
地区 歯科医院名 歯科医院住所 電話

あみ歯科医院 宮崎市霧島3-183-2 29-8405

いずみ歯科医院 宮崎市大橋2-22 22-8866

たんぽぽ歯科 宮崎市大橋3丁目67-1 23-8020

押川歯科医院 宮崎市船塚2-87 27-1031

まりん歯科クリニック 宮崎市大橋1-97-2 89-2955

小村歯科医院 宮崎市船塚2-180-1 24-5433

しのざき中央歯科 宮崎市大橋1丁目12-2 62-1022

陶山歯科医院 宮崎市和知川原2-6-1 24-7774

そえじま矯正歯科 宮崎市船塚2-6-2　ＳOLID　GREEN１Ｆ 64-8579

高岡歯科医院 宮崎市清水3-3-30 25-6804

高木歯科医院 宮崎市清水2-6-37上田ビル１F 22-6502

田島歯科クリニック 宮崎市祇園1-121 28-5177

新原歯科医院 宮崎市清水2-11-20 22-6692

ひえじま歯科 宮崎市霧島1-14 27-1525

松井歯科医院 宮崎市清水1-5-8 27-5393

松永歯科クリニック 宮崎市中津瀬町7 31-0030

松本歯科医院 宮崎市原町12-6 24-0727

今井歯科 宮崎市橘通東4-7-28 常盤30ビル2F 28-5577

いわた歯科医院 宮崎市橘通東4-5-2 22-3308

アイル歯科クリニック 宮崎市橘通東3-6-19EST２ビル3F 74-8111

太田歯科医院 宮崎市橘通東3-4-26 22-5365

沖歯科医院 宮崎市江平西1-4-25 22-8595

かまた歯科・かまたキッズデンタルパーク 宮崎市青葉町121-2 23-2744

かんべ歯科医院 宮崎市堀川町26-4 27-5959

くにた歯科医院 宮崎市江平東1-2-7 26-0428

黒木歯科医院 宮崎市旭1-3-18 23-4487

こおりやま歯科 宮崎市橘通東1-10-1１ 28-5060

くろき歯科医院 宮崎市柳丸町145-2 22-8088

黒木歯科医院 宮崎市広島1-4-3 28-8800

アポロ矯正歯科 宮崎市広島1-18-4　臼杵ビル2Ｆ 31-3505

杉尾歯科医院 宮崎市江平中町3-13 22-5941

せお歯科医院 宮崎市橘通東2丁目1-1 28-5107

新田歯科医院 宮崎市橘通西5-2-2 28-2272

沼田歯科医院 宮崎市広島1-15-18 25-6334

はやしデンタルクリニック 宮崎市橘通西3-10-19エアラインホテル1F 28-5311

前田歯科クリニック高千穂通 宮崎市高千穂通2丁目5-36宮崎25ビル1Ｆ 31-1100

アート歯科マツダ 宮崎市橘通東5-3-8 60-4618

丸山歯科医院 宮崎市橘通東4-11-9 22-5502

森田歯科医院 宮崎市橘通東3-2-34 24-1603

ウイング歯科医院 宮崎市柳丸町53-2 35-4848

大山歯科医院 宮崎市村角町折口374-1 22-3922

アクア歯科クリニック 宮崎市桜町11-6 61-5928

ねい歯科医院 宮崎市大島町原ノ前1445-35 29-7169

ひがし歯科医院 宮崎市大島町野田2119番地 60-2789
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あきやま歯科医院 宮崎市神宮2丁目2-37 41-4402

いりえ歯科小児歯科医院 宮崎市平和ヶ丘北町7-1 29-8095

大浦歯科 宮崎市池内町城代800-2 39-1182

加藤歯科医院 宮崎市神宮東2-1-8 29-0200

みえeatデンタルクリニック 宮崎市下北方町下郷5979-3 40-1149

大宮小前歯科医院 宮崎市南花ケ島町310-12 22-1517

西山歯科医院 宮崎市神宮西2-183 22-2750

野村歯科医院 宮崎市神宮１丁目45-2 28-3483

ホワイト歯科矯正歯科 宮崎市神宮西2-278　ナチュラルタウン1F 25-1028

山内歯科 宮崎市花ケ島町立毛1032-1 61-9211

弓場歯科医院 宮崎市花ケ島町赤江町1366-2 25-7888

大田原歯科医院 宮崎市大工2丁目156番地2 23-8122

川野歯科医院 宮崎市松橋2-4-34 20-8914

佐野歯科 宮崎市鶴島1丁目9番19号 22-4275

いろは歯科 宮崎市西高松町4-21 74-8168

池田歯科医院 宮崎市中村西2-7-5 51-1138

シゲシロ歯科医院 宮崎市中村西1-3-1 51-2766

岡野歯科医院 宮崎市大坪西1-1-67 52-4000

あおばファミリー歯科・矯正歯科 宮崎市太田3丁目1-35 41-8818

黒木歯科医院 宮崎市天満2-4-2 53-7562

小坂歯科医院 宮崎市花山手東1-25-1 74-5559

こむら歯科医院 宮崎市花山手東3-23-3 55-1119

相馬歯科医院 宮崎市太田1-1-42 51-5420

田島歯科医院 宮崎市中村東2-6-27 51-2877

谷山歯科医院 宮崎市福島町寺山3147番地128 59-5540

田村歯科医院 宮崎市大淀2-6-19 51-7171

ふさやす歯科医院 宮崎市大坪西2-1-36 51-0222

まえざき歯科医院 宮崎市京塚町113-1 63-5355

宮田歯科クリニック 宮崎市大淀4-8-37 55-0222

ヨコヤマ　デンタル　オフィス 宮崎市淀川3-1-19 53-2244

吉岡歯科医院 宮崎市花山手西1丁目4番地2 50-8333

ありま歯科医院 宮崎市新別府町堂前852-4 32-1800

いわきり歯科 宮崎市吉村町下り松甲2497-2 24-7707

岩谷歯科医院 宮崎市吉村町西田甲647-9 20-8300

おにむら歯科 宮崎市中西町125-2 29-8877

かせだ歯科医院 宮崎市一の宮町21 28-6480

金子歯科医院 宮崎市阿波岐原坂元2009-1 82-8062

サンデンタルクリニック 宮崎市新別府町江口862-1　イオンSＰ内 60-8001

小村歯科クリニック 宮崎市新別府町城元313-1 61-7001

坂元歯科クリニック 宮崎市阿波岐原町宝財2350-1 20-1710

中央田島歯科医院 宮崎市新別府町山宮657-6 29-2120

土田歯科医院 宮崎市宮崎駅東1丁目3-6 28-9595

ゆうこうデンタルクリニック 宮崎市吉村町島田甲739番地5 31-0715

宮崎歯科福祉センター 宮崎市新別府町久保田683番地1 83-3344

ひだか歯科クリニック 宮崎市高洲町115-13 23-0808

わかば小児歯科 宮崎市永楽町207-1 27-2003

ますだ歯科 宮崎市吉村町曽師中甲3100 23-2831

吉田歯科クリニック 宮崎市浮ノ城15-3 25-1191
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いりの歯科医院 宮崎市大塚町権現昔764-1 47-4744

うめだ歯科医院 宮崎市大塚町大迫南平4485-1 53-1011

祝子歯科 宮崎市大塚町祝子前1783番4 83-0118

タカハシ歯科医院 宮崎市大塚町地蔵田4612-5 51-9711

中川歯科医院 宮崎市大塚町馬場崎3546-1 52-1880

永吉ちひろ歯科 宮崎市大塚町正市5625番地 88-1552

にしな歯科医院 宮崎市大塚町池の内1123-20 47-6515

ふじさき歯科医院 宮崎市大塚町窪田3316-1 52-2227

やさき歯科 宮崎市大塚町横立1507-2 53-6068

矯正･小児ひまわり歯科 宮崎市大塚台東1-32-9 48-4182

さいしょ歯科 宮崎市桜ケ丘町419-1 48-1265

木田歯科医院 宮崎市大字小松3239-2 47-3414

小松くろき歯科 宮崎市大字小松1203-69 47-5878

たけさき歯科医院 宮崎市大字生目4658-1 47-1180

にしむら歯科医院 宮崎市大字跡江字境前3344-1 62-3111

福沢歯科医院 宮崎市大字小松2688-3 47-0155

むた歯科医院 宮崎市大字富吉804 47-5223

宮田歯科医院 宮崎市生目台東1-1-1 59-5209

郷歯科医院 宮崎市生目台東4-18-1 53-2353

おおせくじら歯科 宮崎市大字大瀬町２３３１番地７ 41-3231

ゆげデンタルオフィス 宮崎市大字上北方24-6 72-6780

かわの歯科 宮崎市島之内7312-1 65-8020

小城歯科 宮崎市大字島之内永池9213-52 39-9955

ごとう歯科医院 宮崎市大字芳士708-1 39-0665

すが歯科 宮崎市大字新名爪字宮田188-35 39-9509

中島歯科 宮崎市大字島之内7170 39-1535

宮崎北歯科医院 宮崎市大字芳士1098-6 39-8148

真鍋歯科医院 宮崎市大字広原188-4 39-7223

峯田歯科クリニック 宮崎市新名爪106-1 36-3618

若林歯科医院 宮崎市大字島之内1769-3 39-1500

稲田歯科医院 宮崎市恒久南2-9-13 51-3151

上山歯科医院 宮崎市恒久3-6-11 51-9007

ひとえ歯科クリニック 宮崎市大字恒久340番地1 63-0648

恵歯科クリニック 宮崎市月見ヶ丘1-21-25 51-0687

河﨑歯科医院 宮崎市恒久4-12 53-0067

くらしげ歯科医院 宮崎市大字恒久字赤池6733-1 64-9214

月見ヶ丘くろき歯科医院 宮崎市月見ケ丘5-8-5 51-8100

あさひケ丘歯科 宮崎市本郷北方2520-90 54-0005

のがみ歯科クリニック 宮崎市大字恒久5981番地 74-8282

福永歯科医院 宮崎市月見ケ丘2-42-2 54-0474

宮路歯科医院 宮崎市大字田吉字赤江148 54-4530

山田歯科医院 宮崎市大字赤江414-3 54-7272

青山歯科医院 宮崎市本郷南方2040-6 56-2337

Ｋｉｄｓ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 宮崎市本郷南方榎田2537-1 63-9500

おおにし歯科医院 宮崎市大字郡司分甲１５７６－１ 55-2477

たじな歯科医院 宮崎市本郷南方4025-7 56-0032

なかやま歯科医院 宮崎市本郷北方字山崎3587-1 52-6875

まつだ歯科医院 宮崎市まなび野2-39-3 63-1777
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さきやま歯科医院 宮崎市大字熊野9957-2 58-3111

長友歯科医院 宮崎市学園木花台桜1-7-6 58-1133

木花歯科医院 宮崎市大字熊野9979-1 58-0773

森迫デンタルクリニック 宮崎市学園木花台南3-12-1 58-2310

山﨑歯科クリニック 宮崎市熊野481-1 58-8020

いのうえ小児歯科 宮崎市佐土原町下田島19276-9 30-1188

さどわら中央歯科医院 宮崎市佐土原町松小路4番地7 62-7770

ひなた歯科・矯正歯科 宮崎市佐土原町下田島9813 41-5203

かさはら歯科医院 宮崎市佐土原町上田島字樋之口13-2 74-0222

黒木歯科医院 宮崎市佐土原町上田島1930-1 74-1227

郡司歯科医院 宮崎市佐土原町下那珂3351-3 73-1540

こだま歯科医院 宮崎市佐土原町東上那珂15844-11 74-4620

後藤歯科医院 宮崎市佐土原町下田島8975-3 73-5301

サトー歯科医院 宮崎市佐土原町下那珂2711-18 73-7373

つねよし歯科医院 宮崎市佐土原町上田島3957-1 74-0147

のざき歯科 宮崎市佐土原町下田島21619-50 72-1184

はまだ歯科医院 宮崎市佐土原町下那珂5052-1 30-1233

りゅうたろう歯科クリニック 宮崎市佐土原町下田島9394-1 33-9501

聖歯科医院 宮崎市高岡町下倉永字本町255-1 30-9331

清水歯科医院 宮崎市高岡町五町185-1 82-3777

さくらデンタルクリニック 宮崎市高岡町内山2602番１ 64-8583

みなみ歯科 宮崎市田野町南原1-12-9 89-4740

小村歯科医院 宮崎市田野町西ノ原甲2938-1 55-7220

石井歯科医院 宮崎市清武町木原6373 85-2115

ノリ歯科クリニック 宮崎市清武町岡1-1-5 48-6464

宮崎総合歯科 宮崎市清武町木原字尾ノ下71番地1 85-1003

島井歯科医院 宮崎市清武町加納乙241-5 85-3111

末原デンタルクリニック 宮崎市清武町船引207-1 85-0123

末原歯科医院 宮崎市清武町木原496-3 85-0056

加納歯科医院 宮崎市清武町加納甲1929-11 84-4883

医療法人社団　城山病院 宮崎市清武町船引238番地 85-9670

なかむら歯科医院 宮崎市清武町加納甲1408-1 55-6474

なんば歯科医院 宮崎市清武町正手2-78-1 85-5151

くつかけ歯科 宮崎市清武町今泉下ノ原2825-1 84-3077

ゆきえ歯科医院 宮崎市清武町正手1-105 64-5177

やまもと歯科 宮崎市清武町池田台北34-88 85-8035

えぐち歯科医院 国富町大字本庄6732-6 30-6480

たのなか歯科医院 国富町大字本庄1744-6 75-1600

田部歯科・矯正歯科 国富町大字本庄5012-2 75-4657

西山歯科医院 国富町大字本庄5003-1 75-2102

花田歯科医院 国富町大字木脇1000-3 75-8666

田口歯科医院 綾町大字南俣443-6 77-1477

なるせファミリー歯科 綾町大字入野3450-4 77-7300
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