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『せせんた』７月号の歯科医療特集で本院が紹介されました
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高田歯科クリニック
http: //takada418.jp
9：00 〜13：00 ／ 15：00 〜 20: 00
10:00 〜 13:00 ／ 15 : 00 〜 18 : 00
火・祝祭日
インプラント 1 本の標準料金 30 万〜 40 万円（総額）。保険適用外。
〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-21-7 ルナ 1 階
ＪＲ･ 地下鉄 / 荻窪駅南口徒歩 1 分
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2004八王子インプラント
センター勤務
2009荻窪にて開業
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東京・荻窪
『高田歯科クリニック』

歯科医療特集

歯科医院のイメージを変えた
明るく落ち着いたクリニックで最新の治療を。
TOKYO・SUGINAMI

『せせんた』５月号の歯科医療特集で本院が紹介されました

敗戦後の混乱期から世界に肩を並べるまで復興を遂げた激動の昭和を支えてこられたシルバーエイジ。今
回お訪ねしたのは、患者様にはそんな方々の奥様が多いという『高田歯科クリニック』。中央線で新宿から
10分の荻窪駅南口にあります。院長の高田徹先生は「患者さんとは一生のお付き合いになると思っています
ので、通院したくなるような環境造りを心掛け、治療も常に質の高い最新のものを提供できるように努力し
ています｣ とのことです。言葉の端々には、患者さんに対する深い思いやりが伝わってきました。

