
医療機関名 住所 電話番号

あ 愛歯科 福井市石盛1丁目1625番地 0776-56-2444

Ai Dental Clinic 福井市手寄１丁目４−１（アオッサ２階） 0776-43-0210

青木歯科 吉田郡永平寺町東古市10-2 0776-63-3770

青木歯科医院 福井市中央1丁目10-8 0776-23-1022

あおば歯科 福井市みのり3丁目2-21 0776-33-0900

淺井歯科医院 福井市大宮2丁目25-29   (クリエイションハウスC号) 0776-29-1117

あずま歯科医院 吉田郡永平寺町松岡御公領904 0776-61-7555

い いくた歯科医院 福井市木田町2510 0776-34-8020

池上歯科医院 福井市経田1丁目402 0776-27-0118

池田歯科医院 福井市順化1丁目22-12 0776-25-0225

いたつデンタルクリニック 福井市花堂中2丁目1-8 0776-34-0118

伊藤医院歯科 吉田郡永平寺町松岡神明3丁目58 0776-61-0003

伊東歯科 福井市春山2丁目1-1 0776-25-0052

伊藤歯科クリニック 福井市板垣3丁目601番地 0776-33-7770

岩井歯科医院 福井市日之出2丁目15-16 0776-24-2600

岩佐歯科医院 福井市日光2丁目26-1 0776-27-0003

いわた歯科クリニック 福井市東森田4-725 0776-56-4418

う 上田歯科医院 福井市灯明寺1丁目411 0776-25-1170

うさみ歯科医院 福井市新保北1-303（ワイプラザグルメ館内１F) 0776-52-0118

内山歯科医院 吉田郡永平寺町東古市1-2-1 0776-63-2306

梅田歯科医院 福井市渕3丁目1017 0776-34-5666

うらやま歯科 福井市二の宮2丁目29-18 0776-25-0648

え エルム歯科室 福井市新田塚2丁目32-18 0776-20-7700

お 大手グリーン歯科 福井市大手2丁目3-1（三の丸ビル１F） 0776-30-6480

大野歯科医院 福井市順化2丁目16-5 0776-22-5570

おおのや歯科医院 福井市大森町37-11 0776-98-3518

大橋歯科 福井市新保2丁目501 0776-52-0084

大森歯科医院 福井市文京4丁目9-1  （村田ビル１Ｆ） 0776-27-7171

おおわだ歯科 福井市大和田2丁目1212（エルパ２Ｆ） 0776-57-2631

オカダ歯科医院 福井市日之出5丁目6-1   0776-52-5300

荻原歯科医院 福井市大手3丁目8-11 0776-26-3312

⾧内歯科クリニック 福井市高木北2丁目1105-5 0776-97-8148

おひさま歯科クリニック 福井市高木町56-13-6 0776-54-8511

オリーブ歯科 福井市下森田新町525 080-3048-6480

か 加賀歯科クリニック 福井市中央3丁目2-15 0776-23-7435

加藤歯科医院 福井市宝永2丁目12-5 0776-22-3185

加藤歯科医院 福井市中央2丁目3-1 0776-22-4002

川栄歯科医院 福井市円成寺町8-30 0776-41-0772

川島歯科 福井市三留町14-11-4 0776-98-4752

き 矯正歯科みねた 福井市大手3丁目12-20  （冨田第一生命ビル２Ｆ） 0776-23-1180

く くりもり大人こども歯科クリニック 福井市栗森町1丁目305 0776-56-0035

こ 工大前 清水歯科医院 福井市光陽4丁目3-26  （オリジンファースト１Ｆ） 0776-22-4122

光陽生協歯科診療所 福井市光陽2丁目18-15 0776-24-8784

小林歯科医院 福井市豊島2丁目7-9 0776-23-6233

コンドー歯科 福井市開発4丁目306 0776-53-2828

近藤歯科医院 福井市みのり3丁目21-9 0776-34-0626

さ さくら歯科医院 福井市運動公園4丁目1623 0776-35-5157

ささじま歯科医院 福井市成和1丁目3210   (東部プラザ２Ｆ) 0776-24-3368
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ササジマ歯科医院 福井市毛矢2丁目7-3 0776-34-5550

し 歯科コパクリニック 福井市大和田2−422 0776-53-8158

歯科堀江医院 福井市花堂南2丁目5-3 0776-34-3366

歯科毛利医院 吉田郡永平寺町松岡神明3-26 0776-61-0323

しば歯科医院 福井市江端町24-21-2   （竹内ビル１Ｆ） 0776-38-7000

島矯正歯科 福井市中央1-21-22 0776-23-1187

嶋田病院 歯科 福井市西方1-2-11 0776-21-8008

清水歯科医院 福井市志比口3丁目1-5 0776-54-0550

小児歯科シャノワール 福井市二の宮3-16-28 0776-27-2888

す すがや歯科クリニック 福井市菅谷町10-2-26 0776-63-5002

杉田歯科医院 福井市福1丁目1218 0776-35-0456

鈴木歯科医院 福井市上森田1丁目501 0776-56-4010

すすき歯科クリニック 福井市西谷2丁目2110 0776-36-0111

鈴木歯科クリニック 福井市二の宮3丁目10-3 0776-22-4618

スマイル歯科クリニック 福井市中央２丁目7-15 0776-97-9872

そ そら歯科医院 福井市高柳3丁目3507 0776-53-6480

た 髙垣歯科 福井市大宮3丁目30-27 0776-97-8628

高橋歯科医院 福井市大手2丁目7-3 0776-24-5000

たかはし歯科クリニック 福井市経田2丁目201 0776-28-6565

たきなみ歯科クリニック 福井市城東4-13-41 0776-26-0600

竹沢歯科医院 福井市上中町7-33 0776-52-2611

竹下歯科 福井市木田2丁目2104 0776-35-6480

田中歯科医院 福井市春山1丁目9-16 0776-22-8466

田中歯科クリニック 福井市経田2丁目407 0776-29-2500

たにはた歯科クリニック 福井市下馬2丁目2310 0776-34-0418

玉井デンタルクリニック 福井市乾徳4-4-7  （仁愛ビル３F) 0776-25-6221

つ 坪田歯科医院 福井市二の宮5丁目14-27 0776-27-2080

と 遠矢歯科医院 福井市二の宮5丁目6-13 0776-22-5772

栃木歯科医院 福井市種池町1-24-3 0776-35-8200

どひ歯科クリニック 福井市江守中2丁目1410   （センチュリービル） 0776-34-8788

な 永井歯科医院 福井市若杉２丁目1537 0776-36-2222

なかひろ歯科クリニック 福井市高木中央3丁目816 0776-53-5040

中村歯科医院 福井市松本4丁目3-22 0776-24-2185

中村歯科医院 福井市大手3丁目2-1   （福井ビル） 0776-27-0120

中村歯科クリニック 吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目71 0776-61-7300

なかむら歯科クリニック 福井市和田東2丁目1528 0776-21-6480

なむら歯科医院 福井市下荒井町1-32 0776-38-3126

に 西本歯科医院 福井市石盛町1016 0776-55-1833

の ノムデンタルクリニック 福井市飯塚町30-23 0776-36-5454

は パール歯科 福井市御幸4丁目20-16     （福井産業ビル２Ｆ） 0776-24-8023

はじめ歯科診療所 福井市大手2丁目7-15  （安田生命福井ビル５Ｆ） 0776-25-6480

橋本歯科医院 福井市浅水三ヶ町5-27-2 0776-38-7100

英 歯科 福井市手寄1丁目10-10 0776-24-1357

はまだ歯科クリニック 福井市八重巻町207 0776-56-4618

早川歯科医院 福井市文京3丁目27-12 0776-25-7733

はやし歯科医院 福井市花堂南1丁目11-34 0776-33-1118

パリオ歯科なごみ 福井市松城町12-7（パリオCITY 1F） 0776-25-8818

ひ ヒガシダ歯科 福井市八重巻中町20-7 0776-56-4747
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ひじりデンタルクリニック 福井市高木中央2丁目701-1 0776-63-5515

平泉歯科医院 福井市板垣5丁目908 0776-36-7144

平崎歯科 福井市大手3丁目1-1(システム大手ビル２F) 0776-63-5418

ヒロ歯科クリニック 福井市文京2丁目17-1 0776-25-4618

ふ 福井歯科医院 福井市大願寺3丁目9-15 0776-23-4123

藤井歯科クリニック 福井市浅水町106-9 0776-38-1123

藤田歯科医院 福井市四ﾂ井2丁目9-18 0776-53-5006

ふなばし歯科クリニック 福井市舟橋黒竜2丁目420番地 0776-27-1211

文村歯科医院 福井市栄町16-3 0776-56-1242

文京清水歯科医院 福井市文京6丁目21-2 0776-24-6767

ま 前川歯科医院 福井市城東4-3-17 0776-27-1116

松井歯科医院 福井市灯明寺1丁目2802 0776-24-0077

松下歯科医院 福井市日之出2丁目3-21 0776-21-6004

松田歯科医院 福井市勝見3丁目1-14 0776-25-0300

松本歯科医院 福井市木田2丁目1208 0776-35-6578

丸田歯科 福井市北四ツ居1丁目34-21 0776-52-5552

み 三井歯科医院 福井市河増町10-14-6 0776-52-0112

ミヤケ歯科医院 福井市順化1丁目9-21 0776-22-2795

御幸歯科クリニック 福井市御幸3丁目16-34 0776-28-5280

三好歯科 福井市二の宮4丁目23-5 0776-25-0101

みわ歯科クリニック 福井市志比口２丁目11-13 ハーツ志比口２Ｆ 0776-53-3845

む 村井歯科 福井市蓑町16字大道ノ上125番 0776-86-1616

村上歯科医院 福井市文京6丁目25-25 0776-50-2475

村崎歯科医院 福井市砂子坂町7-75 0776-83-0033

も 森瀬歯科医院 福井市上野町9-46 0776-83-0067

森広歯科医院 福井市順化1丁目16-5 0776-24-5514

森本歯科医院 福井市和田2丁目710 0776-24-1838

や やしろ歯科クリニック 福井市渕4丁目1113 0776-35-8888

矢部歯科医院 福井市高木中央2丁目3508 0776-53-2371

山崎歯科医院 福井市町屋3丁目6-13 0776-21-6262

山田歯科医院 福井市北四ﾂ居1丁目8-23 0776-54-8008

山本歯科医院 福井市順化2丁目9-5 0776-22-5792

よ よしだ歯科クリニック 福井市八ツ島町31-406-4 0776-30-7373

わ わかすぎ歯科クリニック 福井市若杉町4丁目813 0776-33-0003


