
地区 医療機関名 所在地 電話番号

白井歯科医院 弁天町6-4 22-1495

額賀歯科医院 末広町4-25 22-1667

内科・小児科・歯科 竹田ｸﾘﾆｯｸ 元町29-21 26-5813

タカミ歯科クリニック 谷地頭町34-14 26-8866

佐野歯科医院 宝来町23-24 22-7757

大内歯科医院 大手町10-21 27-1533

中江歯科医院 大手町12-13 23-1631

福田歯科医院 東雲町20-12 26-8148

鍵谷歯科医院 松風町16-17 23-5211

駅前佐藤歯科・矯正歯科医院 若松町21-15 22-2278

前多歯科クリニック 千歳町11-2 23-5000

福井歯科医院 新川町1-24　ｺｽﾓﾋﾞﾙ4階 22-6203

岡本歯科医院 新川町22-8 26-4188

たかみ歯科医院 上新川町14-8 41-8819

ほりかわ歯科医院 大縄町16-30 45-3780

深瀬医院 松川町30-12 41-1221

深瀬デンタルクリニック 亀田町2-5 44-1818

たじま歯科医院 亀田町20-7 42-8148

田家町きらら歯科クリニック 田家町17-7 85-6545

川瀬デンタルクリニック 田家町18-9 84-1831

よじょう歯科医院 田家町20-18 41-4182

八幡町さわき歯科医院 八幡町9-9 45-8020

金井歯科医院 宮前町1-18 43-1600

ヒラタデンタルクリニック 堀川町19-3 83-2128

日乃出歯科クリニック 日乃出町4-12 54-5585

伊藤歯科医院 時任町8-5　ｻﾝｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ5階 56-8118

さいとう歯科診療室　時任本院 時任町18-1 51-8241

木葉歯科医院 本町11-11 54-2204

藤山歯科医院 本町29-3 31-1221

ごとう歯科医院 本町30-11 54-3402

辻歯科医院 五稜郭町22-11 56-3333

永井歯科医院 柳町8-1 32-1818

カワムラ歯科クリニック 松陰町2-7 51-6665

西巻デンタルオフィス五稜郭 松陰町8-25 33-1221

清藤歯科医院 松陰町32-16 51-0722

乃木町そのべ歯科クリニック 乃木町7-17 55-0022

くぼた歯科医院 柏木町2-22 32-3232

京田歯科 柏木町24-17 51-4833

よつば歯科クリニック 柏木町31-10 83-1090
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西部

中央部



村井歯科医院 駒場町9-8 51-3089

吉田歯科口腔外科 湯川町1-30-8 59-3918

布目歯科クリニック 湯川町1-41-10　石田ﾋﾞﾙ2階 59-3830

中野デンタルクリニック 湯川町2-15-15 59-2311

釜田歯科医院 湯川町2-27-3 57-7559

浜田歯科医院 湯川町3-28-18 57-4022

渡辺歯科クリニック 花園町26-8 56-5567

かつまた歯科 日吉町1-13-33 54-0008

石塚歯科医院 日吉町3-35-5 55-5512

藤川歯科 日吉町3-43-17 55-1118

最上デンタルクリニック 上野町2-1 59-1107

西根歯科医院 上湯川町43-6 57-2032

田中歯科クリニック 古川町13-3 58-1818

富本歯科医院 富岡町2-17-25 45-1888

スマイル歯科クリニック 富岡町3-7-7 44-0070

千葉医院 富岡町3-29-6 43-1130

仲屋歯科医院 富岡町3-33-23 45-8080

おかだ歯科医院 山の手2-53-6 32-8811

ひらい歯科クリニック 山の手3-1-18 31-6111

にしかわ歯科本通りクリニック 本通1-4-25 53-3377

五稜郭デンタルクリニック 本通1-37-7 83-7553

本通さとう歯科クリニック 本通2-13-22 51-6600

光銭歯科医院 本通2-31-16 56-4141

上平歯科医院 本通2-53-20 55-8817

油川歯科クリニック 本通3-2-6 56-6661

本通いりえ歯科医院 本通4-27-6 55-5959

原田歯科医院 鍛治1-10-10 56-5398

さこ歯科クリニック 鍛治2-13-7 33-0055

北条歯科医院 鍛治2-24-4 55-5665

エンゼル小児歯科クリニック 鍛治2-39-3 32-4618

小泉歯科医院 神山3-58-18 32-8282

塚本歯科医院 美原2-5-17 47-3340

みはら歯科矯正クリニック 美原3-1-3 47-3163

黒田歯科医院 美原3-2-17 46-3522

中塚歯科 美原3-6-12 46-0880

つちや歯科医院 美原4-1-16 47-3986

つるが歯科医院 北美原1-17-4 47-3838

杉本歯科医院 北美原2-12-27 46-8282

ここのは歯科 石川町450-22 46-1718

いしかわファミリー歯科 石川町226-6　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ石川店2階 47-8200

シュンデンタルクリニック 石川町461-38 47-3737

駒木歯科医院 昭和1-3-9 42-4222

函館こんの歯科・矯正歯科 昭和1-29-7　昭和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＢ棟２Ｆ 62-2880

かも歯科クリニック 昭和2-27-24 44-4180

いそべ歯科医院 昭和4-34-10 43-2770

山本歯科医院 亀田本町56-7 41-4181

北東部

東央部



澤木歯科医院 港町2-10-20 43-4618

山田歯科医院 港町3-2-12 45-8822

みやむら歯科クリニック 桔梗町417-62 84-6618

いわさか歯科医院 桔梗2-22-19 47-5588

なしき歯科医院 桔梗3-17-29 46-7890

三ツ石歯科医院 桔梗3-26-5 47-1000

向山歯科桔梗クリニック 桔梗4-15-13 46-8811

みさわ歯科口腔外科クリニック 桔梗5-14-1 47-3733

齋藤歯科医院 亀田港町1-6 45-7739

戸井歯科診療所 浜町366-2 82-3310

椿田恵山歯科クリニック 女那川町175-4 83-3334

おさつべ歯科 尾札部町342-5 63-4182

南茅部歯科クリニック 安浦町114-3 25-5511

東部

北部


