
京都市中京区

医院名 所在地 電話番号

こもり歯科医院 中京区烏丸通三条上ル場之町５9２番地　メディナ烏丸御池２F 075-744-6933

医療法人吉川デンタルクリニッ
ク

中京区烏丸通姉小路下ル場之町５99番地 075-211-7922

御所南しげおかデンタルオフィ
ス

中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町258　コープ御所南ビル２Ｆ 075-746-4617

しもむら歯科医院 中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町６１７ 075-222-6963

太田歯科･矯正歯科 中京区押小路通り烏丸東入西押小路町１０７ 075-222-0418

橋本歯科医院 中京区押小路通室町西入蛸薬師町２9３－２番地 075-231-5548

川島歯科医院 中京区河原町四条上ル二筋目東入ル 075-221-4173

神原歯科医院 中京区河原町通り夷川上ル指物町３３０－３ 075-231-2209

藤村歯科医院 中京区河原町通三条上る西側　グリントランドビル２Ｆ 075-223-5818

たかあき歯科医院
中京区河原町通二条下ル一之船入町５７７番地の４　京都ホテルオー
クラＢ１

075-223-6002

医療法人社団和田歯科医院 中京区河原町通二条上ル清水町３５9Ａｂビル２Ｆ 075-251-1180

柳楽歯科医院 中京区河原町通六角東入ル山崎町２５８－３１ 075-221-6944

いぬいし歯科 中京区丸太町通烏丸西入南側道場町３－５ 075-256-0008

横田歯科口腔外科医院
中京区丸太町通烏丸東入ル光リ堂町４２０　ＫＳインペリアルビル３
Ｆ

075-213-5522

宮本歯科医院 中京区丸太町通小川東入横鍛冶町１１０番地 075-222-0648

小笹歯科医院 中京区丸太町通西洞院東入梅屋町１６８番地 075-231-4076

ももい矯正歯科クリニック 中京区丸太町通東洞院下る三本木町４３9－３　ビュロー御所南１Ｆ 075-212-8110

クシモト矯正歯科 中京区錦小路通烏丸西入占出山町３１１　アニマート錦３Ｆ 075-212-8994

くりた歯科医院 中京区錦小路通室町西入ル天神山町２８２　アウスハイレン栗田１Ｆ 075-221-2979

医療法人大澤会大澤クリニック 中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617 075-211-3651

烏丸ビューティーデンタルクリ
ニック

中京区鍵屋町４８１－４　プチパレス烏丸御池１Ｆ 075-213-6474

安田歯科医院 中京区御幸町通御池上ル亀屋町３７５－１ 075-254-0333

竹内歯科診療所 中京区御幸町通三条上ル丸屋町３１７ 075-221-5617

大橋歯科医院 中京区御幸町通四条上ル大日町４２４番地 075-221-2501

加納デンタルクリニック 中京区御池通間之町東入高宮町206　御池ビル７Ｆ 075-222-1207

医療法人 福地歯科医院 中京区御池通堺町西入御池八幡町231　シカタカトルズビル２Ｆ 075-253-3159

おいけ稲川歯科医院 中京区御池通麩屋町東上ル上白山町２６４　稲川ビル３Ｆ 075-252-3158

中村歯科医院 中京区高倉通四条上ル帯屋町５７４　高倉ビル２Ｆ 075-211-4611

のうか歯科医院 中京区堺町通錦小路下ル八百屋町５５３番地 075-221-0509

山下歯科医院 中京区堺町通蛸薬師下ル菊屋町５２３－１ 075-231-8053

永田歯科医院矯正歯科 中京区三条河原町東入ル中島町７８－８０　明治屋ビル６Ｆ 075-241-1809

歯科健診実施機関（「京都府歯科医師会」加盟歯科医）
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太田歯科医院 中京区三条通河原町東入ル中島町１１３番地　近江屋ビル２Ｆ 075-223-0648

小林歯科医院 中京区三条通河原町東入中島町８６　鶴ノ井ビル４Ｆ 075-255-1177

森澤歯科医院 中京区三条通高倉東入桝屋町６４の１ 075-231-0383

もりや歯科医院
中京区四条大宮西入錦大宮町116　プラネシア阪急大宮ビル サウス2
Ｆ

075-813-3388

なかい歯科 中京区寺町通二条上ル要法寺前町７２４－１ 075-252-1020

藤井歯科医院 中京区寺町二条下ル妙満寺前町４６６番地 075-241-3723

スズキ歯科医院 中京区室町御池下ル円福寺町３５４の２ 075-211-7007

三宅歯科医院 中京区車屋町通竹屋町通上ル砂金町４０６番地　田丸産業ビル６階 075-256-2660

川村歯科医院 中京区少将井町222　シカタオンズビル2Ｆ 075-256-0622

アキヤマ歯科医院 中京区新京極通三条下る桜之町406 075-213-3339

山本歯科口腔外科医院 中京区新京極通六角下る東入桜之町446 075-231-1159

中村歯科医院 中京区新町通三条上ル町頭町１１２　菊三ビル１階 075-211-7080

斉藤歯科医院 中京区壬生賀陽御所町３－１　京都幸ビル３Ｆ 075-811-5770

石原歯科医院 中京区壬生高樋町２６（四条中新道下ル） 075-311-0230

こじま歯科医院
中京区壬生朱雀町１番地の２１　ボナール・レーブ１階
　千本三条（三条商店街アーケード内）

075-811-1980

すざく小林歯科 中京区壬生朱雀町2-13　朱雀Ｋ’Ｓビル2階 075-823-5884

片川歯科医院 中京区壬生西土居ノ内町１６ 075-950-0488

篠原歯科 中京区壬生西土居ノ内町４１ 075-312-3287

河野歯科医院 中京区壬生仙念町２２ 075-841-2358

京都市立病院歯科口腔外科 中京区壬生東高田町１の２ 075-311-5311

山内歯科医院 中京区壬生東大竹町２１－１ 075-822-9295

医療法人吉岡歯科医院 中京区壬生東大竹町３７ 075-842-0418

長谷川歯科 中京区壬生馬場町１9－１１ 075-841-8148

近藤歯科 中京区壬生坊城町６６－２ 075-841-1380

福島歯科医院・マリデンタルク
リニック

中京区西ノ京永本町１７ 075-821-8212

たかはし歯科医院 中京区西ノ京円町５－４ 075-463-3119

尾上歯科医院 中京区西ノ京左馬寮町２9の６ 075-841-5901

京都民医連中央病院歯科口腔外
科

中京区西ノ京春日町１６－２ 075-822-2777

あきデンタルクリニック 中京区西ノ京小倉町１３８　シャルール・デュ・ボワ二条１Ｆ 075-841-8188

たけざわ歯科医院 中京区西ノ京小堀池町１　サンロード・朱雀１Ｆ 075-813-3215

モリ歯科医院 中京区西ノ京小堀池町８番地の１　西小路トップハイツ１Ｆ 075-841-8641
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浅埜歯科医院 中京区西ノ京上平町６４－２ 075-822-4108

きたはら歯科 中京区西ノ京職司町２６ 075-822-2020

医療法人社団翔志会 たけち歯科
クリニック

中京区西ノ京壬生神明町1番地39　articles1F 075-842-2222

オカモト歯科医院 中京区西ノ京西円町６－８ 075-464-0418

あおき歯科 中京区西ノ京西月光町６２－１　ムーンライト三条１Ｆ 075-822-6801

なかお七本松歯科クリニック 中京区西ノ京池ノ内町16-41　京都友禅館ビル２F 075-801-9822

俣野歯科医院 中京区西ノ京東中合町１５ 075-841-3284

あららぎ歯科クリニック 中京区西ノ京東中合町56　パレット御池1F 075-822-0315

京都市休日急病歯科中央診療所 中京区西ノ京東栂尾町１番地　京都府歯科医師会口腔保健センター内 075-812-8493

京都歯科サービスセンター中央
診療所

中京区西ノ京東栂尾町１番地　京都府歯科医師会口腔保健センター内 075-812-8493

かながわ矯正歯科 中京区西ノ京東栂尾町３　JR二条駅NKビル４Ｆ 075-822-2345

米沢歯科医院 中京区西ノ京藤ノ木町１-22 075-811-0456

かおり歯科 中京区西ノ京南上合町２８　ヴェルデ春日１Ｆ 075-822-5171

いわみ歯科クリニック 中京区西ノ京伯楽町22番地7 075-462-9722

佐久間歯科医院 中京区西ノ京北円町４７ 075-461-7613

たかぎ歯科医院 中京区西ノ京北壺井町４７　グラシィアス円町１階 075-432-7650

はやせ歯科医院 中京区西洞院通竹屋町下ル毘沙門町４０８ 075-231-8717

菅原歯科医院 中京区西洞院通六角上る柳水町9３ 075-221-3926

出口歯科医院 中京区西堀川通り三条下ル下八文字町６9０ 075-841-5605

渡辺歯科医院 中京区大宮通六角下ル六角大宮町２３４番地 075-812-7828

岩崎歯科医院 中京区大宮通六角上る三条大宮町２４７ 075-841-0201

遠藤歯科医院 中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２８ 075-251-1166

森歯科医院 中京区竹屋町通麩屋町東入ル毘沙門町５４２ 075-211-0876

錦歯科診療所 中京区東洞院通錦上ル　エステートビル１０１号 075-252-5418

烏丸おいけ歯科クリニック
中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2　シカタディスビルディング2
Ｆ

075-708-8674

和田歯科医院 中京区東洞院通御池上る船屋町415　プレシャス御池1階 075-251-1180

岩瀬歯科医院 中京区東洞院通四条上ル阪東屋町６５７ 075-221-2761

リモデンタルクリニック 中京区東洞院通四条上る阪東屋町667-1　プラスパー河野ビル４階 075-221-6706

藤本口腔外科医院 中京区東洞院通四条上ル西入ル阪東屋町６６４－２１ 075-222-2720

おおうち歯科クリニック 中京区東堀川通り竹屋町上る七丁目１３番地 075-252-2860

川口歯科医院 中京区二条通室町西入大恩寺町２５０番地 075-231-5474
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本多歯科医院 中京区堀川通錦小路下ル錦堀川町６４9　観タワーハウス２Ｆ 075-811-7285

木屋町近藤歯科医院 中京区木屋町通四条上ル鍋屋町２１６ 075-221-0655

ツシマ歯科医院 中京区油小路御池式阿弥町１３７－１　三洋御池ビル４Ｆ 075-241-0754

木村歯科医院 中京区聚楽廻西町１１9 075-841-9525

堀川歯科医院 中京区聚楽廻西町188-33 075-822-0648

三木歯科医院 中京区聚楽廻東町１５　グランドムール聚楽１Ｆ 075-821-6474

葵診療所歯科 中京区麩屋町御池下る中白山町２６８の１　シンユウビル２Ｆ 075-231-9696

うえむら歯科医院 中京区麩屋町通夷川上る笹屋町４６７ 075-212-0846

朝比奈歯科医院 中京区麩屋町通錦小路下ル桝屋町５１４　コリスアルタス２階 075-256-5573


