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森末歯科医院 飛田給1-23-11　itﾋﾞﾙ202 042-489-9387

こまむら歯科ｸﾘﾆｯｸ 上石原1-25-13 042-482-3048

星野歯科 上石原2-9-2 042-481-0813

高橋歯科医院 上石原2-37-9 042-482-8766

相良歯科医院 富士見町2-10-32 042-483-0240

ローレル歯科医院 富士見町2-22-18 042-488-7478

杉本歯科医院 下石原1-20-3 042-481-1198

中村歯科医院 下石原1-38-2 042-482-6334

ひかり歯科ｸﾘﾆｯｸ 下石原3-11-7　ｳｴｽﾄﾍﾞｱｰ2Ｆ 042-442-0821

はあとふる調布歯科医院 下石原3-59-28　1Ｆ 042-484-3616

船田歯科医院 小島町1-5-5 042-482-2002

小笠原歯科医院 小島町1-12-7 042-484-0800

吉井矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 小島町1-30-1 042-482-2039

町田ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 小島町1-34-1　ｴｸﾚｰﾙ調布203号 042-487-8201

山田歯科医院 小島町1-35-3　濱乃家ﾋﾞﾙ3Ｆ 042-481-4182

布施歯科医院 小島町1-35-4-2Ｆ 042-442-8841

宮前歯科医院 小島町2-29-9　ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ調布107 042-480-2031

藤歯科医院 小島町2-40-16 042-488-4400

千早ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 小島町2-45-21 042-482-1090 9/19(日)～9/23(木)

ﾑﾗﾀﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 小島町2-48-26　調布ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ2Ｆ 042-499-6480

ﾛｺﾞｽﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 小島町2-51-1 042-443-1182

かとう歯科医院 小島町2-55-2　ｴﾄﾜｰﾙ調布1F 042-444-0633

名取歯科医院 小島町3-63-5　 042-486-4166

天神通り歯科 布田1-3-1 042-480-8233

しじみﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 布田1-10-10ｽﾅｶﾞｺｰﾄ1F 042-426-3790 7/22(木)～7/24(土)

小原歯科医院 布田1-16-1 042-487-0648

宮本ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ調布 布田1-20-43-1F 042-426-9177

調布北口歯科医院 布田1-43-9　剣持ﾋﾞﾙ2Ｆ 042-484-6428

矢野歯科医院 布田2-21-3　司ﾊｲﾂ201 042-488-3351

みはし歯科ｸﾘﾆｯｸ 布田3-1-7 池田ﾋﾞﾙ1F 042-444-6436

三笠歯科医院 布田4-5-1　藍澤調布ﾋﾞﾙ１F 042-444-4182

いなだ歯科ｸﾘﾆｯｸ 布田4-8-3　ﾗｲｵﾝｽﾞﾃﾗｽ調布101-A 042-488-8182

調布矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 布田4-19-1　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ調布405号 042-485-6674 未定

ﾏｰﾚﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 布田4-23-2　ｶﾝﾊﾟﾆｭﾗ108 042-444-4663 7/22(木)～7/25(日)

ﾊﾝｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 調布ヶ丘1-18-1　後楽園ﾏﾙｴﾂ1Ｆ 042-440-3933

ときざき歯科 調布ヶ丘1-31-8 042-489-6061

森田歯科ｸﾘﾆｯｸ 調布ヶ丘4-4-3 042-482-1830

とみさわ歯科医院 調布ヶ丘4-37-4 042-481-0807

原歯科医院 八雲台1-24-2 042-482-6333

田邊歯科医院 国領町1-33-8 042-482-3050

中村歯科医院 国領町2-10-2　五香屋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2Ｆ 042-487-6480 未定

フルセン歯科 国領町3-3-13　ﾌﾟﾗｻﾞながかわ2Ｆ 042-499-7757

健歯科医院 国領町3-4-15 042-484-0007 未定

佐藤歯科 国領町3-14-8 042-490-2050

国領歯科医院 国領町4-8-1　ﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟﾚｯﾄ2F 042-484-1780

タツイ歯科 国領町4-9-6　矢ケ崎ﾋﾞﾙ2Ｆ 042-481-1188

優歯科ｸﾘﾆｯｸ 国領町4-35-2 ﾏﾝｼｮﾝ国領1F 042-452-8887

野瀬国際ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 国領町4-51-7 042-444-2115

菊地歯科医院 国領町6-10-3 042-499-1001

ﾃﾞﾝﾀﾙｹｱﾊﾝｽﾞ 国領町8-2-64　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ国領店3Ｆ 03-5438-1151 夏期休暇なし

大山歯科医院 多摩川4-16-5 042-481-3557

小林歯科医院 多摩川5-9-4　ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ京王多摩川ﾌﾗｯﾄ105 042-480-6489

村田歯科医院 多摩川5-15-5　ﾌﾟﾚｾﾝﾄＭ1Ｆ 042-486-6551

たかつ歯科 深大寺元町1-20-1 042-483-5557

ゆうﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 深大寺東町2-23-5　深大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ303 042-482-4177
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歯科中北ｸﾘﾆｯｸ 深大寺東町4-4-5 042-487-7800

スズキ歯科医院 深大寺東町6-15-11 042-486-8056

竹内歯科医院 佐須町2-17-1 042-486-0381

長岡歯科医院 柴崎2-13-9　つつじｹ丘ﾊｲﾑＥ201 042-485-6148

横山歯科医院 柴崎2-37-18 042-483-9910

ささき歯科 菊野台1-20-2　ﾋﾟｭｱﾗｲﾌ第2 2階 042-489-6480

ﾃﾞｲｽﾞ歯科ｸﾘﾆｯｸ調布 菊野台1-33-3　ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ調布2F206 042-444-1311

あべ歯科医院 菊野台3-24-43 042-440-1181

柳沢歯科医院 菊野台3-36-2 042-485-7123

こいけ歯科ｸﾘﾆｯｸ 東つつじヶ丘1-1-7-207 03-5315-7227

たかせ歯科医院 東つつじヶ丘1-2-21 03-3305-8241 祝日・月曜

堀内歯科医院 西つつじヶ丘1-49-3 042-485-0022

ふたば歯科・矯正歯科 西つつじヶ丘3-14-1-1F 042-452-8935  

大沢歯科医院 西つつじヶ丘3-14-6-1Ｆ 042-482-6332

乙黒歯科ｸﾘﾆｯｸ 西つつじヶ丘3-26-6　栄和ﾋﾞﾙ1F 042-480-4118

あらさわ歯科医院 西つつじヶ丘3-26-9　植松ﾋﾞﾙ1F 042-444-8413

岡本歯科医院 西つつじヶ丘3-32-21 042-486-8437

澤歯科医院 西つつじヶ丘3-33-13 042-482-0418

八木歯科医院 西つつじヶ丘3-37-1 042-487-3702

石川歯科医院 入間町1-42-35 03-3300-8241

目黒歯科医院 仙川町1-9-7　ﾏﾝｼｮﾝｳﾞｨｯｸ1Ｆ 03-3308-6602 夏季休暇なし

大塚矯正歯科医院 仙川町1-12-3 03-3308-0707

ひろみ歯科医院京王仙川 仙川町1-12-40 03-3308-8241 7/21(水)～7/23(金) PM

阿部歯科医院 仙川町1-12-43　安藤ﾋﾞﾙ5・2Ｆ 03-3300-1184

ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 仙川町1-13-16　清水屋ﾋﾞﾙ1F 03-3326-1188

市野歯科医院 仙川町1-15-4　鍋屋ﾋﾞﾙ2Ｆ 03-3307-6418

山根歯科医院 仙川町1-18-31　井上ﾋﾞﾙ1F 03-3300-3031

ちゃいるど歯科医院 仙川町1-19-17　仙川パティオ2-C 03-5315-7477 夏季休暇なし

工藤歯科医院 仙川町1-20-16　ｳﾞｨﾊﾞｰﾁｪ仙川2Ｆ 03-3300-0468 PM PM

木村ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ仙川 仙川町1-27-25　仙川ﾃﾞﾙﾀｽﾀｼﾞｵ1F 03-5384-6500 夏期休暇なし

たま歯科医院 仙川町1-32-36 03-3305-7005

若葉歯科医院 仙川町1-33-35 03-3308-8018

めら歯科医院 仙川町2-21-9　植松ﾋﾞﾙ1Ｆ 03-5314-6446

森歯科医院 仙川町3-2-2　丸商ﾋﾞﾙ1F 03-3308-2251

なのはな歯科医院 仙川町3-9-7　ｴﾃﾙﾉ上原1Ｆ 03-5314-0841

仙川ﾃﾞﾝﾀﾙｹｱ 仙川町3-10-6　Brillia仙川101 03-3326-4618

松田歯科医院 緑ヶ丘1-4-35 03-3326-8884

緑ヶ丘歯科 緑ヶ丘2-5-2　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ仙川1F 03-3308-4182

仲島医院歯科 若葉町1-27-5 03-3300-0755

石川歯科診療所 若葉町2-1-1-2F 03-3300-9573

あかま歯科 狛江市和泉本町1-3-1　東海狛江ﾏﾝｼｮﾝ103 03-3488-8241

戸坂歯科医院 三鷹市大沢4-25-32 0422-34-1821

田口歯科医院 世田谷区桜丘2-27-11　ﾚﾌｨｰﾉKMﾋﾞﾙ3F 03-3420-3233 未定

調布市歯科医師会 布田4-2-1　調布ｽｸｴｱﾋﾞﾙ7F 042-485-4892 PM
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