H29.3現在

フッ素塗布実施歯科医療機関一覧表
（市町村別）
市町村
診療所名（漢字）
住所
電話番号
青木歯科医院
富山市堀川小泉町８０５
076-421-2340
あさくら歯科医院
富山市東石金町１２－１６
076-421-8118
飯田歯科医院
富山市豊田町１－４－５３
076-433-0660
家城歯科医院
富山市堀川小泉町３－２４
076-422-1433
いしかわ歯科医院
富山市婦中町分田８６－３
076-495-7272
石黒歯科医院
富山市下大久保1542－1
076-467-3127
石坂歯科医院
富山市山室２６１－４
076-491-2351
泉歯科医院
富山市上袋７２－１
076-422-3313
稲田歯科医院
富山市新富町２－２－８
076-441-2348
富山市牛島新町５－５ インテック明治生命ビル２Ｆ 076-431-1773
稲波歯科
いなみ歯科クリニック
富山市田畠８５１－７
076-483-8833
みほ小児歯科医院
富山市婦中町速星７５５
076-465-5418
さとみデンタルクリニック
富山市荒町１－２０－Ａ
076-495-9336
うちだ歯科医院
富山市茶屋町１６０－２
076-436-7199
江川歯科医院
富山市豊若町３－６－２７
076-438-5252
大井歯科医院
富山市八尾町西町２３８２
076-455-2229
大浦歯科医院
富山市堀川小泉町２３１－２
076-422-4182
大木歯科医院
富山市新堀町６
076-423-2527
大野歯科医院
富山市水橋舘町４２９－５
076-479-0088
みわ矯正歯科医院
富山市神通本町１－７－８
076-432-4760
柳町岡崎歯科医院
富山市柳町２－２－１４
076-444-4848
岡崎歯科クリニック
富山市千代田町４－４０
076-442-3566
富山市 岡本歯科医院
富山市下大久保２２０１－４３
076-467-3611
沖田歯科医院
富山市婦中町笹倉１区１３３－１
076-465-3735
小倉歯科医院
富山市内幸町２－２５ 菊井ビル２Ｆ
076-432-8395
おざわ歯科医院
富山市中老田７６２
076-436-6448
ウィズ歯科クリニック
富山市下赤江町１－６９－５
076-432-9733
医療法人ファボーレ矯正・小児歯科 富山市婦中町下轡田１６５－１ ファボーレ２F 076-466-1715
加藤歯科医院
富山市五福４区４５０４－８
076-442-4543
金川歯科
富山市総曲輪１－６－１７
076-442-3888
狩野歯科クリニック
富山市牛島１３－１５ 百川ビル５Ｆ
076-441-9933
かみたき歯科
富山市上大久保８５１
076-468-9201
上滝歯科医院
富山市呉羽町３１３０
076-434-3737
千成歯科医院
富山市千成町３４－１５
076-451-8468
くろかわ歯科医院
富山市水橋町字大町１６
076-479-2727
小池歯科医院
富山市大町２－９
076-493-0066
天正寺歯科医院
富山市秋吉114-3
076-422-4475
小崎歯科医院
富山市新根塚町１－６－５
076-425-9334
クラーク歯科医院
富山市堀１５０
076-493-3008
富山市山室２２６－２ グリーンモール山室内 076-493-8880
Ｋ（ケイ）歯科クリニック
さいとう歯科医院
富山市藤木１２７１－６
076-494-4477
坂本歯科医院
富山市内幸町３－１２ 尚和ビル３Ｆ
076-441-6563
佐渡歯科医院
富山市稲荷町３－６－１５
076-432-9626
佐渡歯科クリニック
富山市掛尾町５２－２
076-420-2055
あすなろ小児歯科医院
富山市栄町３－１－１５
076-491-2422

市町村

診療所名（漢字）
さわだ歯科クリニック
しいな歯科クリニック
医療法人社団島歯科医院
島歯科医院
島歯科クリニック
島崎歯科医院
城川歯科医院
大学前歯科
城野歯科医院
菅田歯科医院
杉江歯科医院
デンタル・クリニックすぎもと
砂田歯科医院
たかた歯科医院
竹内歯科医院
たけもと歯科クリニック
つかだ歯科医院
釣谷歯科医院
土肥歯科医院
総曲輪フェリオ歯科医院
なかがわ歯科クリニック
長沢歯科医院
中沼歯科クリニック
中道歯科医院
富山市
丸の内歯科医院
夢ケ丘デンタルクリニック
羽岡歯科クリニック
橋本歯科クリニック
ロイヤルはまだ歯科クリニック
はやかわ歯科医院
原田歯科医院
ひでしま歯科医院
広野歯科クリニック
福田歯科医院
藤川歯科医院
ふじた歯科医院
ほしのファミリ－歯科医院
堀歯科医院
ほりかわ本郷歯科クリニック
前寺歯科医院
松浦歯科医院
松野歯科医院
三崎歯科医院
水越歯科医院
水野歯科医院
みずの歯科クリニック
満岡歯科医院
医療法人社団ムラヤマ歯科

住所

電話番号
富山市高田８７－１
076-423-2422
富山市今泉１４９－１
076-494-9417
富山市上本町４－１０
076-421-6613
富山市婦中町速星７９２－１
076-465-3272
富山市上本町５－３２
076-421-6436
富山市東町３－４－１８
076-491-1139
富山市蓮町１－１－４５
076-438-4131
富山市五福５区３３８６
076-432-3666
富山市布目３５５３－２
076-435-3111
富山市常盤町１－６
076-421-7962
富山市西町１０－１
076-425-8548
富山市西長江３－７－４０
076-493-6500
富山市犬島７－１３－５
076-437-6799
富山市金屋３８３４
076-411-4182
富山市清水町９－２－２
076-425-7474
富山市有沢１９５－１
076-407-5571
富山市八尾町黒田２３－５
076-454-2112
富山市根塚町２－１－４
076-493-8241
富山市石坂新４－１
076-433-6480
富山市総曲輪３－８－６ 総曲輪フェリオビル３F 076-492-8311
富山市中冨居１２－３３
076-452-5335
富山市堀川町２８０－２
076-425-5570
富山市上袋６４４
076-494-2188
富山市高木２３６６－１
076-436-1311
富山市諏訪川原３－３－１１
076-423-7471
富山市婦中町夢ケ丘２１９
076-482-5951
富山市婦中町分田１８１－１
076-466-5580
富山市月岡町４－１８１
076-429-1150
富山市永久町１７－８
076-438-7272
富山市婦中町上田島１７０
076-465-3322
富山市中川原新町６５－９４
076-424-8970
富山市山室荒屋新町５
076-495-4950
富山市栃谷１５６－３
076-427-0088
富山市大泉本町１－１２－１２
076-422-1180
富山市上滝２８５
076-483-2231
富山市下大久保１１４６－１
076-468-2800
富山市森３－３－１５
076-438-2283
富山市中川原１３０－４
076-492-5558
富山市堀川本郷６０－１１３
076-425-4108
富山市豊若町１－６－２１
076-437-1412
富山市総曲輪２－６－１０ 総曲輪６番街ビル２Ｆ 076-421-3439
富山市呉羽町７１８７－２
076-436-2855
富山市北新町２－３－３２
076-432-1552
富山市呉羽富田町７３５５－１０
076-434-3788
富山市岩瀬御蔵町１４０
076-438-3344
富山市新庄本町２－１－８７
076-452-1841
富山市桜谷みどり町１－４３
076-431-0118
富山市上飯野８－５
076-451-8800

市町村

診療所名（漢字）
森井歯科クリニック
森井歯科医院
医療法人社団やまがみ歯科医院
やまぎし歯科クリニック
山岸歯科医院
山崎歯科医院月岡診療所
マリエとやま山崎歯科診療所
山崎歯科クリニック
山下歯科医院
山田歯科クリニック
山田歯科医院
歯科矯正 ちどり歯科医院
山森デンタルクリニック
柚木歯科医院
富山市 横田歯科クリニック
横田歯科医院
歯科アールクリニック
吉田歯科医院
よしだ歯科クリニック
二杉歯科医院
セントラル歯科医院
米沢歯科医院
宮本歯科医院
幸福歯科医院
折山歯科医院
杉木歯科医院
桜歯科診療所
高沢歯科医院
ライト歯科クリニック
浅田歯科医院
池田歯科医院
石多歯科医院
岩井歯科医院
万葉歯科医院
岩崎歯科医院
元井歯科医院
浦野歯科クリニック
大石歯科医院
高岡市 おおたファミリ－歯科医院
大野歯科医院
大道歯科医院
加須屋歯科医院
勝山歯科クリニック
かなやま歯科クリニック
金山歯科医院
金子歯科医院
かわなか歯科医院
北村歯科クリニック

住所
富山市清水元町１－４０
富山市千代田町８－３０
富山市婦中町新屋５０８
富山市五福５２１－１９
富山市西宮９３
富山市月岡町４－７４
富山市桜町１－１－６１ マリエとやま５F
富山市五福新町５４８１－６
富山市太田口通り１－４－２
富山市金泉寺２２２－１
富山市高内２３３－２
富山市公文名１６
富山市上飯野３２－７
富山市平吹町１－８
富山市小杉６５４
富山市永楽町２５－７
富山市天正寺５２８－７
富山市八尾町井田車田４８６６－２
富山市長江８１０－２
富山市上二杉６１６
富山市桃井町２－３－１１
富山市長附２７６－１０
富山市丸の内２－３－１０
富山市吉岡555
富山市婦中町速星828
富山市針原中町843-3
富山市中田2-12-1
富山市八尾町上高善寺978-1
富山市大泉本町1-3-1
高岡市戸出町５－８－２２
高岡市中曽根３９－１
高岡市瑞穂町３－１
高岡市中川上町10-4
高岡市二上１０８７
高岡市大坪町３－３－６
高岡市横田町２－８－３
高岡市清水町２－９－７
高岡市伏木中央町３－１４
高岡市伏木古府３－２－５
高岡市早川２３８－５
高岡市立野454
高岡市横田町３－９－４
高岡市野村５９７－１
高岡市美幸町１－１－７９
高岡市小馬出町３１
高岡市古定塚６－１３ ビルＢ 1Ｆ
高岡市下麻生４９６－３
高岡市赤祖父４４６

電話番号
076-491-4818
076-433-3606
076-465-1881
076-413-6480
076-438-1228
076-429-0216
076-445-4550
076-433-5450
076-421-3961
076-451-8548
076-467-0195
076-422-3748
076-452-6480
076-422-4118
076-429-5667
076-441-6102
076-492-9800
076-455-3418
076-422-6480
076-467-0051
076-422-2022
076-467-2811
076-422-3460
076-429-7020
076-465-2332
076-451-6480
076-471-8548
076-455-1811
076-464-3456
0766-63-6211
0766-82-4422
0766-22-2717
0766-21-6257
0766-25-5234
0766-25-8129
0766-23-4673
0766-28-3636
0766-44-6665
0766-44-6788
0766-28-1515
0766-31-0101
0766-29-0184
0766-28-3030
0766-21-6605
0766-21-0995
0766-22-1590
0766-36-8077
0766-20-6680

市町村

診療所名（漢字）
木村歯科医院
後藤歯科医院
近藤歯科クリニック
沢井歯科医院
篠原歯科医院
島田歯科医院
杉本歯科医院
たかぎ歯科医院 ﾃﾞﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ
たかた矯正歯科クリニック
木下歯科医院
立浪歯科医院
谷口歯科医院
近川矯正歯科クリニック
医療法人社団釣谷歯科医院
医療法人社団畑歯科医院
林歯科医院
日尾歯科クリニック
飛見歯科
平木歯科医院
ふかだ歯科医院
高岡市 歯科クリニック福井
福尾歯科医院
藤井歯科医院
医療法人社団 松岡歯科診療所
松田歯科診療所
松本歯科医院
みずわけ歯科医院
いわせの歯科医院
やきた歯科医院
石瀬歯科医院
山下歯科クリニック
吉岡歯科クリニック
米沢歯科クリニック
よねもり歯科
和田歯科医院
わたなべ歯科医院
川渕歯科医院
熊木歯科医院
わかば歯科クリニック
吉江歯科クリニック
まつうら歯科クリニック
安達歯科医院
小山歯科医院
かとう歯科クリニック
氷見市 加藤歯科医院
串田歯科医院
はまなす歯科医院
越田歯科医院

住所
高岡市本町５７０ 塩谷ビル２Ｆ
高岡市羽広２－７－１
高岡市鐘紡町６－２７
高岡市伏木矢田５－４８
高岡市広小路２－９
高岡市福岡町下蓑２１４２
高岡市野村２９
高岡市木津(南星町)６０８－１
高岡市京田１２４－６
高岡市源平町５３
高岡市波岡３３７－１
高岡市駅南３－１３－１７
高岡市戸出町４－３－２８
高岡市江尻３１９－４
高岡市坂下町６０－１
高岡市戸出町２－９－１３
高岡市上渡１２４０－３
高岡市横田町１－１－５
高岡市戸出町２－８－１０
高岡市福岡町大滝３１１－３
高岡市佐野９５０－１
高岡市蓮花寺３７－１
高岡市本丸町８－２４
高岡市野村３６１－３
高岡市下麻生１３２２－２
高岡市若富町２００
高岡市駅南２－４－２６
高岡市能町南１－１５
高岡市戸出町４－１－２２
高岡市石瀬２２９－６
高岡市戸出町６－５－４３
高岡市川原町１４－２２
高岡市木津（南星町）６８６－６
高岡市昭和町１－２－２
高岡市御旅屋町９ やなぎ屋ビル２Ｆ
高岡市宝町１１－１３
高岡市大坪町１－４－８
高岡市向野町５－４３－１
高岡市城東２－１－２７ 中川ビル１Ｆ
高岡市赤祖父４７５-１
高岡市蓮花寺136-1
氷見市朝日本町２５－７
氷見市南大町１－１４
氷見市北大町２０－６７
氷見市伊勢大町１－７－１２
氷見市島尾５９－６
氷見市柳田１０７９
氷見市伊勢大町１－１２－１１

電話番号
0766-24-8287
0766-22-5134
0766-21-7778
0766-44-7050
0766-21-5833
0766-64-2172
0766-25-2578
0766-24-3837
0766-73-2727
0766-22-0864
0766-26-1182
0766-21-2287
0766-63-7171
0766-24-5005
0766-28-3300
0766-63-0158
0766-31-8241
0766-24-6480
0766-63-3494
0766-64-8002
0766-24-7650
0766-26-6480
0766-24-7502
0766-23-8000
0766-36-1232
0766-25-0648
0766-26-1003
0766-20-8548
0766-63-5758
0766-29-2121
0766-63-8148
0766-22-2299
0766-28-2266
0766-29-2220
0766-25-6480
0766-25-7500
0766-24-1110
0766-22-0174
0766-26-8148
0766-54-0418
0766-73-6480
0766-74-3114
0766-74-2276
0766-74-5270
0766-74-2450
0766-91-6417
0766-91-7778
0766-72-2288

市町村

氷見市

射水市

滑川市

魚津市

診療所名（漢字）
新谷歯科医院
竹口歯科クリニック
長谷川歯科医院
桶家歯科医院
坊歯科医院
石川歯科クリニック
岩井歯科医院
大谷歯科医院
おくむら歯科医院
片口歯科医院
黒川歯科医院
佐野小児歯科医院
嶋歯科クリニック
清水歯科クリニック
たいとう歯科医院
ほたる野歯科医院
たかはた歯科クリニック
高畠歯科医院
たちなみ歯科口腔外科クリニック
中島歯科医院
松木歯科医院
三崎歯科医院
三島歯科医院
イワオ歯科医院
Ｍ・森永歯科クリニック
医療法人社団 安田歯科医院
矯正歯科やまぎしクリニック
山田歯科医院
デンタルオフィスＲＩＳＥＩ
わたなべ歯科クリニック
なでしこ台歯科
荒川歯科クリニック
辻歯科医院
公園通り歯科
水橋歯科医院
やご歯科医院
やすだ歯科
網谷歯科医院
歯科ミントクリニック
やまざき歯科
加積野歯科医院
江口おくがわ歯科医院
奥川歯科医院
小熊歯科医院
谷川歯科医院
奥村歯科医院
りんごの丘歯科医院
羽田歯科医院

住所
氷見市窪６３７－３
氷見市堀田２１７－２
氷見市比美町８－７
氷見市窪１２２０－３
氷見市幸町４－１８
射水市南太閤山３－４－３
射水市北野１５５８－８
射水市戸破１７５０－１
射水市小島３７８４
射水市橋下条１０７７
射水市中太閤山４－４４
射水市三ケ２４３６－２
射水市中太閤山１－１－１ ショッピングセンターパスコ２Ｆ

射水市大門６２－３
射水市太閤山１－９２－２
射水市広上３２０－１２
射水市中央町９－２１
射水市三ケ３３３６
射水市戸破３９５５－１
射水市中新湊１１－１８
射水市庄川本町２６－１５
射水市海老江七軒１４６０－１
射水市二口２３６４
射水市三ケ２７２５－４
射水市本町１－７－１４
射水市庄川本町５－１１
射水市戸破３５２１－１
射水市本町１－９－２２
射水市三ケ８３５
射水市大島北野４９－１９
射水市鷲塚113-18
滑川市常盤町５６３
滑川市中川原２９７
滑川市常盤町１８１－４１
滑川市田中町４４０
滑川市清水町６－１３
滑川市上小泉４５６
滑川市魚躬89-1
滑川市柳原85-1
滑川市田中新町98-1
魚津市吉島３８－１
魚津市江口４３０
魚津市金浦町４－１６
魚津市村木町１０-８
魚津市上村木１－１８－２５
魚津市吉島１－３－１１
魚津市相の木３０５
魚津市上村木２－７－１８

電話番号
0766-91-3083
0766-91-7740
0766-72-0016
0766-91-1109
0766-72-0909
0766-56-7111
0766-52-4567
0766-56-3883
0766-52-7055
0766-56-7227
0766-56-4811
0766-57-8071
0766-56-9222
0766-52-5513
0766-56-3389
0766-51-7744
0766-82-4848
0766-55-0019
0766-55-0219
0766-82-2677
0766-82-3020
0766-86-3111
0766-52-2827
0766-56-6766
0766-84-8214
0766-82-6480
0766-55-4618
0766-84-4885
0766-55-8880
0766-52-0550
0766-50-8885
076-475-8600
076-476-6811
076-475-8881
076-475-0577
076-475-6910
076-476-6480
076-475-8400
076-471-5533
076-475-8777
0765-22-1108
0765-22-2607
0765-22-0090
0765-24-6567
0765-24-3540
0765-24-5757
0765-22-9888
0765-32-5507

市町村

魚津市

黒部市

砺波市

小矢部市

南砺市

舟橋村

診療所名（漢字）
森本歯科医院
みたむら歯科医院
みのう医科歯科クリニック
米田歯科医院
リプラスデンタルクリニック
米山歯科クリニック
ほんごう歯科診療室
やまざき歯科クリニック
うめかわ歯科クリニック
おぎの歯科医院
みどり歯科医院
河村歯科医院
島田歯科医院
中央歯科医院
清田歯科医院
田中歯科医院
前田歯科クリニック
渡辺歯科医院
新堂歯科診療所
安念歯科医院
あんねん歯科クリニック
おくだ歯科医院
エントランス歯科
高田歯科･矯正歯科医院
田守歯科クリニック
芳尾歯科医院
医療法人社団 となみ野歯科診療所
澤越歯科医院
藤の丘歯科医院
あらい歯科クリニック
上田歯科医院
岡宗歯科医院
谷口歯科医院
歯科津田医院
野田歯科医院
山田歯科医院
山室歯科クリニック
渡辺歯科医院
北陸中央病院
五郎丸歯科クリニック
清水歯科クリニック
ハミング歯科
りきゅうデンタルオフィス
中尾歯科医院
山本歯科医院
山本武夫歯科医院
モズミ歯科クリニック
佐渡歯科医院

住所
魚津市本町１－６－４
魚津市吉島４２３－１７
魚津市北鬼江２７８０－１０
魚津市本江１４３０－１４
魚津市上村木１－７－１２
魚津市新宿２－１５
魚津市本江１３０９－１４
魚津市本江８９７－１
黒部市生地経新３５２１－１
黒部市三日市３７３０－４
黒部市三日市３１３２－４
黒部市三日市２９９１
黒部市東三日市３６７４
黒部市植木１６６－２
黒部市新牧野３５６
黒部市生地経新４４３３
黒部市若栗２５３５
黒部市三日市３１３５
黒部市新堂53-2
砺波市永福町５－３１
砺波市太田１８１０
砺波市杉木５丁目１８番地
砺波市庄川町青島１８８－３
砺波市中央町４－８
砺波市表町１０－２
砺波市豊町２－１１－５
砺波市林８３７
砺波市鍋島１１０
砺波市東石丸１－３
小矢部市埴生３０２－１
小矢部市新富町１－１２
小矢部市綾子３８８８
小矢部市津沢４２４
小矢部市津沢１－４４
小矢部市石動町１３－１１
小矢部市泉町７－１０
小矢部市今石動町１－３－５
小矢部市津沢７９６－４
小矢部市野寺123
小矢部市水牧242-28
小矢部市矢水町302-3
南砺市福光８３０－２
南砺市理休３３２－２
南砺市やかた１１
南砺市寺家３３５
南砺市山見１１３４－１
中新川郡舟橋村舟橋１１３７
中新川郡舟橋村竹内430－5

電話番号
0765-22-8400
0765-23-0477
0765-22-0500
0765-23-0600
0765-33-4618
0765-24-7811
0765-32-5585
0765-22-8971
0765-57-1233
0765-54-0648
0765-54-5775
0765-54-0210
0765-52-0167
0765-54-5188
0765-57-2800
0765-56-8040
0765-57-2525
0765-52-0164
0765-52-5511
0763-33-2445
0763-32-7110
0763-34-1182
0763-82-6734
0763-32-2153
0763-34-7108
0763-32-2834
0763-33-4788
0763-34-8280
0763-34-5313
0766-68-1101
0766-67-0250
0766-67-2220
0766-61-3061
0766-61-2243
0766-68-0388
0766-67-6000
0766-67-8777
0766-61-2002
0766-67-1150
0766-68-3560
0766-61-1530
0763-52-0123
0763-62-2711
0763-22-2489
0763-22-4455
0763-82-5323
076-464-2540
076-462‐0648

市町村
上市町

立山町

入善町

朝日町

診療所名（漢字）
加藤歯科医院
小森歯科医院
山本歯科医院
吉岡歯科医院
幾島歯科医院
川口歯科医院
岩峅歯科医院
マキノ歯科医院
歯科Ｍｙクリニック
小泉歯科医院
坂下歯科医院
前川歯科クリニック
歯科魚津医院
近藤歯科クリニック
佐藤歯科医院
野田歯科医院
林歯科医院
柚木歯科医院
田中博歯科医院
阿部歯科医院
歯科魚津医院
大菅歯科医院
弥忠田歯科医院
小杉歯科医院
平沢歯科医院

住所
中新川郡上市町法音寺６０－１
中新川郡上市町柳町字境田４－３８
中新川郡上市町西中町７３
中新川郡上市町横法音寺１１－１
中新川郡立山町前沢２８６０－１
中新川郡立山町前沢新町７１１
中新川郡立山町宮路１３７
中新川郡立山町草野１２２－２
中新川郡立山町前沢字東相塚２３３７－４
中新川郡立山町前沢２７８７－３
中新川郡立山町前沢２８４０－７
中新川郡立山町利田370-5
下新川郡入善町入膳５４３５－７
下新川郡入善町入膳３９６０－１
下新川郡入善町入膳５１３１－１０
下新川郡入善町入膳３６９９－１
下新川郡入善町入膳４７８８－１
下新川郡入善町入膳５２１８
下新川郡入善町入膳２９３６－８
下新川郡朝日町荒川５６６
下新川郡朝日町泊４１０
下新川郡朝日町泊４５５－５
下新川郡朝日町道下９６２－１
下新川郡朝日町荒川376
下新川郡朝日町道下232

電話番号
076-473-1182
076-472-0032
076-472-0117
076-473-0515
076-463-1900
076-464-1166
076-483-1118
076-463-0269
076-463-6480
076-463-1051
076-463-1066
076-462-8118
0765-74-0158
0765-74-0023
0765-72-2003
0765-72-0262
0765-72-1324
0765-74-0058
0765-74-1633
0765-83-2256
0765-82-0468
0765-82-0204
0765-83-8550
0765-82-0063
0765-82-0063

