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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
〒
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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!
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 6,691医院

累計寄付金額

1,437,782,858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12月31日現在）

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。

※順不同、敬称略 ※2018年12月1日～12月31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

2018年12月は、385歯科医院のみなさまにご寄付いただきました。
 北海道・東北
【北海道】あかつき総合歯科
【北海道】あさひまち歯科クリニック
【北海道】石田歯科医院
【北海道】一般社団法人札幌歯科医師会 
　　　　口腔医療センター
【北海道】医療法人広仁会 緑ヶ丘ファミリー歯科
【北海道】医療法人社団 木下歯科医院
【北海道】医療法人仁友会 日之出歯科真駒内診療所
【北海道】オイワケデンタルクリニック
【北海道】おおまちデンタルオフィス
【北海道】木村きよし歯科
【北海道】さくら歯科・矯正歯科
【北海道】須貝歯科医院
【北海道】高台歯科クリニック
【北海道】庭瀬歯科医院
【北海道】東札幌緑の杜歯科クリニック
【北海道】羊ケ丘歯科医院
【北海道】マキタ歯科医院
【青森県】シンフォニー・デンタル・クリニック
【青森県】浜の町歯科クリニック
【岩手県】青木歯科医院
【岩手県】おいかわ歯科医院
【岩手県】佐藤たもつ歯科医院
【岩手県】三浦歯科医院
【宮城県】中島丁 馬渕歯科・矯正歯科
【宮城県】なのはな歯科
【宮城県】松田歯科医院
【秋田県】こまい歯科 関東
【秋田県】寺岡歯科医院
【秋田県】平塚歯科医院
【山形県】永田歯科医院
【山形県】沼澤歯科医院
【福島県】あべ歯科医院
【福島県】市場歯科医院
【福島県】寿泉堂香久山病院
【福島県】中島歯科医院
【福島県】のうち歯科クリニック
【福島県】ヒカリ歯科クリニック
【福島県】宝沢伊藤歯科医院
【福島県】渡部圭一歯科
 関東
【茨城県】あやデンタルクリニック
【茨城県】さいとう歯科
【茨城県】椎名歯科医院
【茨城県】林歯科医院
【茨城県】陽光台根本歯科クリニック
【栃木県】伊沢歯科医院
【栃木県】入江デンタルクリニック
【栃木県】おのざき歯科医院
【栃木県】粕谷歯科医院
【栃木県】齋藤歯科医院
【栃木県】さとう歯科クリニック
【栃木県】佐貫歯科医院
【栃木県】田沼歯科医院
【栃木県】はやし歯科医院
【栃木県】吉田歯科医院
【栃木県】よしデンタルクリニック
【群馬県】あおぞら歯科クリニック
【群馬県】医療法人健歯会 石井歯科医院
【群馬県】柳町歯科医院

【岐阜県】青島歯科医院
【岐阜県】あべ歯科医院
【岐阜県】加藤歯科医院
【岐阜県】富田歯科医院
【岐阜県】とも歯科クリニック
【岐阜県】にしわき歯科
【岐阜県】はま歯科医院
【岐阜県】原歯科医院
【静岡県】医療法人社団仁静会 
　　　　音羽歯科クリニック
【静岡県】金原歯科医院
【静岡県】静岡県立静岡がんセンター
　　　　歯科口腔外科
【静岡県】柴田歯科医院
【静岡県】なかじま歯科医院
【静岡県】宮城島歯科医院
【静岡県】ヤス歯科医院
【静岡県】渡辺歯科医院
【愛知県】医療法人 鈴木歯科クリニック
【愛知県】医療法人 デンタルクリニック服部
【愛知県】おはよう歯科
【愛知県】金山歯科医院
【愛知県】鈴木歯科クリニック
【愛知県】タクミ歯科医院
【愛知県】どんぐり歯科
【愛知県】はせがわ歯科医院
【愛知県】ファミリーデンタルイシダ
【愛知県】福岡歯科医院
【愛知県】むらまつ歯科医院
【愛知県】山岡歯科医院
 近畿
【三重県】あい歯科クリニック
【三重県】いのまた歯科
【三重県】ゆみ子歯科
【滋賀県】飯田歯科医院
【滋賀県】上野歯科医院
【滋賀県】うえはら歯科
【滋賀県】おおやま歯科クリニック
【滋賀県】川尻歯科医院
【滋賀県】コウ歯科クリニック
【滋賀県】野上歯科医院
【滋賀県】本康歯科クリニック
【京都府】あおき歯科
【京都府】医療法人 ふくしま小児歯科医院
【京都府】うまほり西田歯科医院
【京都府】かおり歯科医院
【京都府】金子歯科医院
【京都府】高録歯科医院松園診療所
【京都府】柴田歯科医院
【京都府】宮本歯科医院
【京都府】明治国際医療大学附属病院 歯科
【京都府】もり矯正歯科
【大阪府】荒木歯科医院
【大阪府】石垣歯科医院
【大阪府】石塚歯科医院
【大阪府】磯田歯科医院
【大阪府】いちかわ歯科医院
【大阪府】いなだ歯科クリニック
【大阪府】今市田中歯科医院
【大阪府】医療法人寺嶋・塚田こどもクリニック
　　　　みづほ歯科

【島根県】青木歯科医院
【島根県】医療法人政信会 そう歯科医院
【島根県】なんば歯科医院
【島根県】安村歯科医院
【岡山県】医療法人真和会 タナベ歯科医院
【岡山県】片山歯科医院
【広島県】いなだ歯科医院
【広島県】医療法人社団 フジモト歯科
【広島県】折田歯科医院
【広島県】かねだ歯科医院
【広島県】さとう歯科クリニック
【広島県】塩崎歯科医院
【広島県】竹下歯科医院
【広島県】二井歯科クリニック
【広島県】ハセ歯科医院
【広島県】三戸歯科医院
【山口県】相沢歯科医院
【山口県】ふじもと歯科クリニック
【徳島県】岡本歯科
【徳島県】佐久間歯科医院
【徳島県】松岡歯科医院
【香川県】アキ歯科医院
【香川県】いちはら歯科クリニック
【香川県】しつかわ歯科医院
【愛媛県】医療法人港南歯科クリニック
【愛媛県】医療法人朋春会 吉井歯科クリニック
【愛媛県】来住歯科
【愛媛県】高橋歯科医院
【愛媛県】はやし歯科
【愛媛県】藤田歯科医院
【高知県】野田歯科診療所
【福岡県】医療法人 かねがえ歯科クリニック
【福岡県】オリモト歯科医院
【福岡県】岸本歯科医院
【福岡県】しまず歯科医院
【福岡県】竹下歯科医院
【福岡県】はなさとデンタルクリニック
【福岡県】平井歯科クリニック
【福岡県】ひろた歯科医院
【佐賀県】岡本歯科医院
【長崎県】みくりや歯科医院
【熊本県】浦田歯科医院
【熊本県】久木野歯科診療所
【熊本県】せき歯科クリニック
【熊本県】ひまわり歯科
【熊本県】百間歯科医院
【熊本県】渡辺歯科医院
【大分県】大内歯科医院
【大分県】おの歯科医院
【大分県】西郷歯科医院
【宮崎県】尾池歯科医院
【宮崎県】高木歯科医院
【宮崎県】ゆうこうデンタルクリニック
【鹿児島県】おかもと歯科医院
【鹿児島県】社会医療法人聖医会
　　　　　サザン・リージョン病院
【鹿児島県】松下歯科
【鹿児島県】森原歯科医院
【沖縄県】とくだ歯科クリニック

【群馬県】ヤナセ歯科医院
【埼玉県】今城歯科クリニック
【埼玉県】医療法人 香取歯科医院
【埼玉県】医療法人信仁会 増田歯科医院
【埼玉県】医療法人双島会アイル歯科クリニック
【埼玉県】大久保歯科医院
【埼玉県】けんと歯科
【埼玉県】志木おじま歯科
【埼玉県】市役所通り歯科医院
【埼玉県】匠歯科クリニック
【埼玉県】たざき歯科医院
【埼玉県】田中歯科医院
【埼玉県】戸口歯科医院
【埼玉県】原田歯科医院
【埼玉県】ファースト歯科クリニック
【埼玉県】松見歯科医院
【千葉県】atむらやま歯科クリニック
【千葉県】アルビスデンタルクリニック
【千葉県】かしま歯科医院
【千葉県】ここのえ歯科
【千葉県】たつみ歯科
【千葉県】つだぬま矯正歯科
【千葉県】角田歯科医院
【千葉県】デンタルクリニック ララ
【千葉県】ながなわ歯科
【千葉県】馬場歯科医院
【千葉県】一橋歯科クリニック
【千葉県】ベルダム歯科クリニック
【千葉県】南流山駅前歯科医院
【東京都】アイリス・デンタルクリニック
【東京都】青山アリス歯科医院
【東京都】新井歯科
【東京都】有明デンタルクリニック
【東京都】泉歯科
【東京都】伊藤歯科医院
【東京都】医療法人社団康正会 リキタケ歯科医院
【東京都】医療法人社団KDC かなもり歯科クリニック
【東京都】（医）丸山会 丸山歯科医院
【東京都】医療法人社団緑水会 緑ヶ丘歯科
【東京都】笠茂歯科医院
【東京都】きしだ歯科クリニック
【東京都】久保歯科医院（大田区）
【東京都】久保歯科医院（江東区）
【東京都】斎藤歯科医院
【東京都】澤歯科医院
【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】しまの歯科医院
【東京都】鈴木歯科
【東京都】鈴木歯科 南阿佐ヶ谷クリニック
【東京都】住吉ミモザ歯科・矯正歯科
【東京都】関歯科クリニック
【東京都】宝田歯科医院
【東京都】尚原歯科医院
【東京都】西新井デンタルクリニック
【東京都】西原歯科クリニック
【東京都】西早稲田歯科
【東京都】橋本歯科医院
【東京都】原歯科医院
【東京都】ふかほり歯科
【東京都】藤井かおる歯科医院

【東京都】三宅歯科医院
【東京都】むらかみ歯科
【東京都】桃園通り村上歯科医院
【東京都】安木歯科医院
【東京都】由井歯科医院
【東京都】YUZ DENTAL tsukishima
【東京都】吉樹デンタルクリニック
【神奈川県】石田歯科医院
【神奈川県】医療法人赤枝会 赤枝病院
【神奈川県】医療法人VERITASうえの歯科医院
【神奈川県】医療法人社団光彩会つづき歯科医院
【神奈川県】医療法人信和会 中島歯科医院
【神奈川県】大久保歯科医院
【神奈川県】オオトウ歯科医院
【神奈川県】大船駅北口歯科
【神奈川県】金子歯科医院
【神奈川県】鎌倉小野歯科クリニック
【神奈川県】志岐歯科医院
【神奈川県】新丸子デンタルクリニック
【神奈川県】鈴木歯科医院
【神奈川県】瀧本歯科医院
【神奈川県】田中歯科診療所
【神奈川県】田辺歯科医院
【神奈川県】浜崎歯科医院
【神奈川県】響歯科医院
【神奈川県】フィルミーデンタルクリニック
　　　　　ホワイトエッセンス
【神奈川県】宮川歯科医院
【神奈川県】本宮歯科医院
【神奈川県】脇本矯正歯科医院
【神奈川県】渡辺歯科医院
 中部
【新潟県】上条渡辺歯科医院
【新潟県】津南デンタルクリニック
【新潟県】新潟県済生会三条病院 歯科
【新潟県】藤戸歯科
【新潟県】ホープ歯科クリニック
【新潟県】三村歯科医院
【富山県】大城歯科医院
【富山県】広野歯科クリニック
【富山県】やまぎし歯科クリニック
【石川県】医療法人千手会 おおのり歯科医院
【石川県】金沢大学附属病院 歯科口腔外科
【石川県】独立行政法人国立病院機構
　　　　金沢医療センター
【石川県】野町デンタルクリニック
【石川県】はしもとデンタルクリニック
【石川県】ばんどう歯科医院
【石川県】ヒラ歯科医院
【石川県】山本歯科クリニック
【福井県】多田歯科クリニック
【山梨県】京嶋歯科医院
【山梨県】名取歯科医院
【長野県】あうる歯科医院
【長野県】伊沢歯科医院
【長野県】医療法人クリーン歯科医院
【長野県】かがやき歯科クリニック
【長野県】笠原歯科医院
【長野県】小山歯科医院
【長野県】さいわい歯科医院
【長野県】横澤歯科医院

【大阪府】医療法人 寿樹会 あさい歯科クリニック
【大阪府】医療法人中谷歯科医院
【大阪府】医療法人浜沢歯科医院
【大阪府】うえすぎ歯科クリニック
【大阪府】上田にしもと歯科医院
【大阪府】生地歯科医院
【大阪府】大橋小児歯科医院
【大阪府】おかべ歯科クリニック
【大阪府】小川歯科
【大阪府】北野歯科医院
【大阪府】晃司歯科医院
【大阪府】児玉歯科
【大阪府】近藤歯科医院
【大阪府】諏訪歯科医院
【大阪府】高井歯科医院
【大阪府】髙端デンタルクリニック
【大阪府】タケダ歯科
【大阪府】つきたに歯科医院
【大阪府】中川歯科クリニック
【大阪府】中塚歯科医院
【大阪府】なかつか歯科矯正歯科クリニック
【大阪府】中野歯科医院
【大阪府】中南歯科医院
【大阪府】ならもと歯科医院
【大阪府】錦歯科医院
【大阪府】はおか歯科医院
【大阪府】はやた歯科クリニック
【大阪府】平田歯科医院
【大阪府】藤井歯科医院
【大阪府】藤田歯科医院
【大阪府】堀内歯科医院
【大阪府】堀歯科医院
【大阪府】ますもと歯科クリニック
【大阪府】松林歯科
【大阪府】三上歯科クリニック
【大阪府】みやけ歯科医院
【大阪府】宮野歯科医院
【大阪府】安永歯科
【大阪府】渡辺歯科医院
【兵庫県】井上歯科クリニック
【兵庫県】医療法人社団 松割歯科クリニック
【兵庫県】おおいし歯科クリニック
【兵庫県】きたなか歯科医院
【兵庫県】ケイ歯科クリニック
【兵庫県】たかとり歯科医院
【兵庫県】谷上歯科医院
【兵庫県】たまき歯科クリニック
【兵庫県】津田歯科医院
【兵庫県】福島歯科
【兵庫県】村上歯科医院
【兵庫県】森本歯科
【兵庫県】もりもと歯科
【兵庫県】山田歯科医院
【兵庫県】米村歯科医院
【奈良県】鵜山歯科医院
【奈良県】おだ歯科クリニック
【奈良県】かじはら歯科医院
【奈良県】野阪歯科医院
【和歌山県】岩端歯科医院
中国・四国・九州・沖縄
【鳥取県】米子デンタルクリニック


