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寄付受付後、「受領日」「重量」を記載した、
受領証を発行。子どもたちからのサンキュー
レターも届きます。定期的に冊子やWeb、
メルマガで、活動報告をお届けします。

〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル
TEL. 03-6229-5111 FAX. 03-6229-5110
http://www.nippon-foundation.or.jp/

Facebookで
最新情報公開中！

日本財団は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適切な管理、保護に取り組んでいます。

お申し込み
STEP 1

下のハガキをポストに投函、もしくはFAX
等でお申し込みください。金属回収容器や
ポスター等を無料でお届けします。

ハガキまたはFAXをご利用ください

撤去冠の寄付
STEP 2

結果のお知らせ
STEP 3

TOOTH FAIRYに参加して、子どもたちを応援しよう！

料金受取人払郵便
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差出有効期限
平成31年4月30日まで
（切手不要）
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東京都港区赤坂1-2-2
日本財団
歯の妖精 TOOTH FAIRY係行

医院名

フリガナ

お名前

フリガナ

医院住所
〒

電話番号

FAX

E-mail
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□ ホームページ等での公開を希望しない歯科医院名・住所等を
HPや新聞等で紹介し、
顕彰いたします。 ※公開を望まない場合は、□にチェックを付けてください。

0120-24-2471

参加のお申し込みは
こちらから。

左の「参加お申し込みハガキ」に必要事項をご記入の上、ポストへ
ご投函ください。（切手は不要です）

TOOTH FAIRY 検索

受付時間 9:00ー17:00（平日受付）

すでに参加お申し込みいただいた方で登録内容を変更したい方は、
WEBサイト（http://tooth-fairy.jp）内右上の参加内容更新フォーム
にて受け付けております。変更したい内容をフォームに入力して
いただき、送信してください。

03-6229-5140

ハガキ

TEL

FAX

WEB

参加お申し込みハガキ

金属回収容器を
無料でお届け！

必要事項（ハガキの内容）をご記入の上、切り取ってご送信ください。

※パートナー会社…相田化学工業株式会社、アサヒプリテック株式会社、松田産業株式会社（日本メディカルテクノロジー株式会社、北海道地区：アオキ化学株式会社）

パートナー会社※スタッフが医院を
訪問した際、撤去冠をお預かりし、
発送を代行いたします。

0120-24-2471

集荷専用フリーダイヤルから
お引き受け

パートナー会社が発送代行

（平日9時ー17時）
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新規参加歯科医院募集中!
新しい年の初めに、子どもたちに笑顔を届けませんか？

歯科医師と患者さんの社会貢献活動

通信

2019

冬号



参加歯科医院累計
6,684医院

累計寄付金額

1,437,706,617円

応援歯科医師会累計15歯科医師会

全国の歯科医院で
支援の輪が広がっています。

ありがとう！

（2018年11月現在）

抜けた乳歯を枕元に置いて眠ると、夜中に歯の妖

精が現れて、歯とプレゼントを交換する―。日本財

団歯の妖精TOOTH FAIRYは、西洋のおとぎ話

にヒントを得て、治療で不要になった金属が、子ど

もたちを喜ばせるすてきなプレゼントになったら、

という想いから始まったプロジェクトです。

TOOTH FAIRYとは？
トゥース フェアリー

役目を終えた歯科撤去金属が、
子どもたちに笑顔を届けます。

2018年10～11月は、293歯科医院のみなさまにご寄付いただきました。

※順不同、敬称略 ※2018年10月1日～11月30日までに当財団にて金属を受領した歯科医院名を掲載（匿名希望の歯科医院を除きます）

寄付金は

子どもたちの支援活動に！
100%
｜歯科撤去金属をリサイクル！｜

主な支援先

闘病する子どもたちと家族を支える施設の
整備や、看護生活のストレスを和らげる家族
旅行や交流を行い、子どもたちと家族をサ
ポートします。

チャレンジキッズプロジェクト
難病の子どもたちと家族の支援

学校建設と村落開発を同時に行うことで、継
続的な教育支援を子どもたちに届け、貧困
の連鎖を断ち切ります。

スクールプロジェクト
ミャンマー学校建設支援

全国
2万人以上
を支援

これまでに
36校建設

 北海道・東北
【北海道】あいファミリー歯科
【北海道】旭川リハビリテーション病院
【北海道】阿部歯科医院
【北海道】医療法人社団優駿会
　　　　白石ファミリー歯科
【北海道】えばたデンタルオフィス
【北海道】おおさき歯科クリニック
【北海道】工藤歯科医院
【北海道】高橋歯科メモリアル
【北海道】ちりべつファミリー歯科
【北海道】野の花歯科医院
【北海道】船津歯科・矯正歯科クリニック
【北海道】ライオン歯科クリニック
【青森県】根城歯科クリニック
【岩手県】赤荻歯科医院
【岩手県】医療法人小原クリニック
　　　　おばら歯科医院
【岩手県】医療法人潤心会 神の前歯科医院
【岩手県】くぼた矯正歯科クリニック
【岩手県】ホリデーデンタルクリニック
【岩手県】山本歯科医院
【宮城県】こぐえ歯科クリニック
【宮城県】汐見台歯科
【宮城県】たかはし歯科医院
【宮城県】南光台歯科医院
【宮城県】野村歯科医院
【秋田県】あいば歯科クリニック
【秋田県】しんどう歯科クリニック
【福島県】いがり歯科医院
【福島県】ハロー矯正歯科・歯科クリニック
 関東
【茨城県】石浜歯科医院
【栃木県】印出井歯科医院
【栃木県】加藤かつま歯科クリニック
【栃木県】カトレア柴田歯科
【栃木県】川島歯科
【栃木県】かわまた歯科医院
【栃木県】荒神橋のだ歯科医院
【栃木県】ともファミリー歯科
【栃木県】はやし歯科医院
【栃木県】松井歯科医院
【栃木県】やまうち歯科クリニック
【群馬県】新前橋歯科医院
【群馬県】ふくしま町歯科クリニック
【群馬県】森田歯科医院
【埼玉県】勝沼歯科医院
【埼玉県】勝沼歯科クリニック
【埼玉県】小堀歯科医院
【埼玉県】高木歯科医院
【埼玉県】たかせ歯科医院
【埼玉県】成田歯科医院

【埼玉県】ネオ歯科医院
【埼玉県】膝子つのい歯科医院
【埼玉県】わたなべ歯科
【千葉県】いで歯科医院
【千葉県】医療法人社団済世会
　　　　デンタルオフィス凛
【千葉県】医療法人社団 地曳歯科医院
【千葉県】植田歯科クリニック
【千葉県】尾上歯科医院
【千葉県】勝山歯科医院
【千葉県】高浜デンタルクリニック
【千葉県】つだぬま矯正歯科
【千葉県】ベルダム歯科クリニック
【千葉県】若宮歯科医院
【東京都】暁歯科医院
【東京都】あき歯科医院
【東京都】有明デンタルクリニック
【東京都】医療法人社団 中島歯科医院
【東京都】医療法人社団衆望会
　　　　うすい歯科・矯正歯科クリニック
【東京都】医療法人社団もいわ会 金町歯科
【東京都】宇田川歯科医院
【東京都】江古田歯科クリニック
【東京都】おおうち矯正歯科小児歯科クリニック
【東京都】岡村デンタルクリニック
【東京都】桐原歯科医院
【東京都】栗田歯科医院
【東京都】コスモス歯科
【東京都】齋藤歯科医院
【東京都】さくら歯科医院
【東京都】澤田歯科医院
【東京都】しぶかわ歯科クリニック
【東京都】スズキ歯科医院
【東京都】第一生命保険㈱日比谷診療所歯科
【東京都】多摩歯科医院
【東京都】たんぽぽ歯科クリニック
【東京都】なるかわ歯科医院
【東京都】西辻歯科医院
【東京都】宮山歯科医院
【東京都】桃園通り村上歯科医院
【東京都】山崎歯科医院
【東京都】山田歯科クリニック
【神奈川県】アイリス歯科
【神奈川県】今村歯科医院
【神奈川県】医療法人社団 追浜歯科医院
【神奈川県】医療法人社団オリエント
　　　　　後藤歯科医院
【神奈川県】医療法人社団佐藤歯科医院
【神奈川県】上原歯科医院
【神奈川県】岡村デンタルクリニック
【神奈川県】金安歯科医院
【神奈川県】金子歯科医院

【神奈川県】Kデンタルクリニック
【神奈川県】K.Dental clinic
【神奈川県】地挽歯科医院
【神奈川県】シマムラ歯科
【神奈川県】逗子デンタルクリニック
【神奈川県】辻堂ステラ歯科
【神奈川県】鳥居歯科医院
【神奈川県】なかの歯科クリニック
【神奈川県】新妻歯科クリニック
【神奈川県】花水歯科医院
【神奈川県】ひらの矯正歯科
【神奈川県】まつお歯科医院
【神奈川県】山口歯科医院
 中部
【新潟県】間歯科医院
【新潟県】（医）尽誠会 新栄町歯科医院
【新潟県】医療法人社団 和久井歯科医院
【新潟県】小林歯科医院
【新潟県】さとう歯科医院
【新潟県】廣瀬歯科クリニック
【新潟県】フェイス歯科医院
【新潟県】堀歯科医院
【富山県】原田歯科医院
【富山県】ふじた歯科医院
【富山県】みどり歯科医院
【石川県】すみやま歯科クリニック
【石川県】竹内歯科医院
【石川県】なりのぼう歯科口腔外科クリニック
【石川県】はすいけ歯科
【福井県】藤田歯科医院
【山梨県】おがた歯科医院
【長野県】いとう歯科医院
【長野県】春日歯科医院
【長野県】みむら歯科医院
【長野県】八千穂青森歯科医院
【岐阜県】あべ歯科医院
【岐阜県】伊藤歯科医院
【岐阜県】いとうデンタルクリニック
【岐阜県】まさき歯科
【岐阜県】宮本矯正歯科医院
【静岡県】今村歯科医院
【静岡県】大庭歯科医院
【静岡県】尾崎歯科医院
【静岡県】折原歯科医院
【静岡県】是永歯科医院
【静岡県】柴田歯科医院
【静岡県】すぎやま歯科クリニック
【静岡県】鈴木歯科医院
【静岡県】つかはら歯科医院
【静岡県】中村歯科医院
【静岡県】にいづま歯科
【静岡県】ニシナ歯科医院

【静岡県】浜松赤十字病院
【静岡県】久永歯科医院
【静岡県】八木歯科東新田クリニック
【静岡県】ワタナベ歯科第二クリニック
【愛知県】あさひ歯科
【愛知県】あらかわ歯科医院
【愛知県】こじま歯科医院
【愛知県】小西歯科医院
【愛知県】三愛歯科医院
【愛知県】すぎやま歯科
【愛知県】竹内歯科医院
【愛知県】つかもと歯科
【愛知県】トミオ歯科医院
【愛知県】はが歯科クリニック
【愛知県】林歯科
 近畿
【三重県】伊東歯科医院
【三重県】医療法人 宇治山田歯科医院
【三重県】宮崎歯科医院
【滋賀県】あかい歯科医院
【滋賀県】うかい歯科クリニック
【滋賀県】大音歯科医院
【滋賀県】小川歯科医院
【滋賀県】高山歯科医院
【滋賀県】東條歯科医院
【滋賀県】堀歯科医院
【京都府】糸井歯科医院
【京都府】佐々木歯科
【京都府】嶋村歯科医院
【京都府】田坂歯科医院
【京都府】もり矯正歯科
【大阪府】有岡歯科医院
【大阪府】石原歯科
【大阪府】市原歯科
【大阪府】いで歯科医院
【大阪府】医療法人 豊歯科医院
【大阪府】医療法人尾崎歯科医院
【大阪府】医療法人寿樹会 あさい歯科クリニック
【大阪府】医療法人優伸会えがしら歯科
【大阪府】いわずみ歯科
【大阪府】大枝歯科医院
【大阪府】大野歯科医院
【大阪府】大野歯科医院
【大阪府】奥歯科医院
【大阪府】木下歯科医院
【大阪府】京田デンタルクリニック
【大阪府】沢田歯科医院
【大阪府】たかぎ歯科・矯正歯科
【大阪府】タナベ歯科
【大阪府】たむら歯科医院
【大阪府】デンタルクリニックいその
【大阪府】とみぐち歯科

【大阪府】那須歯科医院
【大阪府】にしかわ歯科医院
【大阪府】野上歯科医院
【大阪府】のむら歯科クリニック
【大阪府】林歯科医院
【大阪府】平野歯科医院
【大阪府】松浦歯科クリニック
【大阪府】まつざき歯科クリニック
【大阪府】森井歯科クリニック
【大阪府】八木歯科医院
【大阪府】吉村歯科医院
【大阪府】綿谷歯科クリニック
【大阪府】わたなべ往診歯科
【兵庫県】市川歯科医院
【兵庫県】井上歯科クリニック
【兵庫県】医療法人社団 実光歯科クリニック
【兵庫県】岡野歯科医院
【兵庫県】尾村歯科医院
【兵庫県】神田歯科医院
【兵庫県】宝塚市国民健康保険診療所
【兵庫県】たけのの歯科
【兵庫県】てらだ歯科クリニック
【兵庫県】三木歯科医院
【兵庫県】米田歯科
【奈良県】医療法人冨森会 冨森歯科医院
【奈良県】田中歯科診療所
【和歌山県】医療法人良和会 仲河歯科医院
【和歌山県】後藤歯科
【和歌山県】中島歯科医院
 中国・四国・九州・沖縄
【鳥取県】太田歯科医院
【鳥取県】みなみ歯科医院
【島根県】島田歯科医院
【岡山県】公益社団法人 玉島病院 歯科
【岡山県】PMJ歯科診療所
【広島県】アルファデンタルオフィス
【広島県】IKEDA DENTAL CLINIC
【広島県】医療法人社団秀信会 岡本歯科医院
【広島県】梶谷歯科医院
【広島県】かとう歯科・矯正歯科
【広島県】かやだ歯科医院
【広島県】熊谷歯科クリニック
【広島県】河野歯科医院
【広島県】坂田歯科医院
【広島県】竹下歯科医院
【広島県】広島口腔保健センター
【広島県】古川歯科医院
【広島県】やました歯科
【山口県】井上歯科医院
【山口県】牟礼歯科医院
【徳島県】井上歯科診療所
【徳島県】医療法人 こんどう歯科クリニック

【徳島県】つばさ歯科クリニック
【徳島県】三宅歯科医院
【香川県】シミズ歯科医院
【香川県】ただ歯科医院
【愛媛県】あたらし歯科医院
【愛媛県】みやもと子ども歯科
【高知県】どい歯科クリニック
【福岡県】岩佐歯科医院
【福岡県】久原歯科医院
【福岡県】社会保険 田川病院
　　　　歯科・口腔外科外来
【福岡県】清野歯科医院
【福岡県】ナカノ歯科医院
【福岡県】なかむら歯科医院
【福岡県】野田歯科医院
【福岡県】フミエこども歯科クリニック
【佐賀県】うめづ歯科・小児歯科医院
【長崎県】たちばな歯科医院
【長崎県】ながはま歯科医院
【長崎県】東歯科医院
【長崎県】またの歯科医院
【長崎県】村岡ゆき歯科クリニック
【長崎県】宮崎歯科医院
【熊本県】伊藤歯科医院
【熊本県】うらた歯科医院
【大分県】麻生歯科 大分駅南クリニック
【大分県】いわみず歯科クリニック
【大分県】きよなが歯科クリニック
【宮崎県】田島歯科医院
【宮崎県】ハートデンタルクリニック
【鹿児島県】医）旺和会 みちよデンタルクリニック
【鹿児島県】小浜歯科医院
【鹿児島県】公益社団法人 姶良地区歯科医師会
　　　　　口腔保健センター
【沖縄県】ともよせ歯科医院


