻭科 510-0891 四⽇市市⽇永⻄3丁⽬1-16 059-345-9933

 早川 豊治 （医）社団 早川⻭科医院 510-8006 四⽇市市東富⽥町11-15  059-363-1888 
 ⽔⾕ 昇 ⽔⾕⻭科医院 512-0902 四⽇市市⼩杉町中才305-1  059-333-6160 
 鍋島 司  あしたば⻭科医院 510-0944 四⽇市市笹川3丁⽬37-1  059-321-0026 
鈴⽊ 康之  スズキ⻭科医院 510-0067 四⽇市市浜⽥町7-13-2  059-353-1519 

 駒⽥ 隆⼦ （医）隆志会 ⻄城⻭科 510-0075 四⽇市市安島2丁⽬10-9  059-351-5539 
朝⽇町 渡部 新⼆ （医）渡部会 わたなべ⻭科クリニック 510-8105 三重郡朝⽇町向陽台2丁⽬15-19 059-376-2003
菰野町 ⼩掠 雅⼀  おぐら⻭科医院 510-1252 三重郡菰野町⾳⽻659-1  059-391-0840 
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笠井 ⽅尋 笠井⻭科医院 513-0806 鈴⿅市算所1丁⽬1-17 059-378-0578

 ⼭⽥ 善和 ⻑太ノ浦⻭科医院 513-0049 鈴⿅市北⻑太町633-5  059-385-4520 
脇⽥ 幹⽣ ⽟垣⻭科医院 513-0816 鈴⿅市南⽟垣町6771 059-382-8041
榮 孝⼆ （医）さかえ⻭科医院 510-0236 鈴⿅市中江島町20-13 059-387-1000

 ⼩林 晋嘉  庄野⻭科 513-0848 鈴⿅市平⽥本町2丁⽬19-3 059-370-0880
⻑井 俊彦 ⻑井⻭科旭が丘クリニック 510-0211 鈴⿅市東旭が丘1丁⽬3-10 059-387-8828
茂理 幹⼈ 茂理⻭科医院 510-0244 鈴⿅市⽩⼦町64-1 059-386-0153
林 ⻯⼀郎 林⻭科医院 513-0854 鈴⿅市末広北2丁⽬8-20 059-383-1772

 鳴神 茂幹  （医）鈴鳴会 鳴神⻭科 510-0235 鈴⿅市南江島町12-22 059-386-0202
⽣川 克弥 ⽣川⻭科 519-0137 ⻲⼭市阿野⽥町1674-1 0595-83-1300
秋本 和宣 秋本⻭科医院 519-0155 ⻲⼭市御幸町231 0595-82-0115
⼭⽥ 敏彦 みずきが丘⻭科クリニック 519-0181 ⻲⼭市みずきが丘69-5 0595-84-4844
美濃 孝輔  美濃⻭科医院 514-0027 津市⼤⾨4-3岡半ビル2F 059-226-2191
 岩崎 均  岩崎⻭科医院 510-0303 津市河芸町東千⾥22-1 059-245-4118
吉⽥ 正 スバル⻭科 514-0007 津市⼤⾕町94-7 059-228-1600

⼤杉 和司 （医）⼤杉⻭科医院 510-0303 津市河芸町東千⾥175-2 059-245-5358
 太⽥ 賢志  太⽥⻭科医院 514-0028 津市東丸之内18-40  059-228-3638 
 橋⽖ 康  ⼭﨑矯正⻭科 514-0007 津市⼤⾕町132-12 059-229-0707
出⼝ 真⼦ でぐち⻭科 514-0822 津市南が丘1丁⽬21-7 059-246-6480
前⽥ 圭司 前⽥⻭科医院 514-0016 津市⼄部12-11 059-226-3914

 正⽊ 郁夫  正⽊⻭科 515-2622 津市⽩⼭町中ノ村130 059-262-5252
前⽥ 和賢 前⽥⻭科医院 515-2516 津市⼀志町⽥尻79-1 059-293-1450
川村 敏之 川村⻭科クリニック 514-0315 津市⾹良洲町1156 059-292-3402

 福森 哲也  ふくもり⻭科 514-1114 津市久居井⼾⼭町868-5  059-255-1419 
中瀬 実 なかせ⻭科 514-0823 津市半⽥平⽊309-1 059-213-8080

 駒⽥ 憲之  駒⽥⻭科医院 510-0306 津市河芸町⼀⾊1446-3  059-245-5033 
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辻村 和師 飯⾼⻭科診療所 515-1502 松阪市飯⾼町宮前1103-2 0598-46-0154
吉⽥ 徹⼠ （医）健良⻭会 デンタルクリニックよしだ 515-0814 松阪市久保⽥町4-3 0598-21-0418
⻄村 国浩 ⻄村⻭科・矯正⻭科クリニック 515-0045 松阪市駅部⽥町七元1047-9 0598-21-0075
⻄村 充功 ゆあ⻭科クリニック 515-0063 松阪市⼤⿊⽥町907-3 0598-25-2255

 川村 英司  かわいまち⻭科⼝腔医院 515-0818 松阪市川井町910-1 0598-31-3117
伊藤 法彦 いとう⻭科クリニック 515-0055 松阪市⽥村町六才439-2 0598-26-6040
浜瀬 太郎 浜瀬⻭科室 515-0063 松阪市⼤⿊⽥町1765 0598-21-6313
村⽥ 賢司 やまゆり⻭科 515-0017 松阪市京町508-10 0598-25-1230
林 尚史 （医）尚志会 林⻭科医院 515-2331 松阪市嬉野須賀領町507-1 0598-42-7272

 鮒⽥ 裕之  ふなだ⻭科医院 515-0033 松阪市垣⿐町1446-6 0598-60-0800
⾼森 幸⽣ ⾼森⻭科医院 515-0321 多気郡明和町斎宮3015 0596-52-5117
下⾥ 武⺒ しもさと⻭科クリニック 515-0332 多気郡明和町⾺之上1181-1 0596-64-8212

⼤台町 ⼤瀬 周作 （医）⼤瀬⻭科医院 519-2403 多気郡⼤台町上三瀬714-2 0598-82-1122
岡村 浩⼀ おかむら⻭科医院 516-0015 伊勢市久世⼾町72-22 0596-28-1948
⽥所 泰 ⽥所⻭科 516-0078 伊勢市曽弥1丁⽬6-3 0596-28-2985
⽥⼝ 昇 ⽥⼝⻭科医院 516-0053 伊勢市中須町450-4 0596-22-4182

 浜⼝ 誠  北浜⻭科クリニック 515-0507 伊勢市村松町天神前4470 0596-37-4870
井上 理 いのうえ⻭科医院 515-0505 伊勢市⻄豊浜町2010-3 0596-37-5544

⼩林 裕典 ⼩林⻭科医院 516-0037 伊勢市岩渕2丁⽬7-8 0596-28-4098
熊⾕ 渉 くまがい⻭科医院 516-0045 伊勢市旭町398-7 0596-25-1111
冨⽥ 薫 冨⽥⻭科医院 516-0014 伊勢市楠部町263-69 0596-22-8282

東⼭ 秀敏 東⼭⻭科医院 519-0505 伊勢市⼩俣町本町90 0596-24-9500
中⻄ 以穂 中⻄⻭科医院 516-0805 伊勢市御薗町⾼向808 0596-23-1900

 ⾦剛 秀典  ⾦剛⻭科医院 516-0026 伊勢市宇治浦⽥3丁⽬15-31 0596-27-5588
⼭本 英志 ⾼丘⻭科医院 517-0024 ⿃⽻市⾼丘町9-42 0599-21-2002

 寺本 祐⼆  寺本⻭科医院 517-0011 ⿃⽻市⿃⽻3-10-3  0599-25-2539 
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 鍋島 昭⼤ 鍋島⻭科医院 517-0703 志摩市志摩町和具1965-2 0599-85-0367 

中井 久 中井⻭科医院 517-0603 志摩市⼤王町波切1738-2 0599-72-3188
⼭本 修 ⼭本⻭科医院 517-0404 志摩市浜島町浜島3271-2 0599-53-2121

⾕⼝ ⼋起 タニグチ⻭科医院 517-0502 志摩市阿児町神明2130-1 0599-44-0071
⼭⼝ 達也 やまぐちデンタルクリニック 517-0506 志摩市阿児町国府2853-2 0599-47-3238

尾鷲市 松井 俊哉 仲⻭科医院 519-3604 尾鷲市港町8-23 0597-22-0155
前川 守司 まえがわ⻭科 519-4323 熊野市⽊本町696-39 0597-85-2746
⼩⼭ 悠 ⼩⼭⻭科医院 519-4324 熊野市井⼾町651-1 0597-89-5058

 ⽮⾕ 憲⼀郎 ⽮⾕⻭科医院 518-0854 伊賀市上野忍町2590-3  0595-21-0834 
瀬川 純 瀬川⻭科クリニック 518-0013 伊賀市東条75-1 0595-24-4011

村⽥ 省三 村⽥⻭科医院 519-1402 伊賀市柘植町2296 0595-45-2025
稲本 良則 いなもと⻭科 518-0873 伊賀市上野丸之内55-2 0595-24-7788

 武⽥ 恵世  ⻭科武⽥医院 518-0842 伊賀市上野桑町1991  0595-21-0125 
廣島 正樹 広島⻭科医院 518-1422 伊賀市平⽥3418-2 0595-46-1748
服部 明伸 服部⻭科医院 518-0001 伊賀市佐那具町640 0595-23-3130
稲浜 博⼀ 稲浜⻭科医院 518-0862 伊賀市上野⽚原町2773 0595-21-0383
福地 輝代 ふくち⻭科クリニック 518-0131 伊賀市ゆめが丘2丁⽬20-14 0595-22-2134
冨嶋 正実 冨嶋⻭科医院 518-0226 伊賀市阿保215-2 0595-52-0129
関⽥ 英紀 ⻘⼭⻭科診療所 518-0226 伊賀市阿保42-1 0595-52-0059
廣岡 卓哉 ひろおか⻭科クリニック 518-0839 伊賀市上野⽥端町1079 0595-26-0018
本荘 才樹 本荘⻭科医院 518-0466 名張市⾚⽬町新川263-15 0595-64-3325
瀧岡 渡 たきおか⻭科クリニック 518-0735 名張市結⾺942 0595-62-0620
新 達也 （医）あたらし会 あたらし⻭科医院 518-0729 名張市南町791 0595-62-7088

辻村 政次郎 いしだ⻭科クリニック 518-0623 名張市桔梗が丘3番町2-20 0595-65-3888
 ⼩林 裕 きさらぎ矯正⻭科医院 518-0617 名張市美旗町中1-1877-36  0595-65-7727 
 ⼤林 敏  鴻之台⻭科診療所 518-0704 名張市鴻之台4-24 0595-63-4871
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