
















北海道北海道北海道北海道
さくらだ あきひろ さっぽろ矯正歯科クリニック
桜田 明宏 北海道札幌市豊平区中の島1条西3丁目7-11
ほんまけん ホンマ矯正歯科
本間 研 北海道札幌市中央区南1条西20丁目1-1

東北東北東北東北
ふじた としや ふじた矯正歯科
藤田 俊哉 秋田県秋田市手形山崎町4-22
ひぐち やすのぶ ひぐち矯正歯科
樋口 育伸 福島県福島市置賜町7-6アルプスビル4F

北関東北関東北関東北関東
わかまつ しんじ 水戸歯科クリニック矯正歯科センター
若松 進治 茨城県水戸市大工町3-3-26
あきやま まひと ひたちの矯正歯科医院
秋山 真人 茨城県牛久市ひたち野東2丁目13-33
いなみ よしひろ いなみ矯正歯科医院
稲見 佳大 栃木県真岡市荒町2094-13
さいとう たくま さいとう矯正歯科
齋藤 卓麻 群馬県前橋市南町4-16-3サウススクエア1F

南関東南関東南関東南関東
かわばた きみこ (医)豊仁会三井病院歯科矯正科
川端 喜美子 埼玉県川越市連雀町19-3
やまぐち さとし さとし矯正歯科クリニック
山口 賢 埼玉県志木市本町5-24-6木下ビル3F
おにくぼ たいら おにくぼ矯正歯科
鬼久保 平 埼玉県上尾市上町1-4-18ODCビル１F
かねもと ひろあき かねもと矯正歯科
兼元 廣明 千葉県千葉県船橋市本町6-4-20平和ビル3F
わくり ひでなお 芝山台歯科診療所 矯正歯科部門
和栗 秀直 千葉県船橋市芝山3-1-1芝山台歯科医療センター
ほし たかお 星歯科矯正
星 隆夫 神奈川県相模原市中央区矢部4-12-11
やまもと かづひろ カマクラデントフェイシャルオーソピディクス山本歯科・矯正
山本 一宏 神奈川県鎌倉市小町1-5-21森ビル3F
なかがわ やすお 中川矯正歯科
中川 靖郎 神奈川県小田原市千代654-1
こうの つとむ 医療法人社団河正会　こうの歯科診療所
河野 力 神奈川県小田原市鴨宮601-5
やました ひろし ドルフィン矯正・小児歯科
山下 博史 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-2タチバナビル2F

JBO認定矯正専門医 （日本歯科矯正専門医学会会員） 

☎ 029-226-2534

☎ 029-875-8552

☎ 0285-81-0303

☎ 027-223-5141

☎  ☎ ☎☎ 047-463-9060

☎ 042-755-0822

☎ 0467-22-6702

☎ 0465-48-5455

☎ 0466-28-4488

☎ 011-833-4188

☎ 011-641-4182

☎ 018-837-8711

☎ 024-521-3600

☎ 049-222-8236

☎ 048-486-8877

☎ 048-779-2525

☎ 047-425-1232

☎ 0465-42-4477

とりす ひでお とりす歯科矯正
鳥巣 秀男 神奈川県藤沢市藤沢971-1リベール藤沢ビル6F
あさくら てるお 朝倉歯科矯正
朝倉 照雄 神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1-5
こん まさひろ (医)育歯会　溝口矯正歯科
今 政宏 神奈川県川崎市高津区下作延309　MSB 5F

東京東京東京東京
あまの のりひと 天野矯正歯科
天野憲人 東京都西東京市富士町4-13-25シーリン東伏見2F
はやし ひろあき はやし矯正歯科クリニック
林弘明 東京都東大和市南街4-20-6SAWADAビル2F
ひるま やすあき 医療法人社団トモニアユム ひるま矯正歯科
晝間康明 東京都立川市曙町2-9-1菊谷ビルディング2F
よごさわ ふみお よごさわ歯科矯正
与五沢文夫 東京都港区南青山5-3-10From1st. 303
ももせ たもつ 王子神谷矯正歯科クリニック
百瀬保 東京都北区王子5-10-1戸部ビル2F

甲信越・北陸甲信越・北陸甲信越・北陸甲信越・北陸
はら しょうじ 原矯正歯科
原省司 新潟県上越市大手町5-45
ふかまち ひろおみ ふかまち歯科矯正
深町博臣 新潟県新潟市中央区弁天1-4-22グリンビル3F
いけ げんたろう 池矯正歯科医院
池元太郎 新潟県新潟市西区寺尾東3丁目2-19
ささがわ みやこ 笹川矯正歯科
笹川美也子 新潟県新潟市秋葉区川口638-3
おおの ひでのり おおの矯正歯科
大野秀徳 長野県上田市上田原688-1
みやした かつし 宮下矯正歯科
宮下勝志 山梨県富士吉田市ときわ台1-1-24
さわはた よしあき さわはた矯正歯科医院
澤端喜明 富山県富山市総曲輪3-9-11サンシャイン総曲輪3F
せき やすひろ せき矯正歯科医院
関康弘 富山県魚津市上村木1-14-31
やまだ ひでき 歯科矯正ちどり歯科医院
山田秀樹 富山県富山市公文名16
いしい かずひろ 矯正歯科石井クリニック
石井一裕 石川県小松市日の出町1丁目176NABEビル２F

東海・近畿東海・近畿東海・近畿東海・近畿
かない かねひで かない矯正歯科医院
金井鐘秀 愛知県岡崎市上明大寺町2-15
なかむら りょうじ 中村歯科・矯正歯科
中村良司 岐阜県土岐市泉町久尻39-3

☎ 0268-28-5611

☎ 055-522-8148

☎ 025-264-1511

☎ 042-590-3655

☎ 042-526-3376

☎ 0564-25-0505

☎ 0572-55-1125

☎ 0250-21-7777

☎ 076-494-1688

☎ 0765-24-2181

☎ 076-422-3748

☎ 0761-23-0141

☎ 03-3499-3441

☎ 03-5902-3600

☎ 025-526-5800

☎ 025-243-3330

☎ 042-460-8421

☎ 0466-27-5050

☎ 0467-87-0085

☎ 044-888-4099



ひろしま くにやす アイウエオ矯正歯科医院
廣島 邦泰 三重県伊賀市服部町３丁目９８番地
かたかみ かつあき ウイング栗東矯正歯科クリニック
片上 勝秋 滋賀県栗東市綣3-2-15リーデンススクエア栗東1F
しみず みきお しみず矯正歯科クリニック
清水 美輝雄 奈良県奈良市右京1-4-2サンタウンひまわり館3F
みやもと けいじろう みやもと矯正歯科医院
宮本 敬次郎 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-8-25田中愛ビル4F

中国・四国中国・四国中国・四国中国・四国
くわき とおる くわき矯正歯科クリニック
桑木 徹 岡山県倉敷市堀南810-1
こじま としつぐ こじま矯正歯科
小島 敏嗣 広島県広島市中区河原町2-13
ひろすえ よしひさ 広末歯科矯正
広末 善久 高知県 高知市杉井流17-6
みせ しゅんじ みせ矯正歯科
三瀬 駿二 愛媛県松山市森松町1131-3
わじま たけひこ 医療法人歯顎会　歯ならび矯正歯科医院
和島 武毅 愛媛県新居浜市寿町1-43

九州・沖縄九州・沖縄九州・沖縄九州・沖縄
ゆうだ つとむ 医療法人ゆうだ矯正歯科医院
夕田 勉 福岡県福岡市東区千早4-22-11千早ガーデン1F
おおき すなお おおき矯正歯科
大木 淳 福岡県北九州市小倉北区真鶴1-1-22-2F
ふじた くにひこ ふじた矯正歯科医院
藤田 邦彦 福岡県北九州市戸畑区沢見1-1-11
ありまつ としあき ありまつ矯正歯科医院
有松 稔晃 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1-7日本生命ビル２F
せのお ようこ ありまつ矯正歯科医院
妹尾 葉子 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1-7日本生命ビル２F
のきた くにひろ のきた矯正歯科医院
䅏田 邦裕 福岡県久留米市東和町1-17フィールドビル2F
はまさき こうじろう はまさき矯正歯科医院
浜崎 広二朗 福岡県飯塚市吉原町6-1　あいタウン 4F
きたぞの しゅんじ 医療法人きたぞの歯科矯正
北園 俊司 鹿児島県鹿児島市南林寺町25-1
かかず よしや 歯ならび矯正クリニック
嘉数 好哉 沖縄県浦添市宮城1-26-8平安ビル203

☎ 093-621-8811

☎ 093-621-8811

☎ 0942-32-3121

☎ 0948-22-8200

☎ 099-226-0071

☎ 098-875-4187

☎ 088-885-0885

☎ 089-956-5533

☎ 0897-41-8143

☎ 092-682-1901

☎ 093-592-4065

☎ 093-871-3930

☎ 0595-22-9992

☎ 077-554-5565

☎ 0742-70-3111

☎ 0745-73-4041

☎ 086-441-1100

☎ 082-293-5355

【著作権について】
JSO監修の「マンガで分かる！歯科矯正」は、歯科矯正に関する正しい情報を提供することを目的として、
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