
白河市①

電 話 番 号 診 療 時 間

月火木金　9：30～12：00

　 〃　 　14：00～16：30

医 療 機 関 名 住　　　所

〒961-0905

白河市結城72

白河市九番町26-1

水土　　　9：30～12：00

0248-24-0671青村歯科医院
白河市本町63

秋山歯科医院

〒961-0309

0248-34-3741

月火木金　9：00～12：00

白河市東深仁井田刈敷坂86
　 〃　 　14：00～19：00

五十嵐歯科医院

〒961-0905

0248-23-3473

月火水金　8：30～11：30

白河市本町36
　 〃　 　14：00～18：00

木土　　　8：30～11：30

土曜日　　9：00～14：00

安部歯科医院

〒961-0933

0248-23-1123

月火水金　9：00～18：30

木土　　　9：00～12：00

　

白河市新蔵9

河島歯科医院

〒961-0954

0248-23-2739

月火水金　9：00～19：30

白河市天神町53
木曜日　　9：00～18：30

土曜日　　9：00～12：30

かたの歯科医院

〒961-0041

0248-22-8833

月・火・水・金・土

　　　 9：00～12：30

14：30～17：30

国井歯科医院

〒969-0308

0248-46-2558

月・火・水・金・土

白河市大信増見字増見306-1
　　　 9：00～13：00

14：30～19：00

九番町歯科クリニック

〒961-0875

0248-27-3711

月水金　9：30～19：00

火曜日　9：30～17：30

※木曜日の診療不定休。TELにて確認。

木土　　9：30～12：00

〒961-0075

0248-24-1188

〒961-0416

0248-32-4347

月・火・水・金・土

　　　 9：00～12：30

14：30～17：30

佐藤歯科医院

〒961-0993

0248-23-1184

月火水金土　8：30～12：00

　　〃　　  14：00～18：30

木曜日　　　8：30～12：00

Kurabe矯正歯科

白河クリニック

白河市表郷金山

　　　　　　字井戸尻100-2

　　〃　　14：00～19：00

白河市中山南3-12

月火金　14：00～19：00

白河市会津町58-23
日曜日　10：00～12：00

斎須歯科医院

歯 科 医 院



白河市②

電 話 番 号

須藤歯科医院

〒961-0905

0248-22-6460

月火水木金　9：00～12：30

白河市本町14
　　〃　  　15：00～19：00

土曜日　　　9：00～12：30

鈴木歯科医院

〒961-0416

0248-32-2029

月火水木金　9：00～19：00

土曜日　　　9：00～12：00白河市表郷金山

　　　　　　字竹ノ内16

土曜日　   　 9：00～18：00

白河市大信町屋字沢田12たいしん歯科診療所

〒969-0309

0248-46-2005

月火木金　　9：00～18：00

土曜日　　　9：00～12：00

医 療 機 関 名 住　　　所 診 療 時 間

土曜日　　  9：30～13：00

土曜日　　　9：00～17：00

ベイシア白河モール内

白河市立石127-1

菅原ビル1F

だいらく歯科クリニック

〒961-0856

0248-23-8211

月火水金　9：00～18：30

白河市新白河１丁目230
木曜日　　9：00～13：00

土曜日　　9：00～17：00

　　〃　　  14：00～18：00

大栄歯科クリニック 木曜日　　    9：00～12：30

                 白井ビル2F

医療法人　健清会

しらかわファミリー歯科 白河市老久保28

白河市新白河１丁目120

白河歯科クリニック

〒961-0075

0248-22-7133

月火水金土　9：30～12：30

白河市会津町34-60
　　〃　　  14：30～19：00

木曜日　　　9：30～12：30

〒961-0831

サンデンタルクリニック

〒961-0856

0248-24-8020

月火木金　10：00～18：00

0248-21-0001

月・水・木・金・土・日

9：00～20：00

〒961-0951

0248-22-2833

月火水金　　9：00～18：30

白河市中町42

白河みなみ歯科クリニック

〒961-0063

0248-24-3730

月火水木金　9：00～18：00

白河市薄葉4-131
土曜日　　   8：40～17：30

鈴木歯科医院

〒961-0972

〒961-0856

0248-24-5551

月火水金　9：30～18：00

白河市新白河４丁目58 木土　　　9：30～12：00

ウィステリアK2-102号

新白河歯科口腔外科

医療クリニック

0248-22-6191

月火水木金　9：00～12：00

歯 科 医 院



白河市③

電 話 番 号

はやし歯科医院

〒961-0955

0248-24-1818

月・火・水・金・土

白河市道場町15
9：00～18：00

永山歯科医院

〒961-0915

0248-27-1646

月・火・水・金・土

白河市馬町下11-6
9：00～18：00

早坂歯科医院

〒961-0045

0248-24-6480

月・火・水・木・金

白河市合戦坂16
　9：00～19：00

土曜日　9：00～13：00

円谷歯科医院

〒961-0054

0248-27-1255

月火水金　9：00～19：00

白河市北中川原158 木曜日　　9：00～12：30

土曜日　　9：00～17：00

内藤歯科クリニック 0248-22-7252

月火水金　   9：00～12：00

　　〃　　 14：00～18：00

　〃　　     14：00～17：00

木曜日　　   9：00～13：00

土曜日　　   9：00～12：00

〒961-0011

白河市久田野前田55-1

医療法人　伸藤会

（※受付 11：30まで）

高山歯科医院 土曜日　　9：00～12：00

〒961-0856

白河市新白河３丁目102

住　　　所 診 療 時 間医 療 機 関 名

0248-22-7733

月火木金　9：00～19：00

（※受付 18：30まで）

＊祝日がある週は、水曜日診察あり

ひまわり歯科医院

〒961-0021

0248-23-5991

月・火・水・金・土

白河市関辺引目橋29-10
　　　 9：00～12：30

14：00～17：30

Bellデンタルクリニック

〒961-0831

0248-23-8461

火水木金　10：00～13：30　

白河市老久保15-1

　　〃　　15：30～20：00

　〃          14：00～17：00

土日祝　　 9：00～12：00

ほずみ歯科医院

〒961-0862

0248-22-7211

月火水金　9：30～19：30

木曜日　　9：30～17：00

土曜日　　9：30～13：00

まるやま歯科医院

〒961-0021

0248-23-9146

月・火・水・金・土

白河市関辺川前20-5
　 9：30～18：30

木曜日　9：30～12：30

白河市三番町8

　　　　アネックス三番館

歯 科 医 院



白河市④

電 話 番 号

三森歯科医院

〒961-0942

0248-23-2401

月金　　9：00～19：00

白河市愛宕町51

火水　　9：00～17：30

土曜日　9：00～16：00

木曜日　9：00～12：30

医 療 機 関 名 住　　　所 診 療 時 間

山本歯科医院

〒961-0971

0248-24-2888

月火水金　9：00～18：30

白河市昭和町148-5

医療法人社団 佐藤歯科医院

JUN  DENTAL  CLINIC

木曜日　　9：00～12：30

土曜日　　9：00～17：00

〒961-0856

0248-21-8845

月火水木金　9：30～13：00

白河市新白河１丁目9-10
　　〃　  　14：30～19：00

土曜日　　　9：30～13：00

よしなり歯科医院

〒961-0954

0248-24-3020

月火水金土　9：00～18：00

白河市天神町25 木曜日　　　9：00～12：30

歯 科 医 院


