
地区 医療機関名 所在地 電話番号
（医)長仁会牛久保矯正歯科 横山町8-19　牛久保ビル３F 646-6547
とし歯科医院 横山町22-3　メディカルタワー八王子2F 649-1446
山下歯科医院 八幡町14-11 622-2195
三枝歯科医院 八木町2-18 622-0162
光明歯科診療所 八木町8-13 622-3392
LCKfデンタルクリニック 千人町1-7-6 666-0303
加藤歯科医院 千人町１-１１-１４ユニメント飯田1F 663-3478
あづま歯科 千人町2-２０-1６　イズミビル１F 629-9068
もくだい歯科医院 千人町3-2-1　KIビル302 667-8994
東條歯科医院 千人町4-6-7 664-2006
かぶち歯科医院 元本郷町1-21-13　北越ビル101 625-7558
犬飼歯科医院 元本郷町3-16-7 625-6491
八王子ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾋﾞﾙ歯科 元本郷町4-20-10 八王子ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾋﾞﾙ2F 624-6484
市役所前歯科クリニック 元本郷町4-20-25 625-2020
中村歯科医院 本郷町2-4 622-2431
田内歯科医院 大横町1-11　KTビル 621-3323
大貫歯科医院 本町３-４ 622-0142
すさみ歯科 本町9-4 622-5912
八王子きずな歯科 明神町2-21-8 パークキューブ京王八王子Ⅱ 1階 649-3075
ふゆとう歯科医院 明神町3-10-7 644-0084
糠信歯科医院 明神町4-2-9昴ハイツ201 642-3131
ともデンタルオフィス 明神町4-10-14 660-1070
（医)始浩会岡部歯科医院 明神町4-12-2 642-5652
彩デンタルクリニック 明神町4-27-14リビエール林２Ｆ 645-3116
池田歯科医院 元横山町2-1-20　1F 642-1827
八王子駅前　リーフ歯科 子安町1-2-8　守屋ビル1F 649-8009
（医)博裕会大森歯科医院 子安町1-4-5 645-4018
羽鳥歯科医院 子安町1-29-18 660-5630
恒川歯科医院 子安町2-7-21 644-5578
丸山歯科医院 子安町3-7-13　ﾓﾄﾋﾞﾙ101号 625-1077
フェリシテ歯科クリニック 子安町4-5-7 686-0787
関根歯科医院 子安町4-6-1　Phiビル2Ｆ　 626-8864
（医）晋和会市川矯正歯科医院 子安町4-6-1　Phiビル3Ｆ　 625-7171
村上歯科医院 子安町4-14-4 622-3666
浮地歯科医院 子安町4-21-7 622-1427
竹島歯科医院 子安町4-24-3 626-7754
佐藤歯科医院 子安町4-27-3 622-7964
けんせい歯科 東町2-3　八王子共立ビル4F 646-8883
セレオ八王子歯科クリニック 旭町1-1 セレオ八王子北館10F 686-3739
中川歯科医院 旭町11-5 CP6ビル6F 642-4182
八王子旭町デンタルクリニック 旭町12-1 ファルマ802ビル6階 631-1180
デント歯科医院 三崎町4-11　ﾄｰﾈﾝﾋﾞﾙ3F C室 625-8807
てる歯科医院 中町2-18　鶴屋ビル3F 644-8241
田中歯科医院 中町8-10 642-1312
小松歯科医院 中町9-12 622-2724
さとう歯科医院 中野町2694-1 621-0551
齋藤歯科医院 中野山王2-3-25　いずみ荘 626-6066
はしもと歯科クリニック 中野山王3-5-14 620-8180
吉池デンタルクリニック 中野上町1-3-10 624-4618
黒澤歯科 中野上町2-29-24 626-8148
はら歯科医院 大和田町1-17-9　ｻﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 648-5770
大和田池田歯科医院 大和田町4-11-19 646-1010
富士見台歯科医院 大和田町5-33-17 646-5499
浦崎歯科医院 大和田町6-5-17 644-8852
山田歯科医院 緑町292-10 626-7354
さとう歯科クリニック 東浅川町272-2 662-6480
長澤歯科医院 東浅川町513-1 673-3644
東浅川歯科診療所 東浅川町548-1 666-4200
（医）清流会ごしま歯科医院 初沢町1277-4 667-0607
真鍋歯科医院 下柚木414-3 675-5566
あさかわ歯科医院 下柚木2-5-26 679-1188
吉田歯科 堀之内3-29-7　ｳｪﾙﾊｲﾑ小泉1F 676-4618
やまもと歯科 大塚641-4　中屋ビル1F 677-6090
藤橋歯科医院 松が谷11-1-104 676-4563

※実施医療機関により診療時間・休診日が異なりますので、事前に希望する医療機関に電話等でご確認ください。
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地区 医療機関名 所在地 電話番号
えこしデンタルクリニック 南大沢2-27　フレスコ南大沢4F 677-5383
サンライズ歯科医院 南大沢2-29　ﾌﾟﾗｻﾞA1F 670-6838
千葉歯科医院 南大沢3-5-2 675-1650
たまの森こども歯科 南大沢4-2-5 689-5120
小池歯科医院 南大沢5-14-4-2 676-0024
いわさき歯科医院 松木14-3　ザ・テラス松木103号 675-4182
おおい歯科医院 別所1-17-1　ｸﾚｾﾝﾄﾋﾙｽﾞ２F 679-0980
山下歯科クリニック 別所2-1　ﾋﾞｱ長池3F 676-3000
戸田歯科医院 並木町19-24 664-8211
氷見歯科医院 散田町1-15-3　ﾐﾈﾙﾊﾞ1F 661-1225
散田東條歯科医院 散田町2-45-2 661-6490
（医）真智会佐藤歯科医院 散田町2-70-9 661-5505
横山歯科医院 散田町3-1-1　登志ビル3F 664-8148
さかやなぎ歯科医院 散田町3-17-1 コピオ西八王子駅前2F 665-6181
天野歯科医院 散田町3-28-3 661-0249
菊田歯科医院 めじろ台1-9-15めじろ台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 665-0224
吉野歯科医院 めじろ台1-20-11 664-1538
めじろ台歯科クリニック めじろ台3-1-12 668-4182
はあとふる歯科医院 めじろ台4-12-3 668-8818
（医）実穂会渡辺歯科医院 長房町340-12　コピオ長房SC2階 667-2616
戸坂歯科クリニック 長房町408-1 663-1023
城山手歯科 城山手1-29-9 665-4680
福島歯科医院 狭間町1451-6　市川ビル2F 667-7600
田島歯科医院 大楽寺町135-2　 651-2818
山口歯科医院 大楽寺町511-10　村田ビル2F 625-1335
山下歯科医院 横川町515-4 627-1181
カサイ歯科医院 横川町536-3 625-1305
野下歯科 元八王子町２-１０７５-３ 667-5070
（医）秀靖会志村歯科医院 元八王子町3-2182 666-4055
みなと歯科 西寺方町366-1　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾚｲﾕ2F 652-1116
高野歯科クリニック 西寺方町380-4 651-6688
川口歯科 川口町1596-9 654-4434
原田歯科医院 川口町3420-3 654-1684
駒津歯科医院 犬目町256-3 626-6480
藤野歯科医院 犬目町583-1 621-0118
（医）隆正会南川歯科医院 楢原町629-2 624-5888
（医)泰成会久保寺歯科医院 滝山町2-413-3 691-7055
山田歯科医院 みつい台2-10-6 691-2550
（医）泰成会歯科診療所 宮下町578-2　丸双ビル1F 691-8448
高野歯科医院 小比企町485　岡田ビル2F 637-5050
いそじ歯科医院 片倉町443-4 637-2622
岡歯科医院 片倉町492-1　綱木ビル1F 637-1324
長野歯科医院 片倉町1221-28 635-7511
みねぎし歯科医院 西片倉3-2-4 638-0731
みなみ野歯科医院 みなみ野5-15-2 635-4644
きたのタウン歯科クリニック 北野町545-3　きたのﾀｳﾝﾋﾞﾙ6F 642-6780
大草歯科医院 北野町546-6　小山ビル2F 646-3918
奥富歯科医院 北野町555-17 631-0182
宿澤歯科医院 打越町335-1　京王リトナード2F 646-5885
（医）青雲会北野台病院 打越町1068 637-1001
（医）光明歯会　片倉台歯科医院 打越町1515 636-3980
あお歯科 打越町2013-1　第3小池ビル 638-0570
岡山歯科医院 北野台4-27-2 635-3770
横山歯科医院 長沼町727-9 636-6652
山本歯科医院 絹ヶ丘2-8-6 637-1716
（医）育優会絹ヶ丘歯科医院 絹ヶ丘2-20-6 635-2701
（医）東慶会多賀歯科医院 高倉町66-23　西都ﾔｸﾙﾄﾋﾞﾙ2F 642-4618
すわ歯科医院 石川町2960-24 644-0045
山内歯科医院 石川町2966-5 2F 648-3488
さいとう歯科 宇津木町764-9　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾗｯﾄ宇津木2F 696-6456
小宮歯科クリニック 小宮町1170-1-1F 645-4618
とも歯科ゆり矯正歯科 久保山町1-10スーパーアルプス3F 692-1184
平井歯科医院 久保山町2-8-26 691-5949
宇津木台歯科 久保山町2-43-4 691-7100
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