
○歯科診療所

郵便番号 所在地 電話番号 開設者 管理者 診療科目 開設日

1 宮下矯正歯科 403-0015 富士吉田市ときわ台1-1-24 0555-22-8148 宮下　勝志 宮下　勝志 矯 平成1年8月18日

2 周東歯科医院 403-0015 富士吉田市ときわ台2-2-24 0555-22-5648 周東　左起子 周東　左起子 歯 平成14年11月1日

3 羽田歯科医院 403-0012 富士吉田市旭1-7-16 0555-24-2467 羽田　敏朗 羽田　敏朗 歯・小歯 昭和52年5月15日

4 おざわ歯科 403-0012 富士吉田市旭5-12-13 0555-22-8030 小澤　良一 小澤　良一 歯・小歯・歯口 平成27年3月5日

5 渡辺歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田3-4-1 0555-22-0368 渡辺　秀昭 渡辺　秀昭 歯 平成18年9月23日

6 田邊歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田1-3-12 0555-22-0332 田邊　靖喜 田邊　靖喜 歯・小歯・歯口 平成17年1月1日

7 真田歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田8-21-18 0555-22-3366 真田　丈年 真田　丈年 歯 昭和56年11月2日

8 マーブル歯科 403-0004 富士吉田市下吉田4-7-22 0555-23-6165 白須　弘道 白須　弘道 歯・小歯 昭和58年5月9日

9 幸町歯科 403-0004 富士吉田市下吉田5-30-11 0555-24-3882 天野　義丸 天野　義丸 歯 昭和61年8月1日

10 天野歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田2-3-7 0555-22-0322 天野　高宏 天野　高宏 歯 平成20年4月1日

11 舟久保歯科クリニック 403-0004 富士吉田市下吉田8-8-8 0555-22-6543 舟久保　亨 舟久保　亨 歯 平成7年4月25日

12 勝俣歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田1-7-12 0555-22-0830 勝俣　至史 勝俣　至史 歯 平成30年6月1日

13 三浦一之歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田9丁目34-12 0555-24-2828 三浦　一之 三浦　一之 歯 昭和62年8月21日

14 滝口歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田3-33-1 0555-22-3499 滝口　正 滝口　正 歯 昭和51年11月18日

15 富士歯科診療所 403-0004 富士吉田市下吉田5-15-19 0555-22-1052 浅沼　邦康 浅沼　邦康 歯 昭和47年3月1日

16 富士吉田歯科 403-0004 富士吉田市下吉田二丁目31－20 0555-30-0055 堀内　斉 堀内　斉 歯・歯口・矯 令和4年4月13日

17 富士見台歯科医院 403-0009 富士吉田市富士見5-8-28 0555-23-3300 田邊　一郎 田邊　一郎 歯 昭和60年12月2日

18 永島歯科医院 403-0004 富士吉田市下吉田4-10-33 0555-22-0342 永島　元 永島　元 歯 平成19年11月1日

19 大森歯科医院 403-0019 富士吉田市新町4-11-13 0555-24-1182 大森　茂生 大森　茂生 歯・小歯・歯口 昭和61年12月8日

20 渡辺（公）歯科医院 403-0005 富士吉田市上吉田1-10-17 0555-22-1597 渡辺　佑一 渡辺　佑一 歯 昭和59年2月28日

21 ひまわり歯科医院 403-0005 富士吉田市上吉田2-11-2 0555-22-7700 中村　英二 中村　英二 歯 昭和63年11月25日

22 柴垣矯正歯科医院 403-0032 富士吉田市上吉田東2-2-11 0555-24-4182 柴垣　光志 柴垣　光志 矯 平成5年3月29日

23 ワタナベ歯科医院 403-0032 富士吉田市上吉田東2-1-6 0555-23-5454 渡辺　謙司 渡辺　謙司 歯・小歯・歯口 昭和57年4月5日

24 川口歯科医院 403-0007 富士吉田市中曽根2-12-33 0555-22-0497 川口　洋 川口　洋 歯 昭和52年9月21日

25 高田歯科医院 403-0005 富士吉田市上吉田6-7-27 0555-23-0469 高田　修一 高田　修一 歯 昭和56年4月7日

26 中沢歯科医院 403-0005 富士吉田市上吉田70 0555-23-4182 中沢　貞雄 中沢　貞雄 歯・小歯 昭和58年4月15日

27 とがわ歯科クリニック 403-0009 富士吉田市富士見5-1‐23 0555-22-4618 外川毅直 外川　毅直 歯・小歯・歯口 平成25年5月20日

28 希代歯科医院 403-0017 富士吉田市新西原2-24-5 0555-24-2918 希代　忠男 希代　忠男 歯 昭和55年2月8日

29 医療法人　翔新会　和歯科クリニック 403-0019 富士吉田市新町2-2-10 0555-22-1180 （医）　翔新会 渡邊　和俊 歯・小歯・矯・歯口 令和1年9月1日

30 あきやま歯科クリニック 403-0009 富士吉田市富士見1-8-1 0555-24-8049 秋山　佳英 秋山　佳英 歯 平成7年4月21日

31 奥脇歯科医院 403-0014 富士吉田市竜ケ丘2-7-27 0555-24-2844 奥脇　章 奥脇　章 歯 昭和54年11月1日

32 中村歯科医院 403-0013 富士吉田市緑ケ丘1-4-11 0555-23-6650 中村　研一 中村　研一 歯 昭和56年9月21日

33 あすみ歯科・矯正歯科クリニック 403-0003 富士吉田市大明見1-2-1 0555-73-8417 桑原　幹夫 桑原　幹夫 歯・小歯・矯 平成24年5月7日

34 金子歯科医院 402-0051 都留市下谷2-1-10 0554-45-1118 金子　實 金子　實 歯 昭和53年2月1日

35 伊藤歯科医院 402-0054 都留市田原3-3-25 0554-45-2288 （医）伊藤歯科医院 伊藤　邦 歯 平成5年2月1日

36 秋山歯科医院 402-0053 都留市上谷6-12-6 0554-45-2233 秋山　成二 秋山　成二 歯 昭和61年3月25日

37 亀田歯科医院 402-0053 都留市上谷2-2-22 0554-43-8211 亀田　寿一 亀田　寿一 歯 昭和63年4月2日

38 山本歯科医院 402-0054 都留市田原1-8-5 0554-43-0119 山本　一男 山本　一男 歯 平成1年4月1日

39 ファミリー歯科医院 402-0051 都留市下谷4-1-6 0554-43-8884 井上　寛 井上　寛 歯 平成2年5月8日

40 小俣歯科医院 402-0001 都留市田野倉1322-1 0554-43-0889 小俣　和彦 小俣　和彦 歯・小歯 平成23年4月23日

41 米山歯科医院 402-0034 都留市桂町875-1 0554-43-8589 米山　泰雄 米山　泰雄 歯・小歯 平成2年7月20日

42 たんぽぽ歯科医院 402-0056 都留市つる3-4-23 0554-45-6480 小俣　徹 小俣　徹 歯 平成6年7月1日

43 富士・東部口腔保健センター 402-0056 都留市つる五丁目1番55号 0554-56-8899
一般社団法人　山梨県
歯科医師会

井出　富美子 歯 平成25年4月1日

44 フナクボ歯科医院 402-0034 都留市桂町1215-5 0554-45-7411 舟久保　宏 舟久保　宏 歯 平成11年10月1日

45 戸澤歯科医院 402-0022 都留市戸沢290-1 0554-43-4102 戸澤　寿乃 戸澤　寿乃 歯・小歯 平成15年7月1日

46 カムカム歯科医院 402-0051 都留市下谷3-4-17 0554-56-7111 渡邉　正哉 渡邉　正哉 歯・小歯・歯口・矯 平成21年12月1日
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休止中

47 宮田歯科医院 409-0617 大月市猿橋町殿上363 0554-22-4848 宮田　一彦 宮田　一彦 歯・小歯 平成2年7月1日

48 干潟歯科医院 401-0013 大月市大月3-1-23 0554-22-0676 干潟　真理子 干潟　真理子 歯 平成11年11月1日

49 進士歯科医院 401-0012 大月市御太刀1-8-19 0554-22-0135 大神　明香 大神　明香 歯・歯口・矯・小歯 令和4年8月6日

50 遠山歯科医院 409-0614 大月市猿橋町猿橋619 0554-22-0536 遠山　芙美子 遠山　芙美子 歯 平成2年2月15日

51 岩崎歯科医院 409-0502 大月市富浜町鳥沢261 0554-26-2272 岩崎　博 岩崎　博 歯 昭和55年6月15日

52 医療法人社団光祥会　山本歯科医院 401-0013 大月市大月1-20-8 0554-22-0302 （医社）光祥会 瀬沼　祥子 歯・小歯 令和3年6月1日

53 布施歯科医院 401-0013 大月市大月1-6-14 0554-22-1100 布施　泰 布施　泰 歯・小歯・歯口・矯 平成1年3月1日

54 岡歯科医院 401-0012 大月市御太刀1-12-20 0554-23-0123 岡　秀之進 岡　秀之進 歯 昭和60年4月1日

55 坂本歯科医院 409-0614 大月市猿橋町猿橋204-18 0554-23-3730 坂本　明彦 坂本　明彦 歯 平成3年2月16日

56 医療法人つばさ　シライ矯正歯科クリニック 401-0013 大月市大月1-13-30 0554-23-4187 （医）つばさ 白井　英俊 矯 平成19年4月1日

57 医療法人　小泉歯科医院 409-0623 大月市七保町葛野1510-1 0554-22-7000 （医）小泉歯科医院 小泉　直也 歯・小歯・歯口 平成12年2月1日

58 遠藤歯科医院 401-0012 大月市御太刀1-15-11 0554-23-4182 遠藤　公一 遠藤　公一 歯・小歯 平成5年12月7日

59 佐藤歯科クリニック 401-0015 大月市大月町花咲1271-31 0554-23-0852 佐藤　昇 佐藤　昇 歯・小歯・矯 平成10年6月1日

60 遠藤歯科クリニック 409-0112 上野原市上野原3805 0554-63-0187 遠藤　克典 遠藤　克典 歯・小歯 平成23年11月25日

61 山下歯科医院 409-0112 上野原市上野原508-1 0554-63-2241 （医）慈心会 山下　哲 歯 平成3年10月1日

62 石井歯科医院 409-0112 上野原市上野原1987 0554-63-1068 （医）石井歯科医院 石井　武彦 歯 平成4年10月1日

63 細川歯科医院 409-0112 上野原市上野原4113-1 0554-62-3343 細川　敏彦 細川　敏彦 歯 平成2年12月17日

64
医療法人財団　FirstRemedy　佐藤歯
科医院

409-0112 上野原市上野原1663 0554-56-8841
医療法人財団
FirstRemedy

佐藤　裕介 歯・小歯・矯・歯口 令和2年8月1日

65 小田歯科医院 409-0126 上野原市ｺﾓｱしおつ3－20－12 0554-66-3918 （医）仁慈会 小田　均 歯・小歯 平成28年2月1日

66 けやき歯科医院 409-0113 上野原市新田848-11 0554-62-2223 崔　秀光 崔　秀光 歯・小歯 平成9年5月6日

67 島崎歯科医院 409-0112 上野原市上野原2018-6 0554-30-2225 島崎　伸安 島崎　伸安 歯・小歯 平成14年10月17日

68 医療法人松寿会　盛池歯科クリニック 409-0112 上野原市上野原661-4 0554-20-5753 （医）松寿会 高橋　暁子 歯・小歯 平成24年12月1日

69 ファミールデンタルクリニック 409-0112 上野原市上野原1705杉本ビル101号 0554-56-8785 日原　直樹 日原　直樹 歯 平成28年1月1日

70 道志村国民健康保険歯科診療所 402-0212 南都留郡道志村7710 0554-52-2155 道志村 水越　三弘 歯 平成22年2月18日

71 渡邉歯科医院 403-0022 南都留郡西桂町小沼150７ 0555-25-3663 渡辺　聡 渡辺　聡 歯 昭和58年10月16日

72 シマダ歯科医院 403-0022 南都留郡西桂町小沼1712-2 0555-25-3418 樽澤　優子 樽澤　優子 歯 昭和63年3月23日

73 渡辺歯科医院 401-0512 南都留郡忍野村内野188 0555-84-2118 渡辺　悦郎 渡辺　悦郎 歯 昭和28年11月

74 いあい歯科 401-0512 南都留郡忍野村内野2006 0555-84-2007 渡辺　松芳 渡辺　松芳 歯・小歯・歯口 昭和60年11月5日

75 おしの歯科医院 401-0511 南都留郡忍野村忍草1400-67 0555-28-7272 山田　由香里 山田　由香里 歯・小歯・歯口 平成20年7月10日

76 山中湖村診療所歯科 401-0501 南都留郡山中湖村山中12 0555-62-1740 高村　敬純 高村　敬純 歯 平成13年4月1日

77 安富歯科医院 401-0320 南都留郡鳴沢村2150 0555-85-3955 安富　和宏 安富　和宏 歯・小歯 平成8年9月10日

78 医療法人聖仁会　すみ歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1775 0555-73-3001 （医）聖仁会 鷲見　浩平 歯・小歯・矯・歯口 平成29年4月27日

79 大門歯科医院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立2126 0555-72-5585 渡邊　一樹 渡邊　一樹 歯・小歯・歯口 平成13年5月7日

80 はなまがり歯科医院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立2771 0555-72-3318 渡邊　幹一 渡邊　幹一 歯・小歯・矯 平成8年1月1日

81 こだち歯科医院 401-0302 南都留郡富士河口湖町小立8037-12 0555-28-4188 山﨑　正樹 山﨑　正樹 歯・矯・歯口 平成30年9月1日

82 AKマウスクリニック河口湖 401-0302
南都留郡富士河口湖町小立８０１７－
１フォレストモール富士河口湖

0555-83-3777 河阪　明彦 河阪　明彦 歯・小歯・歯口・矯 平成30年7月13日

83 渡辺歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1455-2 0555-73-1375 持山　勇喜 持山　勇喜 歯 昭和58年10月4日

84 佐野歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1514 0555-72-0560 佐野　一匡 佐野　一匡 歯 平成9年11月1日

85 藤久保歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津2162 0555-73-3759 渡辺　裕俊 渡辺　裕俊 歯 平成1年4月1日

86 しらかべ歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津7597-1 0555-72-4182 白壁　正光 白壁　正光 歯 平成20年4月1日

87 トモヒロ歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津3101-5 0555-72-1118 渡邉　知洋 渡邉　知洋 歯 昭和60年12月7日

88 井ビシ歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津3495 0555-72-0109 井出　公一 井出　公一 歯 昭和57年12月1日

89 湖南歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津651-4 0555-73-1469 渡辺　寿 渡辺　寿 歯 昭和59年11月6日

90 井出歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津920 0555-72-0256 井出　郊美 井出　郊美 歯・小歯・矯 平成7年4月2日

91 山道歯科医院 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津977 0555-72-2206 渡邉　尚俊 渡邉　尚俊 歯 昭和57年4月5日

92 ヒデキ歯科クリニック 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1501-4 0555-72-1156 白壁　秀規 白壁　秀規 歯・小歯・歯口 平成26年4月22日

93 河口湖畔歯科クリニック 401ｰ0331 南都留郡富士河口湖町長浜174 0555ｰ25ｰ6770 根岸　晃 根岸　晃 歯・小歯・歯口 令和2年9月4日

94 丹波山村国民健康保険歯科診療所 409-0300 北都留郡丹波山村903 0428-88-0272 丹波山村 藤下　昌代 歯 昭和54年3月12日

※診療科目

歯：歯科、矯：矯正歯科、小歯：小児歯科、歯口：歯科口腔外科


