
あなたの街の歯科医院あなたの街の歯科医院あなたの街の歯科医院
～中京歯科医師会会員の歯科医院です～

あなたの街の歯科医院あなたの街の歯科医院
中京歯科医師会会員の歯科医院です

あなたの街の歯科医院あなたの街の歯科医院 中京歯科医師会会員の歯科医院です

学区 歯科医院名 所在地 電話番号

朱四 あおき歯科 西ノ京西月光町62−１　ムーンライト三条１F 822-6801

朱四 あららぎ歯科クリニック 西ノ京東中合町56　パレット御池１階 822-0315

朱四 俣野歯科医院 西ノ京東中合町15 841-3284

朱五 あきデンタルクリニック 西ノ京小倉町138　シャルール・デュ・ボア二条１階 841-8188

朱五 河野歯科医院 壬生仙念町22 841-2358

朱五 医療法人社団翔志会
たけち歯科クリニック

壬生新明町１−39
articles １F 842-2222

朱五 山内歯科医院 壬生東大竹町21の１ 822-9252

朱五 医療法人　吉岡歯科医院 壬生東大竹町37 842-0418

朱八 いわみ歯科クリニック 西ノ京伯楽町22−７ 462-9722

朱八 オカモト歯科医院 西ノ京西円町６の８ 464-0418

朱八 かおり歯科医院 西ノ京南上合町28　ヴェルデ春日１階 822-5171

朱八 佐久間歯科医院 西ノ京北円町47 461-7613

朱八 たかぎ歯科医院 西ノ京北壷井町47　グラシイアス円町１階 432-7650

朱八 高橋歯科医院 西ノ京円町５−４ 463-3119

朱八 たけざわ歯科医院 西ノ京小堀池町１　サンロード・朱雀１階 813-3215

朱八 モリ歯科医院 西ノ京小堀池町８の１　西小路トップハイツ１階 841-8641

朱八 米沢歯科医院 西ノ京藤ノ木町１−22 811-0456

中京歯科医師会会員のすべての医療機関には、
 が設置されています。

（令和元年７月１日現在。受診されます際には、必ず事前に診療時間などをご確認ください）
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学区 歯科医院名 所在地 電話番号

銅駝 葵診療所歯科 河原町通二条下ル２丁目下丸屋町397　Y・J・Kビル４階 231-9696

銅駝 神原歯科診療所 河原町通夷川上ル指物町330の３ 231-2209

銅駝 たかあき歯科医院 河原町通二条下ル一之船入町537の４
京都ホテルオークラ地下１階 223-6002

立誠 アキヤマ歯科医院 新京極通三条下る桜之町406 213-3339

立誠 太田歯科医院 三条通河原町東入ル中島町113
三条大橋近江屋ビル２階 223-0648

立誠 川島歯科医院 河原町通四条上ル２筋目東入紙屋町368 221-4173

立誠 木屋町　近藤歯科医院 木屋町通り四条上ル鍋屋町216 221-0655

立誠 小林歯科医院 三条通河原町東入ル中島町86　鶴ノ井ビル４階 255-1177

立誠 永田歯科医院
矯正歯科

三条河原町東入ル中島町78の80
明治屋京都ビル６階 241-1809

立誠 柳楽歯科医院 河原町通六角東入山崎町258の31 221-6944

立誠 山本歯科
口腔外科医院 新京極六角下ル東入桜之町446 231-1159

富有 うえむら歯科医院 麩屋町通夷川上ル笹屋町467 212-0846

富有 なかい歯科 寺町通り二条上ル要法寺前町724−１ 252-1020

富有 森歯科医院 竹屋町通麩屋町東入毘沙門町542 211-0876

柳池 おいけ稲川歯科医院 御池通麩屋町東入ル上白山264　稲川ビル３階 252-3158

柳池 竹内歯科診療所 御幸町通三条上丸屋町317 221-5617

柳池 藤井歯科医院 寺町通二条下ル妙満寺前町466 241-3723

柳池 藤村歯科医院 河原町通三条上ル西側　グリントランド・ビル２階 223-5818

柳池 安田歯科医院 御幸町通御池上ル亀屋町375−１ 254-0333

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

生祥 大橋歯科医院 御幸町通四条上ル大日町424 221-2501

生祥 富田歯科医院 三条通寺町西入弁慶石町58 212-0018

竹間 犬石歯科医院 丸太町通室町東入ル道場町３の５ 256-0008

竹間 川村歯科医院 烏丸通夷川上ル少将井町222　シカタオンズビルディング201 256-0622

竹間 御所南しげおか
デンタルオフィス

烏丸通二条上る蒔絵屋町258
コープ御所南ビル２階 746-4617

竹間 三宅歯科医院 車屋町通丸太町下ル砂金町406　田丸産業ビル６階 256-2660

竹間 ももい矯正歯科クリニック 三本木町439−３　ビュロー御所南１F 212-8110

竹間 横田歯科
口腔外科医院

丸太町通烏丸東入ル光り堂町420
京都インペリアルビル３階 213-5522
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初音 太田歯科矯正歯科 押小路通烏丸東入西押小路町107 222-0418

初音 加納デンタルクリニック 御池通間之町東入ル高宮町206　御池ビル７F 222-1207

初音 烏丸おいけ歯科クリニック 東洞院通御池下ル笹屋町436−２　シカタディスビルディング２F 708-8674

初音 烏丸ビューティーデンタル
クリニック 鍵屋町481−１　プチパレス烏丸御池１F 213-6474

初音 福地歯科医院 御池通堺町西入御所八幡町231　シカタカトルズビル２F 253-3159

初音 森澤歯科医院 三条通高倉東入桝屋町64の１ 231-0383

初音 和田歯科医院 東洞院通御池上ル船屋町415　プレシャス御池１F 251-1180

日彰 岩瀬歯科医院 東洞院通四条上ル阪東屋町657−１ 221-2761

日彰 大澤クリニック 錦小路通東洞院東入西魚屋町617 211-3651

日彰 中村歯科医院 高倉通四条上ル帯屋町574　高倉ビル２階 211-4611

日彰 錦歯科診療所 東洞院通蛸薬師下ル元竹田町631の４
エステートビル四条烏丸101号 252-5418

日彰 のうか歯科医院 堺町通錦小路下ル八百屋町553 221-0509

日彰 藤本口腔外科医院 東洞院通四条上ル西入ル 222-2720

日彰 山下歯科医院 堺町通蛸薬師下ル菊屋町523の１ 231-8053

日彰 リモデンタルクリニック 東洞院四条上ル阪東屋町667−１　プラスバー河野ビル４F 221-6706

梅屋 おおうち歯科クリニック 東堀川通り竹屋町上ル七丁目13 252-2860

梅屋 小笹歯科医院 丸太町通西洞院東入梅屋町168 231-4076

梅屋 はやせ歯科医院 西洞院通竹屋町下ル毘沙門町408 231-8717

梅屋 宮本歯科医院 丸太町通小川東入横鍛冶町110 222-0648

龍池 御池歯科クリニック 烏丸通御池下ル虎屋町566−１　井門明治安田生命ビル１Ｆ 254-7830

龍池 こもり歯科医院 烏丸通三条上ル場之町592　メディナ烏丸御池２階 744-6933

龍池 鈴木歯科医院 室町御池下ル円福寺町354の２ 211-7007

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

龍池 橋本歯科医院 押小路通室町西入蛸薬師町293の２ 231-5548

龍池 吉川デンタルクリニック 烏丸通姉小路下ル場之町599番地　CUBE OIKEビル２F 211-7922

明倫 遠藤歯科医院 蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町228　アオイビル３階 251-1166

明倫 クシモト矯正歯科 錦小路通烏丸西入占出山町311　アニマート錦301号 212-8994

明倫 くりた歯科医院 錦小路通室町西入282　アウスハイレン栗田１階 221-2979

明倫 しもむら歯科医院 烏丸通六角上ル饅頭屋町617　５階 222-6963

学区 歯科医院名 所在地 電話番号

本能 菅原歯科医院 西洞院通六角上ル柳水町93 221-3926

本能 本多歯科医院 堀川通四条上ル　観タワーハウス２階 811-7285

乾 岩崎歯科医院 大宮通三条下ル三条大宮町247 841-0201

乾 出口歯科医院 西堀川通三条下ル690 841-5605

乾 もりや歯科医院 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階 813-3388

乾 渡辺歯科医院 大宮通六角下ル六角大宮町234 812-7828

朱三 石原歯科医院 壬生高樋町26 311-0230

朱三 斉藤歯科医院 壬生賀陽御所町３の１　京都幸ビル３階 811-5770

朱七 片川歯科医院 壬生西土居ノ内町16 950-0488

朱七 おぬき歯科 壬生森前町10−８　ヴィラ西院１Ｆ 468-1841

朱一 かながわ矯正歯科 西ノ京東栂尾町３　JR二条NKビル４階 822-2345

朱一 きたはら歯科 西ノ京職司町26 822-2020

朱一 こじま歯科医院 壬生朱雀町１番地の21　ボナール・レーブ１階 811-1980

朱一 すざく小林歯科 壬生朱雀町２−13 823-5884

朱一 近藤歯科医院 壬生坊城町66−２ 841-1380

朱一 なかお七本松歯科クリニック 西ノ京池ノ内町13−41　京都友禅館ビル２F　 801-9822

朱一 長谷川歯科 壬生馬場町19の11 841-8148

朱二 尾上歯科医院 西ノ京左馬寮町29の６ 841-5901

朱二 三木歯科医院 聚楽廻東町15の１・４・５　グラン・ドムール聚楽１階 821-6474

朱六 木村歯科医院 聚楽廻西町119 841-9525

朱六 福島歯科医院
マリデンタルクリニック 西ノ京永本町17 821-8212

朱六 堀川歯科医院 聚楽廻西町188の33 822-0648

中京歯科医師会会員のすべての医療機関には、
 が設置されています。

（令和元年７月１日現在。受診されます際には、必ず事前に診療時間などをご確認ください）

お身体の具合などで歯科医院に通院できなくても、ご自宅・施設・病院などでも歯科治療・口腔ケアなど
が受けられます。詳しくはかかりつけの歯科医院、担当のケアマネジャーさんなどにご相談ください。
京都市中京歯科医師会の会員は「いつまでもおいしくお食事をしていただくこと」をサポート
しています！


