
歯科医院健診　＜首都圏の医療機関＞ 平成２９年度

◆下記の医院にて受診いただけます。希望の医院を選択ください。

※他医院の希望があれば健保組合までご相談ください。但し、店舗近隣等の場合となります。

医院
№

地域 医院名称 住所 TEL

30 台東区 ﾏﾂｻﾞｶﾔﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 東京都台東区上野3-29-5　松坂屋南館6Ｆ 03-3832-0770

31 豊島区 小野寺歯科医院 東京都豊島区西池袋2-40-1トレピエ１FB 03-3988-5533

32 中央区 銀座もりしま歯科・口腔外科 東京都中央区銀座6-8-19三富ビル4F 03-3571-3213

33 千代田区 クリスタル歯科医院 東京都千代田区三崎町2-11-3セラミックビル１F 03-6661-1118

34 千代田区 岸本ビル歯科 東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル２F 03-6206-3910

35 新宿区 スバル歯科クリニック 東京都新宿区新宿3-2-2新宿紺野ビル2F 03-5925-8640

36 渋谷区 とがわ歯科 東京都渋谷区道玄坂2-3-2大外ビル５F 03-3477-7421

37 渋谷区 武内デンタルクリニック 東京都渋谷区恵比寿西1-3-9マーブルフロントエビス3F 03-3461-4180

38 杉並区 浜田山パーク歯科 東京都杉並区浜田山3-24-5 03-3329-9231

39 墨田区 石井歯科医院 東京都墨田区石原2-2-8露崎ビル１F 03-3622-1411

40 立川市 矢沢歯科医院 東京都立川市柴崎町3-16-2 042-525-6600

41 八王子市 てる歯科医院 東京都八王子市中町2-18　鶴屋ﾋﾞﾙ3Ｆ 0426-44-8241

42 川崎市 あっぷる歯科クリニック 神奈川県川崎市高津区溝の口1-22-1吉田ビル１F 044-812-1700

43
横浜（西
区） レオデンタルクリニック 神奈川県横浜市西区南幸2-9-16 045-314-3480

44
横浜市
（港北 新横浜歯科医院 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5第一生命ビル3F 045-472-0107

45 平塚市 日坂歯科クリニック 神奈川県平塚市紅谷町14-20　2F 0463-22-6480

46 川崎市 歯科武蔵小杉クリニック 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403武蔵小杉クリープレイス１F 044-738-4618

47 厚木市 厚誠会歯科本厚木 神奈川県厚木市中町2-2-1小田急本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ2　7Ｆ 0462-23-6111

48 海老名市 ライオン歯科 神奈川県海老名市中央2-4-1海老名イオン2F 0462-33-0668

49 海老名市 厚誠会歯科　海老名 神奈川県海老名市中央1丁目13-1ビナウォーク4番館１F 046-235-6111

50 藤沢市 歯科　熱田医院 神奈川県藤沢市南藤沢22-14－601 0466-22-2386

51 千葉市 ﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 千葉県千葉市中央区新宿2-5-8アサヒロイヤルマンション2Ｆ 043-243-2560

52 千葉市 新井歯科 千葉県千葉市中央区要町16-11 043-224-7911

53 千葉市 弁天歯科クリニック 千葉市中央区弁天1-2-3KMビル6F 043-285-0230

54 成田市 アンデンタルクリニック 千葉県成田市土屋892-4 0476-22-0776

55 印西市 (医）テックナカムラ歯科　印西歯科クリニック千葉県印西市中央北3-1-1 0476-48-1186

56 船橋市 パール歯科医院 千葉県船橋市本町4-41-19セントラルビル4F 047-460-6780

57 柏市 山田歯科ｸﾘﾆｯｸ 千葉県柏市柏3-7-26 0471-67-5210

58 鹿嶋市 タナカ歯科医院 茨城県鹿嶋市平井1297-1 0299-82-1114

59 水戸市 永木歯科医院 茨城県水戸市城南１－１－１７ 0292-26-2360

60 つくば市 東光台歯科医院 茨城県つくば市東光台2-1-11 029-847-8148

61 つくば市 二の宮歯科医院 茨城県つくば市二の宮2-14-16 029-856-0118

62 甲府市 小川歯科医院 山梨県甲府市中央1-12-33 055-235-3991

63 甲府市 甲府ファーストデンタルクリニック 山梨県中巨摩昭和町常永土地区画整理地内１街区イオンモール1F 055-269-5112

64 宇都宮市 天沼歯科医院 栃木県宇都宮市大通り5-2-12 028-622-4114

65 矢板市 渡辺セントラル歯科 栃木県矢板市末広町42-9　緑新ビル2F 0287-43-8020

66 小山市 竹花歯科クリニック 栃木県小山市西城南1-4-10　ハイツSK1F 0285-28-1919

67 佐野市 楡の木歯科医院 佐野市村上町１２６－２ 0283-20-1701

68 館林市 いしいひでき歯科クリニック 群馬県館林市東美園町21-1 0276-72-6666

69 太田市 大山歯科 群馬県太田市内ケ島町1462-2 0276-40-1184

70 高崎市 パール歯科医院 群馬県高崎市棟高町1400番地高崎イオンモール高崎1Ｆ 027-395-9150

71 高崎市 柳沢歯科クリニック 群馬県高崎市下佐野町716-5 027-347-6480

72 高崎市 高崎ﾀﾜｰ21ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 群馬県高崎市栄町3-23高崎タワー21ビル2F 027-326-8211

73 前橋市 石井歯科医院 群馬県前橋市上小出町3丁目47-5 027-235-2758

74 伊勢崎市 やまわき歯科医院 群馬県伊勢崎市連取町1695-25 0270-21-3131

75 埼玉市 前川歯科医院 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-163-2 048-641-0277

76 埼玉市 歯科ながしまクリニック 埼玉県さいたま市北区 宮原町1-169-3　第一川鍋ビル2階 048-652-4182

77 熊谷市 モアプラザ歯科 埼玉県熊谷市新堀新田523-4 048-532-6480

78 川口市 田中歯科クリニック 埼玉県川口市東川口3－3-40 048-297-1500

79 戸田市 北戸田デンタルクリニック 埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンモール北戸田店2Ｆ 048-422-9957

80 越谷市 藤井歯科 埼玉県越谷市大成町7-274-4 048-985-2567

81 入間市 グリーン歯科 埼玉県入間市大字下藤沢1313-4-201 042-946-8003
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◆歯科健診の申込みされる場合は、下記の「個人情報の取り扱い」についてご確認お願いします。

　　ご確認の上、申込み用紙の「同意する」に記入ください。

問い合わせ先　　ワールド健康保険組合　歯科健診担当者宛　ＴＥＬ）０７８－３０２－８１８５

【個人情報のお取扱いについて】 歯科医院健診における個人情報のお取扱いについては、以下の通りです。

1. 歯科医院健診における個人情報は、当組合の個人情報保護方針（http://www.world-kenpo.com/）に基づき、安全かつ厳密に

管理します。

2. 歯科医院健診は、当組合と個人情報保護の契約を締結した「綜合健康促進保健協会」に委託し実施します。また、当組合は

委託先が個人情報を適切に管理しているかを監督します。

3. 申込書にご記入いただきました個人情報は、歯科医院健診の申込受付や申込者の管理、受診票、問診票、の送付等を目的に

使用いたします。当組合は、歯科医院健診の結果について、「綜合健康促進保健協会」から提供を受けます。健診の個人情報

については結果分析による今後の保健事業と健診費用の支払処理に利用させていただきます。尚、不明な点については当組

合から連絡させていただく場合があります。

4. 歯科医院健診の申し込みをするか否かは、ご自身で決定して下さい。ただし、申し込みされた場合も必要事項をご記入いただけ

なかった場合は、歯科医院健診の受診に支障のでる場合があります。

5. ご自身の個人情報については、当組合に利用目的の通知や開示を請求することができます。開示の結果、当該情報が誤って

いる場合は、訂正、追加又は削除を求めることができます。また、ご自身の個人情報については、利用停止や消去を求める

ことができます。

6. 個人情報のお取扱いについてお問い合わせや、開示請求等は下記までご連絡ください。

個人情報保護管理者 ワールド健康保険組合 常務理事 個人情報相談窓口 電話 078－302－8185

※同意しがたい事項がある場合は、個人情報相談窓口までお申し出ください。また、同意の後、個別に不同意の表明が可能です。


