宮崎・東諸県郡地区
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診療所名
青山歯科医院
有村歯科・口腔外科
石井歯科医院
稲田歯科医院
今井歯科
いりの歯科医院
いわきり歯科
いわた歯科医院
えぐち歯科医院
太田歯科医院
大山歯科医院
沖歯科医院
押川歯科医院
加藤歯科医院
加納歯科医院
河﨑歯科医院
川野歯科医院
矯正・小児ひまわり歯科
くつかけ歯科

〒880-0921
〒889-1605
〒889-1601
〒880-0915
〒880-0805
〒880-0951
〒880-0841
〒880-0805
〒880-1101
〒880-0805
〒880-0837
〒880-0051
〒880-0031
〒880-0056
〒889-1605
〒880-0913
〒880-0013
〒880-0952
〒889-1602

令和3年10月21日 現在
診療所住所
診療所TEL
宮崎市本郷南方2040-6
0985-56-2337
宮崎市清武町加納乙341-5-1
0985-89-4182
宮崎市清武町木原6373
0985-85-2115
宮崎市恒久南2丁目9-13
0985-51-3151
宮崎市橘通東4-7-28 常盤30ビル2階
0985-28-5577
宮崎市大塚町権現昔764-1
0985-47-4744
宮崎市吉村町下り松甲2497-2
0985-24-7707
宮崎市橘通東4丁目5-2
0985-22-3308
東諸県郡国富町大字本庄6732-6
0985-30-6480
宮崎市橘通東3丁目4-26
0985-22-5365
宮崎市村角町折口374-1
0985-22-3922
宮崎市江平西1丁目4-25
0985-22-8595
宮崎市船塚2丁目87
0985-27-1031
宮崎市神宮東2丁目1-8
0985-29-0200
宮崎市清武町加納甲1929-11
0985-84-4883
宮崎市恒久4丁目12番地
0985-53-0067
宮崎市松橋2丁目4-34
0985-20-8914
宮崎市大塚台東1丁目32番9
0985-48-4182
宮崎市清武町今泉下ﾉ原2825-1
0985-84-3077
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宮崎・東諸県郡地区
診療所名
くらしげ歯科医院
くろき歯科医院
黒木歯科医院
郡司歯科医院
こだま歯科医院
小松くろき歯科
小村歯科クリニック
坂元歯科クリニック
佐野歯科
清水歯科医院
城山病院
末原歯科医院

〒880-0916
〒880-0844
22
〒880-0301
23
〒880-0212
24
〒880-0303
25
〒880-2112
26
〒880-0834
27
〒880-0835
28
〒880-0014
29
〒880-2222
30
〒889-1604
31
〒889-1601
32 蓮ヶ池歯科口腔外科・周術期口腔ケア 〒880-0123
33 末原デンタルクリニック
〒889-1604
34 杉尾歯科医院
〒880-0814
35 すみれ歯科クリニック
〒880-0855
36 陶山歯科医院
〒880-0023
37 相馬歯科医院
〒880-0903
38 髙木歯科医院
〒880-0021
39 高千穂通歯科・口腔外科診療所 〒880-0806
40 タカハシ歯科医院
〒880-0951
41 田口歯科医院
〒880-1303
42 たけさき歯科医院
〒880-2103
43 たじな歯科医院
〒880-0921
44 谷山歯科医院
〒880-0945
45 たんぽぽ歯科
〒880-0022
46 月見ヶ丘くろき歯科医院
〒880-0926
47 つねよし歯科医院
〒880-0301
48 なかやま歯科医院
〒880-0925
49 ねい歯科医院
〒880-0824
50 野村歯科医院
〒880-0053
51 花田歯科医院
〒880-1113
52 はまだ歯科医院
〒880-0212
53 聖歯科医院
〒880-2212
54 まつだ歯科医院
〒880-0929
55 松永歯科クリニック
〒880-0025
56 真鍋歯科医院
〒880-0125
57 みえeatデンタルクリニック
〒880-0035
58 みなみ歯科
〒889-1704
59 宮崎県立宮崎病院
〒880-8510
60 宮崎歯科福祉センター
〒880-2102
61 宮崎総合歯科
〒889-1601
62 宮田歯科医院
〒880-0942
63 むた歯科医院
〒880-2114
64 森迫デンタルクリニック
〒889-2153
65 ゆきえ歯科医院
〒889-1603
20
21

令和3年10月21日 現在
診療所住所
診療所TEL
宮崎市大字恒久字赤池6733-1
0985-64-9214
宮崎市柳丸町145-2
0985-22-8088
宮崎市佐土原町上田島1930-1
0985-74-1227
宮崎市佐土原町下那珂3351-3
0985-73-1540
宮崎市佐土原町東上那珂15844-11
0985-74-4620
宮崎市小松1203番地69
0985-47-5878
宮崎市新別府町城元313-1
0985-61-7001
宮崎市阿波岐原町宝財2350-1
0985-20-1710
宮崎市鶴島1丁目9番19号
0985-22-4275
宮崎市高岡町五町185-1
0985-82-3777
宮崎市清武町船引238番地
0985-85-9670
宮崎市清武町木原496-3
0985-85-0056
宮崎市大字芳士1222-1
0985-78-5090
宮崎市清武町船引207-1
0985-85-0123
宮崎市江平中町3-13
0985-22-5941
宮崎市田代町87番地1 アレグリア101号 0985-89-2857
宮崎市和知川原2丁目6-1
0985-24-7774
宮崎市太田1丁目1-42
0985-51-5420
宮崎市清水2丁目6-37 上田ビル1F
0985-22-6502
宮崎市広島1丁目18番4号 臼杵ビル2階 0985-41-6639
宮崎市大塚町地蔵田4612-5
0985-51-9711
東諸県郡綾町大字南俣443-6
0985-77-1477
宮崎市大字生目4658-1
0985-47-1180
宮崎市本郷南方4025-7
0985-56-0032
宮崎市福島町寺山3147-128
0985-59-5540
宮崎市大橋3-67-1
0985-23-8020
宮崎市月見ヶ丘5丁目8番5号
0985-51-8100
宮崎市佐土原町上田島3957-1
0985-74-0147
宮崎市本郷北方字山崎3587-1
0985-52-6875
宮崎市大島町原ﾉ前1445-35
0985-29-7169
宮崎市神宮1丁目45-2
0985-28-3483
東諸県郡国富町大字木脇1000-3
0985-75-8666
宮崎市佐土原町下那珂5052-1
0985-30-1233
宮崎市高岡町下倉永字本町255-1
0985-30-9331
宮崎市まなび野2丁目39番地3
0985-63-1777
宮崎市中津瀬町7番地
0985-31-0030
宮崎市大字広原188-4
0985-39-7223
宮崎市下北方町下郷5979-3
0985-89-3115
宮崎市田野町南原1丁目12番地9
0985-89-4740
宮崎市北高松町5-30
0985-24-4181
宮崎市大字有田1376番地
0985-41-4335
宮崎市清武町木原字尾ﾉ下71番1
0985-85-1003
宮崎市生目台東1丁目1-1
0985-59-5209
宮崎市大字富吉804番地
0985-47-5223
宮崎市学園木花台南3-12-1
0985-58-2310
宮崎市清武町正手1丁目105番地
0985-64-5177
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都城・北諸県郡地区

診療所名

令和3年10月21日 現在
診療所TEL
0986-52-8148

1

あさお歯科

診療所住所
〒889-1901 北諸県郡三股町樺山4523-1

2

今西歯科クリニック

〒889-4505 都城市高崎町大牟田754-2

0986-62-0108

3

いままち歯科医院

〒885-0064 都城市今町7048-1

0986-39-0368

4

ウィーンデンタルオフィス

〒885-0017 都城市年見町14-1-7

0986-36-5567

5

うえくぼ歯科医院

〒889-1914 北諸県郡三股町蓼池3607-9

0986-52-6601

6

内之浦歯科医院

〒885-0032 都城市中原町14-11

0986-24-8022

7

きんじょう歯科医院

〒885-0001 都城市金田町3132-7

0986-38-0120

8

是枝歯科医院

〒885-1103 都城市上水流町1113-15

0986-36-2260

9

シゲシロ歯科医院

〒885-0055 都城市早鈴町11街区18号

0986-24-7833

10 たぐち歯科医院

〒885-0002 都城市太郎坊町1959-1

0986-38-3330

11 タケザキデンタルクリニック

〒885-0024 都城市北原町12街区13号

0986-23-8110

12 田中歯科医院

〒885-0055 都城市早鈴町3205-11

0986-25-6677

13 中央歯科

〒885-0079 都城市牟田町8街区2号

0986-25-0007

14 土持歯科医院

〒885-0012 都城市上川東1丁目18-10

0986-25-8148
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都城・北諸県郡地区
診療所名

令和3年10月21日 現在
診療所TEL
0986-23-8055

15 デンタルオフィス松田

診療所住所
〒885-0081 都城市鷹尾3丁目3-8

16 時任歯科医院

〒885-0081 都城市鷹尾5丁目1-10

0986-24-7474

17 トキワ歯科医院

〒885-1104 都城市野々美谷町2223-3

0986-36-0551

18 永井歯科医院

〒885-0075 都城市八幡町12街区28号

0986-22-1080

19 中崎歯科医院

〒889-4505 都城市高崎町大牟田1950-5

0986-62-5030

20 園田鷹尾歯科医院

〒885-0082 都城市南鷹尾町18街区8号

0986-23-9564

21 浜田歯科医院

〒885-0079 都城市牟田町2街区10号

0986-22-1355

22 東歯科医院

〒889-1907 北諸県郡三股町花見原6-5

0986-52-6004

23 広瀬歯科医院

〒885-0033 都城市妻ｹ丘町24街区9号

0986-25-6800

24 ほりのうちデンタルクリニック

〒885-0093 都城市志比田町4574-7

0986-26-7222

25 三股歯科

〒889-1903 北諸県郡三股町稗田9-7

0986-52-5221

26 安富歯科医院

〒885-0033 都城市妻ｹ丘町14-12

0986-22-4118

27 山﨑歯科医院

〒885-0077 都城市松元町9街区15号

0986-24-3332

28 よしお歯科医院

〒885-0006 都城市吉尾町723-92

0986-36-7802
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延

岡

地

区

令和3年10月21日 現在
診療所TEL
0982-34-9814

診療所名
1 アイル歯科医院

診療所住所
〒882-0003 延岡市稲葉崎町3-1870-1

2

井上歯科

〒882-0036 延岡市桜園町132-1

0982-21-9366

3

いわさき歯科口腔外科

〒882-0836 延岡市恒富町4丁目148番地

0982-33-0177

4

大内歯科

〒889-0503 延岡市伊形町5216番地2

0982-37-7047

5

甲斐歯科医院

〒889-0505 延岡市北一ヶ岡4-3-15

0982-37-5005

6

かい歯科クリニック

〒882-0803 延岡市大貫町5丁目2080

0982-26-2283

7

北浦歯科医院

〒889-0301 延岡市北浦町古江2492番地4

0982-45-3334

8

くどう歯科医院

〒882-0824 延岡市中央通り3丁目2-2

0982-22-3434

9

斎藤歯科医院

〒889-0513 延岡市土々呂町4-4085-1

0982-37-6480

10 さかもと歯科・歯科口腔外科医院 〒882-0862 延岡市浜町172-30

0982-28-2838

11 さかもと歯科・歯科口腔外科医院夜間診療部 〒882-0856 延岡市出北6丁目1636番地1

0982-20-4181

12 佐藤歯科医院

〒882-0864 延岡市塩浜町1丁目1588-38

0982-22-1922

13 髙野歯科医院

〒882-0856 延岡市出北3丁目5番14号

0982-35-0007

14 たさき歯科医院

〒882-0062 延岡市松山町1221-27

0982-32-1880

15 ひまわりデンタルクリニック

〒882-0802 延岡市野地町3丁目3456-2

0982-29-3663

16 松下歯科医院

〒882-0845 延岡市安賀多町2-5-3

0982-21-4583

17 宮崎県立延岡病院

〒882-0835 延岡市新小路2丁目1-10

0982-32-6181

18 山本歯科医院

〒882-0867 延岡市構口町2丁目1017番地

0982-33-0160

19 四倉歯科医院

〒882-0813 延岡市東本小路129

0982-34-6480
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西都・児湯郡地区

令和3年10月21日 現在
診療所名

診療所住所

診療所TEL

1

尾本歯科医院

〒881-0035 西都市中央町2丁目55番地

0983-43-5625

2

かわの歯科

〒881-0014 西都市下妻1-1

0983-43-0755

3

黒木康夫歯科医院

〒889-1201 児湯郡都農町川北5351-2

0983-25-2021

4

Kenうるおい歯科

〒889-1201 児湯郡都農町大字川北5215-1

0983-35-4530

5

こころ歯科クリニック

〒889-1411 児湯郡新富町富田3丁目19番地2

0983-26-8241

6

木の葉歯科医院

0983-21-2682

7

たけしま歯科医院

8

中崎歯科医院

〒889-1201 児湯郡都農町大字川北18830-6
〒889-1406 児湯郡新富町大字新田字芝原下47633
〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋1024-1

0983-23-0284

9

西米良歯科診療所

〒881-1411 児湯郡西米良村大字村所94番地3号

0983-41-4220

10 野間歯科医院

〒881-0034 西都市妻町1丁目50番地1

0983-43-0431

11 長谷川歯科医院

〒881-0033 西都市大字妻平田1521

0983-43-0751

12 ひまわり歯科診療所

〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋2100

0983-23-9703

13 みやじ歯科医院

〒889-1414 児湯郡新富町富田南4丁目52

0983-33-0892

0983-21-5188
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小林・えびの・西諸県郡地区

令和3年10月21日 現在
診療所名

診療所住所

診療所TEL

1

池井歯科医院

〒886-0007 小林市真方82

0984-23-5522

2

大坪歯科医院

〒886-0003 小林市堤2961-37

0984-23-4488

3

こうの歯科医院

〒886-0004 小林市細野1971-1

0984-22-7888

4

高原あらたけ歯科クリニック

〒889-4411 西諸県郡高原町大字広原4955-7

0984-42-1123

5

はまだ歯科医院

〒889-4301 えびの市大字原田3216-18

0984-33-5647

6

ひだか歯科医院

〒889-4151 えびの市大字向江494-1

0984-37-3000

7

益山歯科医院

〒889-4412 西諸県郡高原町大字西麓845

0984-42-4184

8

わたなべ歯科医院

〒889-4222 えびの市大字小田596-8

0984-35-1050
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日南・串間地区

診療所名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

安部歯科医院
いちき歯科クリニック
市来歯科口腔外科クリニック
大手門歯科クリニック
岡本歯科医院
おなが歯科医院
かわさき歯科口腔外科医院
倉元歯科医院
黒木歯科医院
歯科わたなべ
田島歯科医院
富田歯科医院
ふさやす歯科医院
宮崎県立日南病院
森歯科医院
山口歯科医院

〒887-0012
〒889-2541
〒889-3204
〒889-2535
〒889-3207
〒887-0006
〒887-0004
〒889-2533
〒889-2402
〒888-0013
〒887-0013
〒887-0021
〒887-0012
〒887-0013
〒887-0021
〒889-2536

診療所住所
日南市園田1-1-16
日南市吾田東10-5-27
日南市南郷町中村乙2479
日南市飫肥6丁目7-51
日南市南郷町東町6-6
日南市春日町4番6号
日南市天福2丁目4番1号
日南市星倉1丁目5-6
日南市北郷町郷之原乙1293-1
串間市東町34番地6
日南市木山2丁目5-30
日南市中央通2丁目5番地21
日南市園田2丁目9-11
日南市木山1丁目9-5
日南市中央通1丁目3番地17
日南市吾田西3丁目6番5号

令和3年10月21日 現在
診療所TEL
0987-23-6878
0987-23-8211
0987-64-0070
0987-21-2122
0987-64-4185
0987-23-0011
0987-31-0277
0987-25-1788
0987-55-2492
0987-72-5200
0987-23-7822
0987-22-3400
0987-22-2592
0987-23-3111
0987-23-3231
0987-22-3950
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日向・東臼杵郡地区

令和3年10月21日 現在
診療所名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

赤木歯科医院
尾池歯科医院
大川歯科医院
大原歯科医院
さかい歯科・口腔外科医院
大王谷長友歯科
田村歯科医院
土田歯科医院
土田歯科クリニック
長友歯科クリニック
奈須歯科医院
治田歯科医院
ほり歯科医院
柳田歯科医院

〒883-0021
〒883-0011
〒883-0023
〒883-0052
〒883-0021
〒883-0068
〒883-0036
〒883-0014
〒883-0106
〒883-0052
〒889-0612
〒883-0021
〒883-0021
〒889-0616

診療所住所
日向市財光寺921-3
日向市曽根町2丁目96
日向市財光寺沖町31
日向市鶴町2丁目3番18号
日向市大字財光寺木原3430番地33
日向市亀崎西2丁目161
日向市南町58番地
日向市原町2丁目7-5
日向市東郷町山陰辛244-6
日向市鶴町2丁目8-22
東臼杵郡門川町中須3-32
日向市財光寺622-2
日向市財光寺長江358
東臼杵郡門川町南町3丁目42番地

診療所TEL
0982-54-0511
0982-54-1182
0982-54-1818
0982-55-0126
0982-66-6480
0982-52-2057
0982-52-2945
0982-52-4044
0982-69-3211
0982-52-3537
0982-63-6350
0982-52-6430
0982-55-1414
0982-63-4976
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西臼杵郡地区

診療所名

診療所住所

令和3年10月21日 現在
診療所TEL

1

岩田歯科医院

〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井107

0982-72-2066

2

かい歯科クリニック

〒882-0401 西臼杵郡日之影町大字七折9014-1

0982-87-2486

3

上野アイリス歯科クリニック

〒882-1411 西臼杵郡高千穂町大字上野264-7

0982-77-1223
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