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No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 分類 エリア 医院名 ﾌﾘｶﾞﾅ(会社) 〒 住所1 住所2 TEL FAX
1 青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 正会員 西南 あおき矯正歯科 ｱｵｷｷｮｳｾｲｼｶ 306-0204 茨城県古河市下大野2008-8 0280-91-1180 0280-91-1187
2 秋田　岳志 ｱｷﾀ ﾀｹｼ 正会員 県外 秋田歯科医院 ｱｷﾀｼｶｲｲﾝ 960-0241 福島県福島市笹谷字中谷地8-1 024-557-0179 024-557-0179
3 浅香　康仁 ｱｻｶ ﾔｽﾋﾄ 正会員 珂北 浅香歯科 ｱｻｶｼｶ 312-0047 茨城県ひたちなか市表町8-7 029-272-1182 029-272-4261
4 阿部　英一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 正会員 珂北 阿部歯科クリニック ｱﾍﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-2144 茨城県常陸大宮市泉445-3 0295-52-6480 0295-52-6481
5 阿部　仰一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 正会員 東西茨城 あべ歯科クリニック ｱﾍﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-0209 茨城県笠間市泉2100-3 0299-37-6886 0299-37-6886
6 雨宮　淳 ｱﾒﾐﾔ ｱﾂｼ 正会員 つくば 雨宮デンタルクリニック ｱﾒﾐﾔﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 305-0035 茨城県つくば市松代5-5-14 029-851-5535 029-852-5289
7 安藤　智也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 正会員 水戸 安藤歯科医院 ｱﾝﾄﾞｳｼｶｲｲﾝ 310-0842 茨城県水戸市けやき台1-23-15 029-246-1544 029-246-1545
8 飯泉　奈津子 ｲｲｽﾞﾐ ﾅﾂｺ 正会員 つくば 飯泉歯科医院 ｲｲｽﾞﾐｼｶｲｲﾝ 300-2656 茨城県つくば市真瀬1037 029-837-0708 029-837-0710
9 飯田　倫太郎 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁﾀﾛｳ 正会員 医）IIDA DENTAL OFFICE ｲｲﾀﾞﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64 0467-84-1030 0467-84-1031

10 石崎　広光 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 正会員 東西茨城 石崎歯科医院 ｲｼｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 319-0107 茨城県小美玉市小岩戸1259-1 0299-36-7570 0299-36-7571
11 石津　貞之 ｲｼﾂﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 正会員 鹿行 港ヶ丘歯科医院 ﾐﾅﾄｶﾞｵｶｼｶｲｲﾝ 314-0011 茨城県鹿嶋市港ケ丘282-210 0299-82-8581 0299-82-8081
12 伊藤　勝夫 ｲﾄｳ ｶﾂｵ 正会員 珂北 伊藤デンタルクリニック ｲﾄｳﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 319-1108 茨城県那珂郡東海村村松北1-13-5 029-283-0223 029-283-0374
13 伊藤　雅彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 正会員 東西茨城 医療法人社団　伊藤歯科診療所 ｼｬﾀﾞﾝ ｲﾄｳｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 311-1304 茨城県東茨城郡大洗町和銅7-2 029-267-7171 029-267-7172
14 伊藤　和宏 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 正会員 東西茨城 医療法人TOMOBE ﾄﾓﾍﾞ 309-1704 茨城県笠間市美原2-8-27 0296-77-8841 0296-77-7419
15 今井　文彰 ｲﾏｲ ﾌﾐｱｷ 正会員 水戸 今井歯科クリニック ｲﾏｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 310-0026 茨城県水戸市泉町1-7-22 桶甚ビル2F 029-226-8211 029-228-0271
16 槍崎　慶二 ｳﾂｷﾞｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 正会員 水戸 うつぎざき歯科医院 ｳﾂｷﾞｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 311-4143 茨城県水戸市大塚町1863-29 029-255-1793 029-255-3508
17 遠藤　一宇 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｲｴ 正会員 珂北 医療法人大成会　勝田大成歯科医院 ﾀｲｾｲｶｲｶﾂﾀﾀｲｾｲｼｶｲｲﾝ 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町42-3 029-273-2212 029-273-2213
18 及川　布美子 ｵｲｶﾜ ﾌﾐｺ 正会員 珂北 長尾歯科 ﾅｶﾞｵｼｶ 312-0032 茨城県ひたちなか市津田2598-1 029-274-2321 029-274-2321
19 大岩　真 ｵｵｲﾜ ﾏｺﾄ 正会員 つくば おおいわ歯科医院 ｵｵｲﾜｼｶｲｲﾝ 300-2421 茨城県つくばみらい市西丸山159-1 0297-52-0018 0297-52-0219
20 大澤　寿太郎 ｵｵｻﾜ ｼﾞｭﾀﾛｳ 正会員 おおさわ歯科医院 ｵｵｻﾜｼｶｲｲﾝ 300-2613 茨城県つくば市西高野876-1 029-877-2166 029-877-2167
21 大関　理恵 ｵｵｾﾞｷ ﾘｴ 正会員 しろさとハートランド歯科クリニック ｼﾛｻﾄﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 311-4302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1406-2 029-255-7551 029-255-7552
22 大平　章裕 ｵｵﾋﾗ ｱｷﾋﾛ 正会員 日立 大平歯科クリニック ｵｵﾋﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-1543 茨城県北茨城市磯原町豊田905-1 0293-42-8241 0293-42-8242
23 大森　翔英 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｴｲ 正会員 北茨城市民病院　歯科口腔外科 ｷﾀｲﾊﾞﾗｷｼﾐﾝﾋﾞｮｳｲﾝ　ｼｶｺｳｸｳｹﾞｶ 319-1711 茨城県北茨城市関南町関本下1050 0293-46-1121 0293-46-6526
24 大山　真生 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 正会員 珂北 大山歯科医院 ｵｵﾔﾏｼｶｲｲﾝ 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 029-274-6426 029-274-6427
25 岡﨑　恵一郎 ｵｶｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 正会員 水戸 おかざき矯正歯科クリニック ｵｶｻﾞｷｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 310-0021 茨城県水戸市南町3-2-44 029-300-4187 029-300-4182
26 岡田　倫子 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 正会員 土浦石岡 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 300-1245 茨城県つくば市高崎2277-61 029-873-3303 029-873-3639
27 岡田　裕行 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 正会員 つくば 岡田歯科医院 ｵｶﾀﾞｼｶｲｲﾝ 300-1245 茨城県つくば市高崎2277-61 029-873-3303 029-873-3639
28 奥澤　拓也 ｵｸｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 正会員 県西 おくざわ歯科 ｵｸｻﾞﾜｼｶ 307-0001 茨城県結城市結城9858-19 0296-32-2656 0296-32-3568
29 小野　康寛 ｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 正会員 ひたちなかファミリアデンタルクリニック ﾋﾀﾁﾅｶﾌｧﾐﾘｱﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町31-5 029-273-3118 029-273-3110
30 鹿志村　陽 ｶｼﾑﾗ ﾖｳ 正会員 プラス歯科クリニック ﾌﾟﾗｽｼｶｸﾘﾆｯｸ 310-0852 茨城県水戸市笠原町285-17 029-350-6661 029-350-6662
31 加藤　真人 ｶﾄｳﾏｻﾄ 正会員 スマイルデンタルクリニック ｽﾏｲﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 311-3131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1308-1 029-292-4618 029-292-4618
32 神賀　利典 ｶﾐｶﾞ ﾄｼﾉﾘ 正会員 珂北 神賀歯科医院 ｶﾐｶﾞｼｶｲｲﾝ 319-3361 茨城県久慈郡大子町頃藤5115 0295-74-0012 0295-74-1308
33 河村　徳之 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 正会員 河村歯科医院 ｶﾜﾑﾗｼｶｲｲﾝ 309-1613 茨城県笠間市石井523-4 0296-72-7471
34 菊池　健志 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 正会員 珂北 医療法人H&S 菊池歯科クリニック ｷｸﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 313-0004 茨城県常陸太田市馬場町85-1 0294-72-1888 0294-72-8181
35 北見　修一 ｷﾀﾐ ｼｭｳｲﾁ 正会員 日立 北見歯科クリニック ｷﾀﾐｼｶｸﾘﾆｯｸ 317-0073 茨城県日立市幸町2-10-1 0294-26-7278 0294-26-7278
36 木下　卓 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 正会員 珂北 きのした歯科 ｷﾉｼﾀｼｶ 312-0017 茨城県ひたちなか市長堀町2-12-10 029-273-4618 029-273-4618
37 木村　利明 ｷﾑﾗ ﾄｼｱｷ 正会員 水戸 木村歯科医院 ｷﾑﾗｼｶｲｲﾝ 311-4146 茨城県水戸市中丸町517-6 029-253-2268 029-253-2268
38 清原　秀樹 ｷﾖﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 正会員 県南 清原歯科医院 ｷﾖﾊﾗｼｶｲｲﾝ 300-0505 茨城県稲敷市村田129-1 029-893-1182 029-893-1182
39 小林　克男 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｵ 正会員 珂北 小林デンタルクリニック ｺﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 311-0111 茨城県那珂市後台3109 029-298-5665 029-298-9070
40 小林　克紀 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 正会員 珂北 小林デンタルクリニック ｺﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 311-0111 茨城県那珂市後台3109 029-298-5665 029-298-9070
41 小林　良誌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 正会員 日立 こばやし歯科クリニック ｺﾊﾞﾔｼｼｶｸﾘﾆｯｸSHPI 319-1234 茨城県日立市大和田町684-1 0294-52-6480 0294-52-6485
42 佐川　武義 ｻｶﾞﾜ ﾀｹﾖｼ 正会員 珂北 さがわ歯科 ｻｶﾞﾜｼｶ 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2124-24 029-287-3911 029-287-2110
43 佐藤　篤 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 正会員 県外 あつ歯科 ｱﾂｼｶ 321-0945 栃木県宇都宮市宿郷5-23-4 028-638-7575 028-638-5025
44 佐藤　慶尚 ｻﾄｳ ﾖｼﾅｵ 正会員 日立 サトウ歯科クリニック ｻﾄｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 317-0071 茨城県日立市鹿島町2-9-13 0294-27-6020 0294-27-6022
45 柴　千裕 ｼﾊﾞ ﾁﾋﾛ 正会員 県外 南古谷病院 ﾐﾅﾐﾌﾙﾔﾋﾞｮｳｲﾝ 305-0022 埼玉県川越市古谷上882-1 サニーレジデンスA103号 090-2020-6434 029-298-9070
46 須田　聡 ｽﾀﾞｻﾄﾙ 正会員 日立 須田歯科医院 ｽﾀﾞｼｶｲｲﾝ 316-0002 茨城県日立市桜川町1-6-13 0294-36-2389 0294-36-5560
47 征矢　亘 ｿﾔ ﾜﾀﾙ 正会員 日立 征矢歯科医院 ｿﾔｼｶｲｲﾝ 317-0072 茨城県日立市弁天町2-11-8 0294-24-0648 0294-21-0904
48 髙木　幸江 ﾀｶｷﾞ ﾕｷｴ 正会員 土浦石岡 幸デンタルクリニック ｻﾁﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 300-4104 茨城県土浦市沢辺1925-3 029-862-2360 029-829-2210
49 高槌　力弥 ﾀｶﾂﾁ ﾘｷﾔ 正会員 東西茨城 たかつち歯科医院 ﾀｶﾂﾁｼｶｲｲﾝ 311-3115 茨城県東茨城郡茨城町前田1689-4 029-292-8717 029-292-7159
50 高根　正敏 ﾀｶﾈ ﾏｻﾄｼ 正会員 水戸 水戸さくら通り歯科 ﾐﾄｻｸﾗﾄﾞｵﾘｼｶ 310-0847 茨城県水戸市米沢町142-3 029-291-6489 029-291-6489
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51 髙野　柳一 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ 正会員 県外 高野歯科クリニック ﾀｶﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 971-8165 福島県いわき市小名浜愛宕町8-11 愛宕ビル2F 0246-92-2151 0246-92-2151
52 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 正会員 珂北 常陸大宮市国民健康保険美和診療所 ﾋﾀﾁｵｵﾐﾔｼｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾐﾜｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 319-2601 茨城県常陸大宮市高部395-3 0295-58-2859 0295-58-2175
53 高柳　龍司 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 正会員 鹿行 高柳歯科医院 ﾀｶﾔﾅｷﾞｼｶｲｲﾝ 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1522 0291-32-2722 0291-32-6611
54 立原　正仁 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 正会員 日立 立原歯科医院 ﾀﾁﾊﾗｼｶｲｲﾝ 317-0077 茨城県日立市城南町3-1-33 0294-22-0777 0294-22-0613
55 谷川　好一 ﾀﾆｶﾜ ｺｳｲﾁ 正会員 水戸 谷川歯科医院 ﾀﾆｶﾜｼｶｲｲﾝ 310-0851 茨城県水戸市千波町2374-39 029-244-3182 029-241-3430
56 千葉　順一 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 正会員 土浦石岡 (医)佳愛会　千葉歯科クリニック (ｲ)ｹｲｱｲｶｲﾁﾊﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 315-0001 茨城県石岡市石岡1-12-1 0299-22-5752 0299-22-5752
57 鶴見　尚史 ﾂﾙﾐ ﾋｻｼ 正会員 つくば つるみ歯科医院 ﾂﾙﾐｼｶｲｲﾝ 305-0051 茨城県つくば市二の宮1-14-41 029-858-5505 029-858-5505
58 寺門　正徳 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ 正会員 珂北 瓜連中央歯科クリニック ｳﾘﾂﾞﾗﾁｭｳｵｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-2102 茨城県那珂市瓜連1323 029-296-4182 029-296-4181
59 中井　巳智代 ﾅｶｲ ﾐﾁﾖ 正会員 西南 なかい歯科クリニック ﾅｶｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 306-0434 茨城県猿島郡境町上小橋564-5 0280-87-8825 0280-87-8825
60 長尾　大輔 ﾅｶﾞｵ ﾀﾞｲｽｹ 正会員 珂北 長尾歯科 ﾅｶﾞｵｼｶ 312-0032 茨城県ひたちなか市津田2598-1 029-274-2321 029-274-2321
61 中庭　麻友子 ﾅｶﾆﾜ ﾏﾕｺ 正会員 水戸 MODERN DENTAL 中庭歯科医院 ﾅｶﾆﾜｼｶｲｲﾝ 311-4152 茨城県水戸市河和田2-1-7 029-254-1630 029-254-1630
62 中野　啓子 ﾅｶﾉ ｹｲｺ 正会員 珂北 なかの歯科 ﾅｶﾉｼｶ 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田358-5 029-285-3618 029-285-8582
63 成井　敏幸 ﾅﾙｲ ﾄｼﾕｷ 正会員 珂北 成井歯科医院 ﾅﾙｲｼｶｲｲﾝ 313-0004 茨城県常陸太田市馬場町933 0294-73-0118 0294-73-0118
64 西野　有一 ﾆｼﾉ ﾕｳｲﾁ 正会員 日立 西野歯科医院 ﾆｼﾉｼｶｲｲﾝ 316-0012 茨城県日立市大久保町5-1-9 0294-34-5550 0294-34-5550
65 根本　康子 ﾈﾓﾄ ﾔｽｺ 正会員 珂北 医）在心会 やまぶき歯科 ﾔﾏﾌﾞｷｼｶ 313-0063 茨城県常陸太田市内堀町3456 0294-80-2080 0294-32-7890
66 根本　真里子 ﾈﾓﾄ ﾏﾘｺ 正会員 珂北 医）在心会 やまぶき歯科 ﾔﾏﾌﾞｷｼｶ 313-0063 茨城県常陸太田市内堀町3456 0294-80-2080 0294-32-7890
67 畑中　秀隆 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾀｶ 正会員 日立 アン歯科クリニック ｱﾝｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-1222 茨城県日立市久慈町2-18-16 0294-53-1577 0294-87-7822
68 畠野　尚人 ﾊﾀﾉ ﾅｵﾄ 正会員 珂北 那珂デンタルオフィス ﾅｶﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 311-0105 茨城県那珂市菅谷2748-1 029-352-1182 029-352-1181
69 堀江　正徳 ﾎﾘｴ ﾏｻﾉﾘ 正会員 珂北 マリスデンタルクリニック ﾏﾘｽﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1-5-15 029-354-0648 029-354-0648
70 松井　慎太郎 ﾏﾂｲ ｼﾝﾀﾛｳ 正会員 東西茨城 松井歯科医院 ﾏﾂｲｼｶｲｲﾝ 309-1611 茨城県笠間市笠間1458 0296-71-0840 0296-71-0208
71 三森　健治 ﾐﾂﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 正会員 水戸 三森歯科医院 ﾐﾂﾓﾘｼｶｲｲﾝ 310-0062 茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命ビル2F 029-226-2600 029-226-2097
72 村居　幸夫 ﾑﾗｲ ﾕｷｵ 正会員 水戸 千波歯科クリニック ｾﾝﾊﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 310-0851 茨城県水戸市千波町1242-3 029-243-2223 029-243-2223
73 山口　眞裕巳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 正会員 つくば やまぐち歯科医院 ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｲｲﾝ 300-2622 茨城県つくば市要174-4 029-864-8700 029-864-8708
74 吉田　和夫 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 正会員 日立 磯原ファミリー歯科 ｲｿﾊﾗﾌｧﾐﾘｰｼｶ 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-206 0293-43-5919 0293-43-5919
75 吉元　達矢 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ 正会員 吉元歯科医院 ﾖｼﾓﾄｼｶｲｲﾝ 312-0053 茨城県ひたちなか市外野1-26-14 029-276-7557 029-276-7557
76 若松　義昌 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾏｻ 正会員 若松歯科医院 ﾜｶﾏﾂｼｶｲｲﾝ 318-0032 茨城県高萩市大和町1-27 0293-22-2417 0293-24-2016
77 渡辺　進 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ 正会員 県西 渡辺歯科医院 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ 308-0053 茨城県筑西市外塚821 0296-22-2248 0296-22-4104
78 渡辺　崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 正会員 県西 渡辺歯科医院 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ 308-0053 茨城県筑西市外塚821 0296-22-2248 0296-22-4104
79 渡邉　恭伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 正会員 日立 わたなべ歯科クリニック ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 319-1411 茨城県日立市川尻町6-52-10 0294-25-3955 0294-25-3955
80 渡辺　義宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 正会員 日立 医療法人　宏和会　日精歯科 ｺｳﾜｶｲ ﾆｯｾｲｼｶ 319-1413 茨城県日立市小木津町1-42-26 0294-42-4119 0294-42-6911
81 海老澤　進 ｴﾋﾞｻﾜ ｽｽﾑ 正会員 珂北 三反田歯科クリニック ﾐﾀﾝﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 312-0021 茨城県ひたちなか市三反田3291-3 029-275-3545 029-275-3545
82 小野　準一 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 準会員 珂北 三恵デンタルスタジオ ｻﾝｹｲﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵ 312-0032 茨城県ひたちなか市津田1749-3 029-272-5787 029-272-5787
83 狩野　大介 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ 準会員 珂北 D-Tek ﾃﾞｨｰﾃｯｸ 312-0031 茨城県ひたちなか市後台457-5 029-274-7978 029-274-7978
84 川和田　美行 ｶﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 準会員 水戸 有限会社デンタルスタジオ水戸 ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵﾐﾄ 311-4153 茨城県水戸市河和田町3809-8 029-254-4135 029-254-4163
85 熊倉　賢哉 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾔ 準会員 Ken Dental Creation ｹﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ 319-0305 茨城県水戸市中原町1-1 029-257-5251 029-257-5254
86 向後　洋一 ｺｳｺﾞ ﾖｳｲﾁ 準会員 鹿行 向後セラミックス有限会社 ｺｳｺﾞｾﾗﾐｯｸｽ 314-0112 茨城県神栖市知手中央4-12-8 0299-96-3886 0299-97-0789
87 齊間　元気 ｻｲﾏ ﾓﾄｷ 準会員 SDクリエイト ｴｽﾃﾞｨｸﾘｴｲﾄ 311-0122 茨城県那珂市戸3984-2 090-7257-7094
88 櫻井　盛二 ｻｸﾗｲ ｾｲｼﾞ 準会員 珂北 有限会社茨城歯研 ｲﾊﾞﾗｷｼｹﾝ 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川892-1 029-302-1188 029-233-1333
89 佐藤　正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 準会員 珂北 有限会社かんとうセラミックス ｶﾝﾄｳｾﾗﾐｯｸｽ 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田1450-13 029-274-0956 029-274-0957
90 高橋　嶺 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 準会員 東西茨城 高橋歯科技工所 ﾀｶﾊｼｼｶｷﾞｺｳｼﾞｮ 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3524-135 029-292-0618 029-292-0618
91 中島　清史 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｼ 準会員 日立 有限会社KNデンタルラボラトリー ｹｰｴﾇﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 319-1416 茨城県日立市田尻町1-31-16 2F 0294-25-3907 0294-25-3908
92 長山　祥一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 準会員 珂北 デプラボ ﾃﾞﾌﾟﾗﾎﾞ 319-2251 茨城県常陸大宮市姥賀町2981-2 0295-53-5155 0295-53-5518
93 福田　隼人 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 準会員 水戸 協和歯科技工研究所 ｷｮｳﾜｼｶｷﾞｺｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 310-0052 茨城県水戸市松本町2-30 029-227-4776 029-227-4776
94 宮本　順市 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 準会員 県南 株式会社ジャステック ｼﾞｬｽﾃｯｸ 302-0123 茨城県守谷市乙子51-6 0297-48-1521 0297-48-3582
95 矢野　誠記 ﾔﾉ ｾｲｷ 準会員 pro-arm ﾌﾟﾛｱｰﾑ 311-0104 茨城県那珂市堤920-1 029-298-6186 029-298-6186
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