
令和５年２月１日現在、高松市歯科医師会に所属する医療機関
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あ 庵治町 溝渕歯科医院 871-4808 き 木太町 かみやま歯科医院 835-6480 た 高松町 医療法人社団　長束歯科医院 843-1818 ひ 百間町 林歯科医院 821-3684

い 一宮町 なかむら歯科 885-5655 木太デンタルクリニック 862-1461 林歯科医院 841-9026 ふ 福岡町 三好歯科医院 822-2542

西クリニック歯科 899-6712 木村歯科医院 865-7788 松原歯科医院 843-8815 福田町 堀歯科診療所 821-5773

今里町 医療法人社団　こう歯科医院 832-2525 多田歯科医院 815-2010 多肥上町 中村歯科医院 888-1211 藤塚町 フジツカ三好歯科医院 831-3025

むね歯科クリニック 880-4829 長町歯科クリニック 813-4618 平尾歯科クリニック 814-4015 いがわ医院　歯科 861-3336

今新町 ヨネダ歯科医院 851-9259 松井歯科医院 802-4618 吉田歯科医院 888-2088 伏石町 石丸歯科医院 815-2747

う 内町 三谷歯科診療所 821-5474 フレンズ歯科クリニック 815-1181 多肥下町 医療法人社団佑逵会　美美歯科 867-3933 上里歯科医院 867-6480

え 円座町 イチハラデンタルクリニック 885-1840 もりぐち歯科クリニック 813-0333 田町 医療法人社団　スガタ歯科医院 835-1001 としま歯科医院 865-7878

河北歯科医院 885-2436 鬼無町 アヤ歯科医院 881-1211 田村町 医療法人社団　米岡歯科医院 865-4618 永原歯科医院 866-1115

お 扇町 川西歯科医院 821-1080 く 楠上町 いちはら歯科クリニック 813-0118 檀紙町 池尻歯科医院 885-0085 医療法人社団　西原歯科医院 868-3535

太田上町 今滝歯科医院 866-9081 こ 香西本町 浮田歯科医院 832-8801 医療法人社団　鳥かい歯科医院 885-2525 あらき歯科医院 802-9011

おぐら歯科医院 888-0222 山内歯科医院 881-2642 ハッピーデンタルクリニック 816-4046 仏生山町 谷本歯科医院 889-0644

守田歯科医院 865-4410 香西南町 塩井歯科医院 881-6626 ち 中央町 たけい歯科クリニック 862-5482 医療法人社団皓歯会　西村歯科医院 889-1811

やすとみ歯科医院 868-5188 郷東町 西谷歯科医院 882-8800 中山歯科医院 833-6233 新田歯科医院 888-4618

山下歯科医院 865-1323 香南町 いわき病院歯科 879-3533 医療法人社団セラ　松崎ファミリー歯科矯正歯科 862-6222 はしもと歯科 802-4664

太田下町 穴吹歯科医院 865-8200 藤木歯科医院 879-1188 勅使町 サナダ歯科 840-0648 古新町 医療法人社団新樹会　豊嶋歯科医院 822-6575

こばやし歯科小児歯科クリニック 867-8228 国分寺町 医療法人社団ひまわり会　大西歯科医院 874-1194 つ 築地町 医療法人社団　湖﨑歯科クリニック 821-6949 ま 前田東町 ムラトミ歯科医院 847-4018

岡本町 すまいる歯科・矯正歯科 814-4111 ウガワ歯科クリニック 802-8684 鶴市町 やの歯科医院 897-2070 松島町 磯島歯科医院 834-8686

みやび歯科 886-8811 川﨑歯科医院 874-2363 て 寺井町 エビヌマ歯科医院 886-3465 松縄町 アキ歯科医院 866-5522

か 香川町 いのした歯科医院 879-4712 こまつ歯科クリニック 899-6722 天神前 医療法人社団　ア歯会・ア歯科診療所 835-5000 いまじょう矯正歯科クリニック 815-2848

ながまち歯科医院 888-6001 つつみ歯科医院 874-7373 亀井歯科医院 831-6891 シミズ歯科医院 867-0046

フチダ歯科医院 886-5117 新居歯科医院 874-0116 平池歯科医院 835-0295 ひまわり歯科医院 868-5151

かさいデンタルクリニック 813-8217 みやわき歯科医院 875-2442 と 磨屋町 金倉歯科医院 826-2223 ふじわら歯科医院 865-5884

さくら歯科医院 885-4618 松本歯科診療所 875-1101 な 中新町 小倉歯科医院 831-5059 松福町 医療法人社団　永木歯科医院 823-1188

飯田歯科クリニック 814-3300 よしもと歯科クリニック 813-6804 中間町 くにしげ歯科医院 885-8801 丸の内 丸の内歯科 821-1331

春日町 春日歯科クリニック 843-4181 御坊町 広瀬歯科医院 851-3383 中野町 井手口歯科医院 835-6688 みき歯科三越通りクリニック 802-3810

たかまつファミリー歯科医院 813-8788 紺屋町 平田歯科医院 821-7459 中山町 溝渕歯科診療所　 881-1800 み 三谷町 マシマ歯科クリニック 814-6600

てらい歯科矯正歯科 844-4187 まつおか歯科医院 821-6537 成合町 医療法人社団　岡田歯科醫院 885-9700 御厩町 髙田歯科口腔外科医院 886-4600

片原町 今瀧歯科クリニック 821-5154 さ 西宝町 坂東歯科クリニック 837-6487 に 西町 はる歯科診療室 833-6480 宮脇町 神原歯科医院 834-4102

もりい矯正歯科クリニック 811-7725 桜町 いそざき歯科医院 832-0777 錦町 赤松歯科医院 826-6030 む 牟礼町 小西歯科医院 845-3535

上之町 うえまつ歯科クリニック 802-8241 三条町 医療法人社団邦照会  米田歯科医院 866-5195 亀田歯科医院 821-7619 渋谷歯科医院 845-9506

関元歯科医院 867-7431 サンポート 武田歯科医院 822-0972 西山崎町 池上歯科医院 886-6600 医療法人社団　しん治歯科医院 845-6644

たにぐち歯科医院 816-7551 三名町 かたぎり歯科クリニック 867-8046 医療法人社団　みつもり歯科医院 886-8900 たけま歯科医院 870-1360

上福岡町 医療法人社団　植田歯科医院 834-3718 し 塩上町 高橋歯科医院 833-5564 は 花園町 おおくま歯科医院 837-9000 晴里歯科医院 802-1182

まつした歯科医院 863-6755 西岡歯科医院 831-1987 花ノ宮町 中山歯科クリニック 863-7730 松木歯科医院 845-8577

亀井町 細川歯科クリニック 835-2056 塩江町 高松市民病院　塩江分院歯科 893-0031 浜ノ町 伊東歯科矯正歯科医院 826-2118 三谷歯科医院 845-5780

亀岡町 北岡歯科診療所 862-5549 下田井町 宮脇歯科医院 847-7757 岩田歯科医院 897-5646 も 元山町 いのうえファミリー歯科 867-2554

亀田町 こうじ歯科クリニック 847-4874 出作町 きくしま歯科医院 889-1182 林町 医療法人社団　えがお歯科 840-0777 医療法人社団里春会　久保歯科クリニック 865-6600

川島東町 梅村歯科医院 848-1136 昭和町 すみたに歯科矯正歯科医院 831-7080 はやし歯科医院 802-8217 や 屋島西町 医療法人社団　久保歯科医院 843-3001

医療法人社団　松本歯科 848-4182 新北町 立本歯科診療所 862-2001 フレッシュ歯科 814-4181 つかだ歯科医院 844-9082

川島本町 佐々木歯科医院 848-0142 新田町 かわにし歯科クリニック 870-0444 みたに歯科クリニック 815-3373 ますだ歯科医院 843-7718

川部町 木田歯科医院 885-1500 はまおか歯科医院 844-3755 番町 川上矯正歯科医院 822-4888 医療法人社団吉翔会　吉本歯科医院 818-1118

瓦町 瓦町矯正歯科 834-4187 いろのみ歯科 880-6374 高橋歯科医院 833-3328 り 栗林町 佃歯科医院 831-8244

小谷歯科医院 834-2393 せ 瀬戸内町 藤本歯科医院 837-1182 はこざき歯科医院 813-0418 なかつか歯科医院 862-3150

観光通 大石歯科クリニック 813-3956 そ 十川西町 そごう歯科医院 848-3200 番町歯科クリニック 861-0008 三好歯科医院 831-4403

上林町 裕歯科クリニック 816-4618 た 多賀町 馬場歯科医院 835-2884 山口歯科診療所 831-5034 栗林病院歯科 862-3171

き 木太町 あおぞら歯科クリニック 866-6480 医療法人社団明恵会　古市歯科医院 831-2810 ひ 東田町 田町たかはし歯科 837-7205 香川郡直島町 安田歯科医院 892-2828

阿部歯科医院 834-5314 高松町 大黒歯科医院 841-3500 東山崎町 あんどう歯科 840-7899

樫デンタルクリニック 813-8461 小河歯科医院 841-7170 新枝歯科医院 847-2118
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