
2019年　ゴールデンウイーク診療実施歯科医療機関一覧
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北 おだ歯科医院 北区かぶとやま2-1-62 025-282-5454 備考参照 備考参照 9:00~17:00応急処置のみ

北 近藤歯科医院 北区松浜本町1-12-14 025-259-7040 AM

北 つくしの歯科医院 北区濁川1-18-8 025-259-3737 全日 全日 全日 全日 全日

北 常木歯科医院 北区白新町2-7-13 025-387-2050 備考参照 備考参照 9:00～16:00

北 ほんま歯科医院 北区早通北4-6-31 025-386-1115 全日 全日 全日

東 あゆかわ歯科医院 東区山木戸4-7-7 025-250-8110 全日 全日

東 粟山歯科医院 東区石山6-4-13 025-276-5153 全日

東 いしやま歯科医院 東区はなみずき2-6-20 025-272-7018 備考参照 自院急患のみ

東 岡田歯科医院 東区下場本町１４‐４ 025-277-0236 全日

東 岡田歯科医院 東区北葉町13-4 025-273-0240 全日

東 小黒歯科医院 東区紫竹5-19-15 ﾎﾞ･ﾇｰﾙ･ﾄﾜⅤ1F 025-241-6480 全日 全日 全日

東 くまくら歯科・歯科口腔外科 東区逢谷内2-4-6 025-311-5107 全日 全日

東 桑原歯科医院 東区下木戸2-14-10 025-270-5200 全日 全日 全日

東 小林歯科医院 東区秋葉通2-3722-105 025-274-4184 備考参照 備考参照 急患対応のみ要電話予約

東 佐々木歯科医院 東区紫竹7-12-10 025-275-5103 備考参照 9:00～12:00　14:00～17:00急患対応

東 佐藤歯科医院 東区粟山4-1-21 025-276-5455 全日

東 佐藤歯科医院 東区東明1-8-9 025-286-1175 備考参照 12:00まで

東 中川歯科医院 東区中山7-23-9 025-274-6474 全日 全日 AM

東 にわ歯科医院 東区中山２丁目10-15 025-271-2400 全日 全日 PM

東 ほんま歯科・小児歯科クリニック 東区秋葉通2-106-38 025-250-6480 備考参照 AM 17:00まで

東 マリデンタルクリニック 東区東明5-1-1 025-286-5767 全日 全日

東 もえぎの歯科 東区もえぎ野3-12-10 025-276-7776 全日

東 やまざき小児歯科 東区粟山2-1-20 025-276-1181 全日 全日

中央 江口歯科医院 中央区西堀前通2-709 白柳ﾋﾞﾙ2F 025-225-1313 全日 全日

中央 塩屋歯科 中央区上近江4-9-9 025-283-8500

中央 オアシスデンタルクリニック 中央区東万代町1-5　ドゥークスビル2Ａ 025-250-1539 全日 全日 全日

中央 小林歯科医院 中央区沼垂東1-7-12 025-244-6510 備考参照 備考参照 9:00～16:00

中央 笹出線歯科クリニック 中央区米山10-8　日生不動産米山ビル１Ｆ 025-383-8119 全日 全日

中央 歯科・訪問やまもと歯科 中央区小張木2-16-41 025-369-4299 全日

中央 清水たろう歯科 中央区長潟1201番1 025-257-0888 備考参照 9:00~13:00

中央 田井ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 中央区美咲町1-31-15 025-280-1700 全日

中央 長井歯科医院 中央区上所上3-1-35 025-283-6861 AM AM

中央 新潟中央病院 歯科口腔外科 中央区新光町1-18 025-285-8811 全日 全日

中央 西堀さとう歯科 中央区西堀通6番町877-1 025-201-7302 備考参照 備考参照 9:00～13:00

中央 日本歯科大学新潟病院 中央区浜浦町1-8 025-267-1500 備考参照 受付 8:30～16:00 診療 9:00～17:00

中央 ノエルデンタルクリニック万代 中央区万代4-1-6 新潟あおばビル2Ｆ 025-243-6480 備考参照 備考参照 備考参照 全日 10:00～13:00

中央 はせがわ矯正歯科 ｸﾘﾆｯｸ 中央区花園1-1-1 新潟駅CoCoLo本館ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾄA 025-243-2050 全日 全日 全日

中央 花園歯科 新潟駅前診療所 中央区花園1-2-2 ｺｰﾌﾟｼﾃｨ花園ｶﾞﾚｯｿ2F 025-246-8028 備考参照 備考参照 備考参照 短縮診療

中央 堀歯科医院 中央区弁天橋通1-5-1 025-286-4188 全日 AM 全日

中央 三上歯科医院 中央区弁天橋通3-8-13 025-286-7555 全日 全日 全日

中央 村田歯科医院 中央区関屋大川前1-7-15 025-266-2316 全日 全日 AM

中央 よしだ歯科医院 中央区新島町通1の町1974 025-226-7733 全日 全日 AM

中央 わかば歯科クリニック 中央区万代4-2-23　オフィス万代1Ｆ 025-378-6874 全日 全日 全日 全日

中央 渡辺歯科医院 中央区幸西3-2-1 025-244-2366 全日 全日 AM

江南 かざま歯科クリニック 江南区稲葉1-5-6 025-381-2211 備考参照 備考参照 備考参照 AM診療、PM急患対応

江南 西歯科医院 江南区横越中央8-2-10 025-385-2155 全日

江南 深井歯科医院 江南区西町1-3-21 025-382-6631 全日

江南 三浦歯科医院 江南区横越中央2丁目10番5号 025-385-4139 全日 全日

秋葉 かえつ歯科 秋葉区中沢町1-25 0250-25-5510 全日 AM 全日

秋葉 こすぎ小児歯科 秋葉区荻島1-15-10 0250-24-8317 全日 全日

秋葉 佐野歯科医院 秋葉区北上2-1-54 0250-24-2828 全日 全日 全日

診療所名 所在地 TEL 備考区
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秋葉 新津医療センター病院歯科 秋葉区古田610番地 0250-24-5311 AM AM

秋葉 プレイス歯科クリニック 秋葉区程島2045-1 0250-21-1181 備考参照 備考参照 備考参照 9:00～15:00

秋葉 渡辺歯科医院 秋葉区小須戸3430 0250-38-4562 全日 全日

南 あたか歯科医院 南区親和町6-18 025-371-1800 AM AM

南 佐久間歯科クリニック 南区庄瀬1073-2 025-373-3487 備考参照 備考参照 9:00～15:00 急患対応のみ

南 椎名歯科医院 南区臼井1378-2 025-373-3436 全日 全日 AM

南 すわのき歯科ｸﾘﾆｯｸ 南区田中25番地 025-372-0118 備考参照 事前電話連絡必要

南 新潟白根総合病院 南区上下諏訪木770-1 025-372-2191 全日 全日

南 野内歯科医院 南区戸頭1399-5 025-373-0077 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 基本的に休診 急患は電話にて応相談

西 朝妻歯科医院 西区小新西3-11-1 025-266-0118 全日 全日 全日

西 いっせい歯科クリニック 西区青山4-7-1 025-231-8027 全日 全日

西 大島歯科医院 西区内野町555 025-262-2147 備考参照 備考参照 9:00～12:00

西 川上歯科医院 西区寺尾西5-8-62 025-269-5388 全日 全日

西 神成歯科医院 西区内野町468 025-262-2171 全日 AM

西 杉本歯科ｸﾘﾆｯｸ 西区小針1丁目4-17 025-232-0885 全日 全日 全日

西 健やか医院歯科 西区小新1130 025-232-5301 備考参照 9:15～17:00 急患対応のみ

西 たて歯科医院 西区金巻785-1 025-379-0488 AM AM

西 寺尾歯科医院 西区寺尾西3-4-3 025-268-4312 全日 備考参照 備考参照 9:00～17:00 急患対応のみ

西 新潟県厚生連 新潟医療ｾﾝﾀｰ 西区小針3-27-11 025-232-0111 全日 全日

西 根津歯科医院 西区寺尾東3-1-12 025-260-0400 備考参照 9:00～12:00　14:00～18:30

西 東青山歯科医院 西区東青山1-5-19 青山ビル2F 025-233-0555 全日 全日

西 Maruyama Dental Clinic 西区ときめき西3-6-1 025-378-8072 備考参照 備考参照 17:00まで

西 よしざわ歯科 西区赤塚稲場4598 025-239-2229 全日 全日 全日

西 和田歯科医院 西区青山新町1-3 025-265-0418 全日 全日 全日 全日 全日

西蒲 棚橋歯科医院 西蒲区曽根358 0256-88-6555 全日

西蒲 のざわ歯科ｸﾘﾆｯｸ 西蒲区小吉1076-1 025-375-8155 全日 全日

西蒲 原歯科診療所 西蒲区福島1966 025-375-3538 備考参照 備考参照 AMのみ電話予約必要
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