
住　　　　　　　　所 歯　科　医　院　名 電 話 番 号 住　　　　　　　　所 歯　科　医　院　名 電 話 番 号

 魚崎北町1－５－１８  石﨑歯科医院 ４１１－２４０７  田中町３－１８－３  ふじもり歯科クリニック ４１３－１７１８

 魚崎北町５－７－１０  関川歯科医院 ４１１－２６０３  田中町４－２－１１　コート住吉1F  井村歯科クリニック ４５２－６４８０

 魚崎中町1－１－１５　ジークレフ青木１１７  なかむら歯科医院 ４５１－６１２３  西岡本２－２６－１  にん歯科クリニック★◆ ４５２－６１２２

 魚崎中町３－４－２７  藤本歯科医院 ４１１－３９２５  西岡本３－１－７  岡田歯科医院 ４５２－８２４５

 魚崎南町３－１２－２  かねむら歯科医院 ４３５－０８８０  深江北町１ー７－２２  辻本歯科医院 ４５２－２７７８

 魚崎南町５－１３－１　魚崎メディカルビル２Ｆ　  あだち歯科医院 ４３１－８１１１  深江北町２－９－２  松井歯科医院 ４５１－６２２７

 岡本１－４－２７　第２オギタビル２Ｆ  中川歯科医院★ ４５２－０８２０  深江北町３－４－２３　深江ハイツ  神田歯科医院★ ４４１－５２２３

 岡本１－７－７　ピア岡本２Ｆ  だいふう歯科 ８６２－６８８８  深江北町４－１１－３5　イイダビル  小宮山歯科医院 ４１１－４６８０

 岡本１－９－２８  松岡小児歯科クリニック ４５３－９００４  深江本町３－９－１　阪神深江駅前ビル２Ｆ  すがぬま歯科クリニック★ ４５３－２８８８

 岡本１-１１-２９　ツインコート岡本１Ｆ  のだ歯科医院 ８５５－７１９９  深江本町３－４－２７　サンモールコウ１F  いいじま歯科医院 ８６２－３２３３

 岡本１－１２－１３  厚味歯科医院 ４１１－１３５８  本庄町1－５－１4－26  うらら歯科医院 ４１２－１２２１

 岡本４－６－１  大川歯科医院 ４５２－３９１０  本庄町１－１３－１７  おのえ歯科医院 ８５５－３３３３

 岡本１－３－３１ サン・オカモトビル2F  しのはら矯正歯科 ４３１－０５１０  本庄町１－８－１３ オルテンシアKOBE  なかにし歯科ホームケアクリニック ４１１－２５２５

 岡本１－３－１９　プロヴィデンス岡本２０２ （医）岡田歯科 ４５３－４６０１  本庄町２－５－１２－１０２  小林歯科医院★ ４１３－２０３０

 青木５－４－１２　斉部ビル１F  にい歯科・矯正歯科 ４３１－６５００  御影２－２－９－１Ｆ  かおりデンタルクリニック ８５６－４６１８

 青木６－４－１７  はぐくむ歯科クリニック ８０３－８９７８  御影２－２－１２　カサ御影　２Ｆ  森歯科クリニック ８２１－１１１９

 鴨子原２－４－３５  西岡デンタルクリニック ８４３－１６１６  御影２－２－１３　斉藤ビル３F  たつの矯正歯科クリニック★ ８４５－２８８８

 鴨子原３－２５－３５  ふじ歯科医院 ８２２－８０２０  御影２－１０－３１　サンエービル２F  徐小児歯科★ ８４２－５０００

 北青木３－３－１  えびすデンタルクリニック★ ４１３－４６１８  御影２－１９－５  江藤歯科口腔外科クリニック★● ８５１－００１０

 北青木３－４－８  山口歯科医院 ４１２－５８００  御影２－３２－７  能美歯科クリニック★ ８５６－２３３３

 北青木３－８－１  古市歯科医院 ４４１－００６４  御影石町２－１７－９  東歯科診療所 ８１１－６９８８

 北青木４－１０－４  井上歯科医院★ ４３１－０１６９  御影郡家１－２５－１２－１０２  佐本歯科クリニック★ ８５７－３０８０

 北青木４‐１７‐３ 　摂津コーラルハイツ２０６号   吉川歯科医院 ４５３－４１８８  御影中町１－６－９　ウエダビル４Ｆ  ほんだ歯科クリニック ７６７－００１８

 甲南町３－８－２３　西山マンション２Ｆ  遠藤歯科クリニック ４５３－６４８０  御影中町１－１３－６  かめおか歯科医院 ８４３－３５４０

 向洋町中２－１０　六甲アイランドRGB２F  尾埜歯科医院 ８４６－２３０６  御影中町３－２ー１　御影クラッセ４Ｆ クラッセ歯科クリニック ０５０－７３０２－５７３６

 向洋町中５－１－５２１－１０２  タケモト歯科★■ ８５７－２２８８  御影中町３－１－２１  ヌマタ歯科医院 ８１１－２２７６

 向洋町中５－１５－４１２  たくみデンタルクリニック ８４３－８０４１  御影中町７－８－１６　第二都ビル２Ｆ  岩本歯科医院 ８５４－１１８２

 向洋町中７丁目１－５－１０３  ふるいち歯科医院　 ８５８－１１８２  御影中町８－５－５　  田中歯科★ ８２１－５１１３

 住吉東町３－１５－１８  大倉歯科医院 ８５１－９１３１  御影本町４－７　駅前ウエダビル２Ｆ  花岡歯科医院 ８４２－３７００

 住吉東町４－４－１０  ヨネダ歯科医院 ８４１－６８７１  御影本町６－２－１９  坂田歯科医院★ ８５１－２５８０

 住吉東町５－１－１  中村デンタルクリニック★ ８１１－４１８２  東灘区御影本町６‐８‐９  高橋歯科・小児歯科医院 ８５１－８６８９

 住吉本町１－１－７　住吉ＶＡＬＯＲＥ　２Ｆ  しまはらデンタルクリニック ８５８－８８８２  御影本町６－１３－３　メゾン御影　１Ｆ  ふくしま歯科・矯正歯科 ８５４－１２３４

 住吉本町１－５－８  あさえ矯正歯科 ８２２－０３２１  御影山手１－４－６　マンションアフリカ101号  下田歯科医院★ ８４２－２４８２

 住吉本町１－１１－２８  おおにしハート歯科 ８２１－０８１０  御影山手４－１６－１４  佐藤歯科医院★ ８５１－８８５０

 住吉本町１－２３－１３　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ⅲ　２Ｆ  いけざわ歯科医院★ ８５８－８２１７  本山中町２－３－１２　メゾン本山中町EAST１F  にしまつ歯科クリニック★ ４３１－８８４１

 住吉本町２－１３－５　  古川歯科医院 ８５１－４１５４  本山中町３－２－２４  もり歯科クリニック ４５２－０１４８

 住吉本町２－１３－１６　グランフォーレ住吉　２F  たけのの歯科★ ８５８－７５７０  本山中町３－２－８  倉井歯科医院 ４４１－２６６４

 住吉本町２－１４－１９　山口ビル２Ｆ  おおの歯科クリニック ８２２－８２４１  本山中町４－５－１７　ハイム本山ギャラリーコート１Ｆ　　  くらたに歯科クリニック ４３５－２０７８

 住吉本町２－２４－２１  （医）雨ノ神歯科★ ８２２－４５４５  本山中町４－８－８  たかはし歯科★ ４５１－６４８０

 住吉本町２－１３－５  古川歯科医院 ８５１－４１５４  本山南町４－１－１  筒井歯科医院 ４３１－６７７６

 住吉宮町４－４－１　キララ住吉２０２  佐治歯科医院 ８１１－７７７１  本山南町９－４－３２  はしもと歯科医院 ４５３－４６１８

 住吉宮町５－１－３１  いけだ歯科 ８２２－０２８０  森北町1－５－１３　カ・セレナ甲南山手２F  おおや歯科クリニック ４３５－１２１1

 住吉宮町６－１４－１８  なさ歯科医院 ８５８－７３１８  森南町１－１０－２　カームネスト甲南山手１０２  福山デンタルクリニック★ ４３１－４４４４

 田中町１－７－２２  すがたデンタルクリニック ８９１－４４８８  森南町１－９－７ー１０１  新田歯科クリニック ４５１－５０８８

 田中町１－１１－１９　本山マンション２０３  たかぎ歯科医院★ ４１１－５６００  森南町１－１３－４　甲南山手岡本ビル1F  おかもと歯科 ４３１－８８１１

 田中町1－１４－２３　ハイツ本山103号  こいずみ歯科医院 ４３６－１１８０  森南町１－４－４　　  森岡歯科医院 ４３１－００１０

 田中町１－１５－６  上田歯科医院 　４１１－４３５０　  森南町１－１３－１  博愛歯科医院 ８５５－６４８１

 田中町１－９－１０－３０２  森岡歯科口腔外科★ ４１３－３３００  森南町２－６－２５  亀田歯科クリニック ４５１－８７８９

 田中町２－９－１３  ふじもと歯科診療所★ ４５１－７８８７

★受付時間・料金など詳しいことは各歯科医院におたずねください。 東灘区保健福祉部
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東灘区内でフッ素（フッ化物）塗布を行っている歯科医院　一覧表　　（住所地順）　 2022年４月現在
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★英語対応可能の歯科医院　◆中国語対応可能の歯科医院
●ロシア語対応の歯科医院■韓国語対応の歯科医院
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け


