
古賀市
歯科医院名 電話番号

池浦歯科診療所 古賀市 天神5-6-11 942-3202

いのうえ歯科医院 古賀市 天神5-1-1 942-7455

上田歯科医院 古賀市 谷山1048-7 944-2233

うりゅう歯科医院 古賀市 中央5-1-7 941-6480

おおかわち歯科医院 古賀市 花鶴丘2-1 943-6827

小田歯科医院 古賀市 中央5-8-1 943-3897

加藤歯科医院 古賀市 天神1-8-10 942-2401

かねがえ歯科クリニック 古賀市 舞の里3-4-6　2F 943-6100

きららデンタルクリニック 古賀市 舞の里3-15-20 942-0898

くぼやまひろこ小児歯科医院 古賀市 花見東5-17-5 940-2111

小浜歯科医院 古賀市 中央1-2-15 944-0888

坂井歯科医院 古賀市 花見南2-28-7 943-0699

すえざき歯科クリニック 古賀市 天神1-19-8 942-7701

たかはら歯科医院 古賀市 花鶴丘1-8-7 943-0393

津田歯科医院 古賀市 天神1-9-15 942-2024

のぞえ歯科クリニック 古賀市 美明1-12-21 405-6748

華歯科 古賀市 花見東1-10-15 942-0026

はやし歯科クリニック 古賀市 日吉3-21-40 410-3158

日高歯科医院 古賀市 天神5-3-2 944-4156

福岡歯科医院 古賀市 青柳町1124 942-5181

ふじつ歯科医院 古賀市 米多比字原田1521-6 405-8000

まさよし歯科医院 古賀市 新久保1-1-32 943-6464

もりた歯科・口腔外科医院 古賀市 中央3-11-12 940-7108

吉川歯科医院 古賀市 花見南2-23-1 942-3688

わたり歯科クリニック 古賀市 舞の里2-11-20 985-2047

新宮町
歯科医院名 電話番号

青山歯科クリニック 新宮町 緑ヶ浜1-4-1 962-6480

折田歯科医院 新宮町 下府3-3-36 963-5688

梶原歯科医院 新宮町 原上1579-3 963-3737

くすのき歯科医院 新宮町 夜臼4-3-14 963-3355

さくら歯科 新宮町 下府1-2-1 963-0765

さん歯科こども・おとな歯科 新宮町 三代西2-15-10 410-5817

しげおか歯科医院 新宮町 新宮東5-7-32 963-4222

新宮おかべ歯科 新宮町 緑ヶ丘4-10-5 963-0100

新宮おがわ歯科おとな・こども歯科 新宮町 三代西1-1-7 963-5418

新宮中央歯科クリニック 新宮町 中央駅前2-1-1 940-5656

TOMOデンタルクリニック 新宮町 中央駅前1-5-1 410-5088

まつしま歯科医院 新宮町 桜山手1-2-1 962-5218

杜の宮かなだ歯科医院 新宮町 杜の宮4-5-11 410-1455

安河内歯科医院 新宮町 下府5-11-3 962-0540
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志免町
歯科医院名 電話番号

井上歯科医院 志免町 志免東3-9-19 936-3630

梶谷歯科医院 志免町 別府1-9-8 935-7874

金子歯科医院 志免町 東公園台1-5-27 935-0531

きど歯科医院 志免町 志免1665-3 935-3618

桜ヶ丘歯科クリニック 志免町 桜丘1-6-6 957-8303

しらしげ歯科医院 志免町 志免3-1-8 936-0068

住吉歯科医院 志免町 南里2-15-11 936-2877

はかたの森歯科こども歯科 志免町 南里2-1-18 982-7100

原歯科クリニック 志免町 志免中央4-12-5 936-6800

はる歯科クリニック 志免町 志免中央3-3-1 957-7300

増田崇信歯科クリニック 志免町 田富4-2-1 936-6601

南里歯科医院 志免町 南里4-11-18 936-1111

須恵町
歯科医院名 電話番号

木下歯科医院 須恵町 新原424-4 934-2022

木村歯科医院 須恵町 上須恵797-2 933-0330

國廣歯科医院 須恵町 旅石68-224 935-0419

辻歯科医院 須恵町 植木字式手571-1 935-4611

つつみ歯科医院 須恵町 須恵769-3 933-5952

吉川歯科医院 須恵町 須恵377-159 933-0158

宇美町
歯科医院名 電話番号

うえだ歯科クリニック 宇美町 ゆりが丘1-4-6 933-6480

梶原歯科医院 宇美町 桜原2-8-9 933-5922

こはら歯科医院 宇美町 貴船1-14-20 934-0707

しげみ歯科医院 宇美町 宇美中央1-12-20 933-4111

しのざき歯科クリニック 宇美町 宇美6-1-6 410-5903

たかはしけいじ歯科医院 宇美町 四王寺坂1-29-10 932-5648

たかはし歯科クリニック 宇美町 宇美5-9-5 932-0218

ながえ歯科医院 宇美町 ひばりが丘2-3-19 932-8000

波多江歯科医院 宇美町 貴船1-4-18 933-3850

服部歯科医院 宇美町 宇美東2-12-1 933-3136

福井歯科医院 宇美町 宇美4-1-1 932-0234

むらやま歯科医院 宇美町 宇美4-8-1 933-3256
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久山町
歯科医院名 電話番号

フジトデンタルクリニック 久山町 大字山田1038 976-1234

牧歯科医院 久山町 久原2709-52 976-0030

篠栗町
歯科医院名 電話番号

あつし歯科医院 篠栗町 尾仲714-6 947-6480

うえむら歯科医院 篠栗町 尾仲425-1 947-6990

蔵本歯科医院 篠栗町 中央4-1-33 947-2444

ささぐり駅前歯科 篠栗町 中央1-3-1　2F 931-5200

田口歯科医院 篠栗町 中央2-1-17 948-1182

武末歯科医院 篠栗町 中央4-11-18 947-0153

わたなべ歯科クリニック 篠栗町 尾仲583-3 947-1889

粕屋町
歯科医院名 電話番号

大町歯科医院 粕屋町 原町3-4-10 939-4397

おがたファミリー歯科 粕屋町 仲原2714 627-1182

かとう歯科医院 粕屋町 酒殿3-1-1 939-5757

きむら歯科医院 粕屋町 内橋561-1 939-0111

高田歯科医院 粕屋町 上大隈字北隈395-5 939-0008

豊原歯科医院 粕屋町 若宮1-11-11 939-1611

なわた歯科クリニック 粕屋町 長者原西3-7-29 957-1581

西村歯科医院 粕屋町 甲仲原3-6-1 938-5580

はすだ歯科医院 粕屋町 長者原西1-7-8 938-8958

ひじや歯科医院 粕屋町 柚須114-1 612-8111

福沢歯科医院 粕屋町 長者原東1-10-45 938-2113

ふたば歯科こども歯科 粕屋町 上大隈671-4 931-7766

吉木歯科医院 粕屋町 内橋277-1 939-2060
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