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千 葉 市 中 央 区
太田歯科クリニック 千葉市中央区都町２−２０−１６ 043-233-5015

旭町歯科医院 千葉市中央区旭町１９−１０ 043-224-1615

医療法人社団皓歯会　下向歯科医院 千葉市中央区東本町８−２６ 043-222-3059

木村歯科 千葉市中央区祐光４−１−１０ 043-227-0118

愛保歯科医院 千葉市中央区本町１−３−１ 043-222-4329

宮崎歯科医院 千葉市中央区本町３−１−６ 043-225-0338

濱野歯科医院 千葉市中央区本町３−２−７ 043-227-4922

医療法人社団明陽会　メイヨ歯科診療所 千葉市中央区中央１−１−１ 043-224-6863

石神歯科 千葉市中央区中央１−１０−６榎家ビル３Ｆ 043-225-6256

本間歯科医院 千葉市中央区中央３−９−１０グリーンランド千葉中央ビル１０２ 043-222-8778

医療法人社団仁静堂　平山歯科医院 千葉市中央区中央３−１２−３仁静堂ビル２階 043-223-0808

宮下歯科 千葉市中央区中央３−１８−６なかはらビル５Ｆ 043-222-7759

医療法人社団済世会　デンタルオフィス蓮 千葉市中央区本千葉町１−１　４F 043-222-6777

医療法人社団聖裕会　井上歯科 千葉市中央区富士見２−３−１塚本大千葉ビル５Ｆ 043-222-7000

大百堂歯科医院 千葉市中央区富士見２−５−１５塚本千葉第三ビル　７Ｆ 043-222-1766

ア歯科水戸診療所 千葉市中央区富士見２−９−２８山崎ビル９Ｆ 043-227-0219

おぎはら歯科クリニック 千葉市中央区富士見２−１５−１ワラビビル３F 043-224-7038

小林歯科医院 千葉市中央区富士見２−２５−１ショッピングセンター内 043-222-4814

喜多詰歯科診療所 千葉市中央区栄町４０−１３ 043-222-5448

新井歯科医院 千葉市中央区要町１６−１１ 043-224-7911

医療法人社団済世会　デンタルオフィス凛 千葉市中央区院内２−１５−１ベッリーノ伊藤１Ｆ 043-225-1155

藤本歯科医院 千葉市中央区新宿１−２５−２ 043-242-4650

医療法人社団稔会タナベデンタルクリニック 千葉市中央区新宿２−５−８アサヒロイヤルマンション２Ｆ 043-243-2560

小林歯科医院 千葉市中央区新宿２−５−１２ 043-246-7738

斉藤歯科クリニック 千葉市中央区新宿２−１２−１新宿レジデンス１０１ 043-247-8281

柳井歯科医院 千葉市中央区新宿２−１２−７ 043-203-0418

佐藤歯科医院 千葉市中央区出洲港１３−１５みなと住宅管理棟１Ｆ 043-241-8041

松本歯科 千葉市中央区新田町３−１０ 043-243-0222

たきもと歯科・矯正歯科 千葉市中央区新町１９−１１新町Ｎビル２Ｆ 043-247-3306

額賀歯科クリニック 千葉市中央区新町２１−３ 043-247-6363

医療法人社団皓歯会　央歯科医院 千葉市中央区新千葉１−７−３ＣＳＢ新千葉ビル３Ｆ 043-247-4180

内山歯科医院 千葉市中央区新千葉２−１８−４ 043-241-2019

藤本歯科登戸医院 千葉市中央区登戸１−４−１０ 043-248-1030

秋山歯科医院 千葉市中央区登戸２−７−９ 043-242-5451

水谷歯科医院 千葉市中央区登戸２−１４−５ 043-243-8211

小川歯科医院 千葉市中央区登戸３−１５−８ 043-241-1716

坂口歯科医院 千葉市中央区春日１−２０−５ 043-242-5076

阿左見歯科医院 千葉市中央区春日２−２１−６ 043-241-4913

小峯歯科医院 千葉市中央区汐見丘町９−１７ 043-241-2515

滝沢歯科医院 千葉市中央区東千葉１−５−７ 043-287-0058

高品歯科医院 千葉市中央区東千葉２−１−８アスールカーサ２０２ 043-256-7770

片岡歯科 千葉市中央区東千葉２−７−７ナイスアーバン千葉１０２ 043-255-5858

星野歯科クリニック 千葉市中央区椿森２−４−３ 043-251-4524

橋本歯科医院 千葉市中央区松波２−５−８ 043-251-8043

矢部歯科医院 千葉市中央区松波２−１３−１８ 043-251-5821

小手歯科医院 千葉市中央区松波４−１４−１３ 043-251-6195

医療法人社団愛和会　アイボリー歯科医院 千葉市中央区松波４−２０−１２ 043-287-0538

医療法人社団尚歯会　千葉ＥＳ歯科医院 千葉市中央区弁天１−１−３鈴木ビル４Ｆ 043-251-4182

弁天歯科クリニック 千葉市中央区弁天１−２−３ＫＭビル６Ｆ 043-285-0230
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新井歯科クリニック 千葉市中央区弁天１−１０−３白樺フラッツ１階 043-255-0709

かおる歯科 千葉市中央区弁天２−２３−１弁天プラザ１F 043-253-9486

さくら歯科医院 千葉市中央区弁天３−８−２ 043-287-8804

医療法人社団致祥会　尾﨑歯科医院 千葉市中央区仁戸名町３６８ 043-261-3921

小川歯科医院 千葉市中央区仁戸名町５５３−４ 043-261-1663

浜野歯科 千葉市中央区仁戸名町５５５−２ 043-264-1251

花輪歯科医院 千葉市中央区花輪町１０１−４ 043-263-8269

しんかわ歯科クリニック 千葉市中央区宮崎町４７−１１８ 043-268-6660

斉藤歯科医院 千葉市中央区松ケ丘町６３３ 043-261-0760

篠宮歯科医院 千葉市中央区星久喜町９４６−７ 043-265-8148

高原歯科医院 千葉市中央区星久喜町１１６２−１６ 043-261-3762

國分歯科医院 千葉市中央区大森町２６８−７島田ビル２Ｆ 043-264-8308

ハマダ歯科 千葉市中央区大森町４７６−１ 043-262-0818

セントラル歯科医院 千葉市中央区生実町９３１−１５ 043-268-3116

すずき歯科 千葉市中央区蘇我１−３−５ 043-309-5677

みつなり歯科医院 千葉市中央区浜野町１８９−１３ 043-266-6688

星野歯科医院 千葉市中央区浜野町１１１３−１星野ビル２Ｆ 043-264-8241

医療法人社団秀和会　浜野歯科医院 千葉市中央区浜野町１３９８ 043-264-7164

コスモ歯科医院 千葉市中央区今井１−２３−１０コスモ１５ビル２Ｆ 043-266-2888

医療法人社団福寿会　鷲見医院歯科 千葉市中央区今井２−７−９ 043-266-4325

めぐみ歯科医院 千葉市中央区白旗２−２−５ 043-264-3317

有明歯科医院 千葉市中央区白旗２−１８−７ニューハイツ白旗１０１ 043-265-5354

若菜デンタルオフィス 千葉市中央区南町２−１０ 043-265-7886

小山歯科医院 千葉市中央区南町２−１１−１ 043-208-2525

ここのえ歯科医院 千葉市中央区南町３−４−５古市ビル２Ｆ 043-266-7020

そがみなみ歯科クリニック 千葉市中央区南町３−１６−２６マルエツ蘇我南町店２F 043-208-6480

南町歯科医院 千葉市中央区南町３−１８−１５ 043-265-1810

磯貝歯科 千葉市中央区末広１−１５−１４ 043-224-5300

たけい歯科 千葉市中央区千葉寺町３１０−１ 043-266-3334

おおもり歯科クリニック 千葉市中央区千葉寺町１１９５−５青葉パークプラザビル２０２号 043-262-1818

医療法人社団千光会　やまぐち歯科 千葉市中央区千葉寺町１２２３−４ 043-300-8148

石川歯科医院 千葉市中央区青葉町１２３９−１６ 043-208-1482

柳川歯科医院 千葉市中央区葛城２−１２−５５ 043-224-3723

医療法人社団　ちばの杜デンタルクリニックＴＭＰ 千葉市中央区長洲１- ２２- ２プラーズ長洲２０１　 043-307-8585

松岡歯科 千葉市中央区長洲１−２４−１エスカイア本千葉第１　２０８ 043-225-9044

医療法人社団紫源会　鈴木歯科医院 千葉市中央区長洲１−２６−１０ 043-222-4574

藤本歯科長洲医院 千葉市中央区長洲２−２０−１７ 043-225-2030

ナイスデンタルクリニック 千葉市中央区市場町２-１３ 043-201-7133

医療法人社団修友会　中山歯科医院 千葉市中央区市場町９−１９ 043-222-4474

千 葉 市 美 浜 区
若林歯科クリニック 千葉市美浜区幸町１−２−２桑田ビル１階 043-301-6715

けやき通り歯科クリニック 千葉市美浜区幸町１−１４−３ 043-245-0024

水野歯科クリニック 千葉市美浜区幸町１−１５−１望月ビル 043-243-2577

ジャスミン歯科クリニック 千葉市美浜区幸町２−１７−１−１０１ 043-204-5648

保科歯科 千葉市美浜区高浜１−１１−１ 043-248-2406

高浜デンタルクリニック 千葉市美浜区高浜３−４−２ 043-279-8148

ひまわり歯科医院 千葉市美浜区高浜４−７−５ 043-277-1310

医療法人社団恭和会　中村デンタルクリニック 千葉市美浜区高浜６−３−２ 043-279-8814

医療法人社団　吉田歯科医院 千葉市美浜区高洲１−３−９ 043-248-0561

こうず歯科医院 千葉市美浜区高洲１−１６−３ 043-247-4182
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秋山歯科医院 千葉市美浜区高洲１−１６−５４ 043-243-3431

やまざき歯科 千葉市美浜区高洲１−２１−１三基ビル２F 043-278-7117

𠮷川歯科医院 千葉市美浜区高洲１−２４−２不動産会館２Ｆ 043-279-9991

ふくだ歯科 千葉市美浜区高洲２−３−１６ 043-245-1992

伊藤歯科医院 千葉市美浜区高洲３−２−１８ 043-277-1597

医療法人社団康樹会　海岸歯科室 千葉市美浜区高洲３−１４−６ストニービル３Ｆ 043-278-7318

稲浜歯科 千葉市美浜区稲毛海岸３−１−２９ 043-244-9088

医療法人社団峯友会　木島歯科医院 千葉市美浜区真砂２−２−７ 043-278-3688

医療法人社団尚歯会　フェリア歯科医院 千葉市美浜区真砂４−２−６ 043-270-2969

エーデル歯科クリニック 千葉市美浜区真砂５−３５−１３ 043-279-0030

始平堂歯科医院 千葉市美浜区磯辺１−４９−１ 043-277-3337

医療法人社団守徳会　とのぎ小児歯科 千葉市美浜区磯辺４−１５−２５ 043-278-5241

ほそい歯科医院 千葉市美浜区磯辺４−１９−８ 043-277-1044

医療法人社団峯友会　峯デンタルクリニック 千葉市美浜区磯辺５−１０−１パークシティ検見川浜西の街１Ｆ 043-303-1681

高橋歯科医院 千葉市美浜区磯辺７−１７−１５ 043-278-4182

サンライト歯科医院 千葉市美浜区打瀬２−１−１公園東の街 043-350-3900

アイデンタルクリニック 千葉市美浜区打瀬２-１１パティオス６番街５ 043-239-9993

うたせデンタルオフィス 千葉市美浜区打瀬３−７パティオス２１番街１３３ 043-213-7506

松田矯正歯科 千葉市美浜区ひび野１−４−３新日本ビル２階 043-274-7111

医療法人社団玄同会  古賀テクノガーデン歯科 千葉市美浜区中瀬１−３幕張テクノガーデンＦ−１Ｆ 043-274-6480

大林歯科医院 千葉市美浜区幕張西２−５−２ 043-272-3695

おだか小児歯科 千葉市美浜区幕張西２−７−１６ＣＵＢＥリノベーションビル１Ｆ 043-441-3786

医療法人社団慧仁会　幕張西歯科医院 千葉市美浜区幕張西３−３−３ 043-273-7373

千葉市花見川区
医療法人社団祥和会　こてはし台歯科医院 千葉市花見川区こてはし台５−１−９ 043-259-7003

飯髙歯科医院 千葉市花見川区こてはし台５−２０−１６ 043-257-6474

すがや歯科クリニック 千葉市花見川区こてはし台６−１７−８ 043-286-3833

小室歯科医院 千葉市花見川区千種町２２６−１８ 043-250-4117

山崎歯科 千葉市花見川区千種町２９５−２千葉鉄工団地会館３Ｆ 043-257-0316

ちぐさ歯科クリニック 千葉市花見川区千種町３３３−９こてはしショピングセンター南店２Ｆ 043-257-7003

真壁歯科医院 千葉市花見川区西小中台５−２３ 043-271-1332

岡本歯科クリニック 千葉市花見川区畑町４２６−１２Ｆ 043-275-1551

畑町歯科クリニック 千葉市花見川区畑町４４６−６９ 043-273-5316

今井歯科医院 千葉市花見川区畑町６６２−２４０ 043-272-7597

佐藤歯科医院 千葉市花見川区朝日ケ丘１−２５−１ 043-274-0303

さいとう歯科医院 千葉市花見川区朝日ヶ丘１−２８−１８中台ビル１Ｆ 043-272-8441

南花園歯科医院 千葉市花見川区南花園２−２−２１ 043-213-2220

医療法人社団優英会　宮間歯科医院 千葉市花見川区南花園２−９−７ 043-272-4000

中村歯科医院 千葉市花見川区検見川町３−３０２−１ 043-271-2218

馬場歯科医院 千葉市花見川区検見川町３−３０４−５ 043-271-4322

砂川歯科検見川医院 千葉市花見川区検見川町３−３１２−１６ 043-272-7272

５丁目歯科クリニック 千葉市花見川区検見川町５−２２９２−５ 043-274-7157

横山歯科医院 千葉市花見川区花園１−８−２ 043-275-1035

さくらい歯科クリニック 千葉市花見川区花園１−１５−６ 043-273-5777

医療法人社団康進会　たかデンタルクリニック 千葉市花見川区花園１−２１−１１　１Ｆ 043-276-8110

髙橋歯科医院 千葉市花見川区花園２−１−１１ 043-271-7326

斎藤歯科クリニック 千葉市花見川区花園２−１−２５万仁ビル１Ｆ 043-275-2004

あすか歯科医院 千葉市花見川区瑞穂３−１−１ 043-350-0120

医療法人社団アイワ会　アイワ歯科医院 千葉市花見川区幕張町４−４１７−２５イトーヨーカ堂幕張店２Ｆ 043-271-4834

おおたけ歯科医院 千葉市花見川区幕張町５−１５０−７ 043-299-2210
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かわしまデンタルクリニック 千葉市花見川区幕張町５−２２７−７ 043-272-4618

大橋歯科クリニック 千葉市花見川区幕張町５−４１７−２８１第８マチイビル２Ｆ 043-275-2882

川崎歯科医院 千葉市花見川区幕張町６−２７３ 043-272-8656

笠原歯科医院 千葉市花見川区幕張本郷１−３−１１−２０４号 043-272-2326

中村歯科医院 千葉市花見川区幕張本郷１−３−６市原第一ビル２０１ 043-275-8900

しおざわ歯科クリニック 千葉市花見川区幕張本郷１−４−３５ 043-213-0661

三浦歯科医院 千葉市花見川区幕張本郷１−１１−２ワコービル３０１ 043-297-2552

小口デンタルクリニック 千葉市花見川区幕張本郷２−６−１８坐古ビル１Ｆ 043-272-6471

医療法人社団健尚会　いわね歯科 千葉市花見川区幕張本郷２−２１−３ 043-276-1118

まくはり本郷歯科 千葉市花見川区幕張本郷５−４−１ＥＳビル２Ｆ 043-276-6480

６丁目いとう歯科 千葉市花見川区幕張本郷６−２５−５ 043-274-0590

医療法人社団理誠会　蔵本歯科医院 千葉市花見川区幕張本郷７−２８−１−１０１ 043-297-3633

石川デンタルクリニック 千葉市花見川区幕張本郷７−４１−９ 043-275-7565

高木歯科医院 千葉市花見川区長作町１２６６−６ 043-216-0648

じぬし歯科医院 千葉市花見川区作新台１−６−１０ 043-258-4618

木屋歯科医院 千葉市花見川区花見川２−４４−１０２ 043-259-2032

はやし歯科 千葉市花見川区長作台２−２７−１７ 043-257-8848

小野歯科医院 千葉市花見川区柏井１−１−３２ 043-259-6646

千 葉 市 稲 毛 区
おおぞら歯科クリニック 千葉市稲毛区長沼原町７３１−１７フレスポ稲毛イーストモール１Ｆ 043-312-1051

市川歯科医院 千葉市稲毛区山王町９９−１３ 043-422-4102

かずなか歯科クリニック 千葉市稲毛区山王町３４６−２ 043-424-3023

イオンタウン稲毛長沼歯科クリニック 千葉市稲毛区長沼町１１２−２ 043-216-6480

松上歯科医院 千葉市稲毛区長沼町２５９−７１ 043-250-2300

ながぬま歯科医院 千葉市稲毛区長沼町５００−６ 043-286-1195

藤尾歯科医院 千葉市稲毛区作草部町６５８−１ 043-287-8654

高橋歯科医院 千葉市稲毛区作草部１−７−１１ 043-254-3040

井上歯科医院 千葉市稲毛区天台４−１−１３宏友ビル２Ｆ 043-251-1701

佐々小児歯科クリニック 千葉市稲毛区天台４−３−３−１０９ 043-254-6480

天台歯科医院 千葉市稲毛区天台５−１−１６ 043-256-0558

西千葉フラワー歯科医院 千葉市稲毛区轟町１−７−１７−１０２ 043-287-6480

吉野歯科医院 千葉市稲毛区轟町４−８−１６吉野ビル１Ｆ 043-206-1839

おおにし歯科クリニック 千葉市稲毛区緑町１−８−５ 043-238-0024

松本歯科医院 千葉市稲毛区緑町２−２−１８ 043-247-2032

文教通り歯科クリニック 千葉市稲毛区穴川２−４−１ 043-285-2560

斉藤歯科医院 千葉市稲毛区穴川２−１１−２２ 043-252-1375

穴川３丁目歯科 千葉市稲毛区穴川３−１−２２ 043-252-3520

倉沢歯科クリニック 千葉市稲毛区稲毛東２−２−１１ 043-246-2211

さかい歯科クリニック 千葉市稲毛区稲毛東２−３−１２ 043-243-9010

たんぽぽ歯科 千葉市稲毛区稲毛東３−８−１９中元中央ビル１Ｆ 043-243-8241

医療法人社団明佳会　稲毛デンタルクリニック 千葉市稲毛区稲毛東３−１５−７１５藤ビル３F 043-241-0002

柴田歯科医院 千葉市稲毛区稲毛東３−１９−２０菊地ビル３Ｆ 043-242-0452

ふせ歯科クリニック 千葉市稲毛区稲毛町５−６１６ 043-246-1800

前川歯科医院 千葉市稲毛区黒砂台３−５−１２ 043-287-2526

諸隈歯科医院 千葉市稲毛区黒砂１−１５−１ 043-241-0431

鈴木歯科医院 千葉市稲毛区小仲台２−５−３稲栄ビル６Ｆ 043-255-8847

医療法人社団稲翠会　稲毛ファミリー歯科 千葉市稲毛区小仲台２−６−５中元ビル３F 043-207-8322

てつ・えりデンタルクリニック 千葉市稲毛区小仲台３−９−１０ 043-254-7343

富永歯科医院 千葉市稲毛区小仲台６−１４−１ 043-287-5922

西村歯科医院 千葉市稲毛区小仲台８−１８−１藤野ビル２Ｆ 043-256-3511
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小中台歯科クリニック 千葉市稲毛区小中台９−５−１４ 043-253-1855

医療法人社団歯門会　小代歯科医院 千葉市稲毛区小中台町２７４−３ 043-255-3351

三浦歯科医院 千葉市稲毛区小中台町１３４１−１中村ビル３０２ 043-256-6565

永井歯科医院 千葉市稲毛区園生町１３８−８ 043-255-1778

三田歯科医院 千葉市稲毛区園生町１４６−７ 043-284-8484

しのはら歯科医院 千葉市稲毛区園生町２５３−１０ 043-256-6474

高原歯科クリニック 千葉市稲毛区園生町３９２−７コンフォール園生１Ｆ 043-286-1122

医療法人社団優美会　きらら歯科医院 千葉市稲毛区園生町４０７−７ＴＳビル１Ｆ 043-207-3266

いけだ歯科医院 千葉市稲毛区園生町４４４−６４ 043-284-4848

法花堂歯科医院 千葉市稲毛区園生町１２２３−１稲毛パークハウスＡ−１０７ 043-255-2510

信愛歯科医院 千葉市稲毛区あやめ台１−１４−１０５ 043-284-4182

北野歯科医院 千葉市稲毛区宮野木町９９５−２９ 043-285-2626

大岩歯科医院 千葉市稲毛区宮野木町１７２２−１２３ 043-257-3055

宮野木歯科医院 千葉市稲毛区宮野木町１７３７−１１ 043-257-6143

千 葉 市 若 葉 区
みどり歯科 千葉市若葉区千城台西１−４−３平山ビル２Ｆ 043-237-8082

大林歯科 千葉市若葉区千城台西１−３６−１ 043-237-1055

さいとう歯科クリニック 千葉市若葉区千城台北３−１１−１２ 043-237-8241

神田歯科クリニック 千葉市若葉区千城台北３−２１−１ 043-237-4180

羽成歯科医院 千葉市若葉区小倉台３−９−７ 043-232-1459

三愛歯科クリニック 千葉市若葉区小倉台６−２６−８ 043-235-3328

丸山歯科医院 千葉市若葉区小倉町１６６８−８ 043-232-6318

かくた歯科医院 千葉市若葉区北大宮台１５−１０ 043-264-8020

大宮台歯科医院 千葉市若葉区大宮台６−３−１４ 043-266-7427

いちょう通り歯科クリニック 千葉市若葉区若松町２３７５−２０ 043-233-2100

医療法人社団泉涌会　オサダ歯科医院 千葉市若葉区高品町１５９７−９ 043-233-4182

田中歯科医院 千葉市若葉区都賀１−１９−４ 043-233-3516

医療法人社団弘済会　さえぐさ歯科クリニック 千葉市若葉区都賀３−１３−１ 043-235-5252

医療法人社団春葉会　松浦歯科医院 千葉市若葉区都賀３−１５−１７ 043-232-7732

大寄歯科医院 千葉市若葉区都賀３−１８−５ 043-233-2261

医療法人社団海星会　都賀デンタルクリニック 千葉市若葉区都賀３−２−５なかや第２ビル４Ｆ 043-235-4182

岡崎歯科医院 千葉市若葉区都賀３−９−１都賀Ｍ３ビル　１階Ｂ−２ 043-231-8194

小澤歯科医院 千葉市若葉区都賀３−２４−１都賀ＭＴビル２Ｆ 043-232-6785

金子歯科医院 千葉市若葉区西都賀１−１５−４ヤマヨビル２Ｆ 043-287-5928

ヒデ歯科医院 千葉市若葉区西都賀３−８−６ 043-256-1500

西都賀歯科医院 千葉市若葉区西都賀３−１４−２ 043-256-5582

河野歯科医院 千葉市若葉区西都賀３−２４−７ 043-253-0262

白鳥歯科医院 千葉市若葉区若松台３−２２−６ 043-233-6261

医療法人社団青慈会　原田歯科クリニック 千葉市若葉区桜木２−１６−２４ 043-232-9988

はせがわ歯科 千葉市若葉区桜木４−１６−４８ 043-234-8241

ルーミス歯科医院 千葉市若葉区桜木５−２−９モデラート・シティ１０７ 043-234-6480

藤井歯科医院 千葉市若葉区桜木北１−３−５８ 043-233-6262

小川歯科医院 千葉市若葉区みつわ台２−１０−１０ 043-284-9773

本間歯科 千葉市若葉区みつわ台２−３８−８ 043-253-0648

うえの歯科医院 千葉市若葉区みつわ台４−１−８−２０１ 043-207-5150

池田歯科医院 千葉市若葉区都賀の台１−２２−１３ 043-255-8487

尾﨑歯科医院 千葉市若葉区東寺山町５８１−４ 043-254-8217

ひまわり歯科クリニック 千葉市若葉区中野町２０１−３ 043-372-6480

千 葉 市 緑 区
しみず歯科クリニック 千葉市緑区誉田町１−１３９−４ 043-291-8704
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亀澤歯科医院 千葉市緑区誉田町１−７９０−３２ 043-291-6639

石川歯科医院 千葉市緑区誉田町２−２１−６５ 043-292-1464

谷中歯科医院 千葉市緑区誉田町２−２４ 043-291-7008

鎌取中央歯科医院 千葉市緑区鎌取町１１４ 043-265-0641

古市場デンタルクリニック 千葉市緑区古市場町９０６−２９ 043-261-1540

村田歯科医院 千葉市緑区おゆみ野１−１２−６ 043-300-4888

かまとり歯科医院 千葉市緑区おゆみ野２−１７−７ 043-292-2525

むろふし歯科クリニック 千葉市緑区おゆみ野３−５−１７−１０２ 043-292-4818

ゆかこ歯科医院 千葉市緑区おゆみ野３−１０−３ＩＴオフィスＨＡＮＡ１０２ 043-497-2885

トムラ歯科クリニック 千葉市緑区おゆみ野３−２２−６かまとりクリニックビル５Ｆ 043-293-1770

氏家歯科医院 千葉市緑区おゆみ野４−３９−２ 043-292-6474

おゆみ野歯科医院 千葉市緑区おゆみ野５−５−１３ 043-292-4618

医療法人社団 Rheb　おがわ歯科医院 千葉市緑区おゆみ野中央１−２１−１ 043-291-6555

医療法人社団彰美会　吉本矯正歯科 千葉市緑区おゆみ野中央６−１４−８ 043-292-6480

高村歯科医院 千葉市緑区おゆみ野中央７−１８−３ 043-292-4827

あきにわ歯科クリニック 千葉市緑区おゆみ野中央９−１６−１９ 043-312-1802

徳田歯科医院 千葉市緑区おゆみ野南２−５−１７ 043-292-6224

有吉歯科医院 千葉市緑区おゆみ野有吉６−１１ 043-291-2422

木屋歯科診療所 千葉市緑区越智町８２２−６１ 043-294-5151

毛利歯科医院 千葉市緑区土気町１６３２−１ 043-294-7821

石原歯科医院 千葉市緑区あすみが丘１−１８−４ 043-205-6480

佐久間歯科医院 千葉市緑区あすみが丘１−２４−４ 043-294-0382

医療法人社団松濤会　まつもと歯科医院 千葉市緑区あすみが丘１−３８−９ 043-295-0414

医療法人社団　おおきど歯科医院 千葉市緑区あすみが丘１−４７−３ 043-294-8341

あべ歯科医院 千葉市緑区あすみが丘４−１−１和光ビル２Ｆ 043-294-9933

桐谷歯科医院 千葉市緑区あすみが丘４−２１−２ 043-205-8040

習 志 野 市
板谷歯科医院 習志野市東習志野１−１０−７ 047-493-1848

中山歯科クリニック 習志野市東習志野３−１−２２広瀬ビル２Ｆ 047-474-0550

医療法人社団ほほえみ会　スマイルデンタルクリニック 習志野市東習志野８−１０−１０ 047-455-7530

こあら歯科 習志野市実籾４−１−６バードピア実籾１階 047-470-8241

ひこさか歯科医院 習志野市実籾５−２−１２ 047-471-8986

医療法人社団健志会　安喰歯科医院 習志野市実籾５−４−１９ 047-477-7059

実籾歯科 習志野市実籾５−１３−７ 047-478-4976

小山歯科医院 習志野市屋敷４−２−２ 047-477-2378

医療法人社団翔英会　向井歯科医院 習志野市泉町３−１−５ファーストエイド２４習志野ビル３Ｆ 047-403-0648

カノンデンタルクリニック 習志野市大久保１−２３−１雷門ビル２Ｆ 047-403-3304

すずき歯科医院 習志野市大久保１−２６−２５ 047-471-1777

医療法人社団孝節会　キヅキ歯科医院 習志野市大久保１−２７−３５ 047-476-4088

湯浅歯科医院 習志野市大久保１−２９−１７ 047-472-1055

五反田歯科 習志野市大久保３−１１−１８ 047-478-9789

大久保歯科クリニック 習志野市大久保４−１２−２９ 047-478-8800

医療法人社団明雅会　まさき歯科医院 習志野市本大久保１−１５−１５ 047-476-6480

ムネユキ歯科 習志野市本大久保３−８−２４ 047-493-3903

医療法人社団豊英会　橋本歯科医院 習志野市本大久保４−１４−１０ 047-475-5258

中川歯科医院 習志野市花咲１−１−２ 047-473-4818

村井歯科医院 習志野市花咲１−１１−５ 047-472-4618

杉山歯科医院 習志野市鷺沼５−６−１２ 047-454-2042

医療法人社団誠裕会　大森歯科 習志野市津田沼１−２−１６堀越ビル６Ｆ 047-473-5717
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医療法人社団徳壮会　新津田沼歯科クリニック 習志野市津田沼１−１０−４０ダイワビル３Ｆ 047-478-8841

高山歯科 習志野市津田沼１−１０−４１津田沼十番街ビル３Ｆ 047-476-5515

つだぬまオリーブ歯科クリニック 習志野市津田沼１−１３−２４　１Ｆ 047-470-0118

斉藤歯科医院 習志野市津田沼１−１６−３ 047-476-8817

戸田歯科医院 習志野市津田沼２−５−１０森田ビル１Ｆ 047-472-2349

鈴木歯科医院 習志野市津田沼５−１１−１３プランドール１Ｆ 047-451-1222

医療法人社団健真会　村山歯科医院 習志野市津田沼５−１２−１２サンロード４階 047-451-2631

徳山歯科医院 習志野市津田沼７−１６−１９ 047-451-4618

柳町歯科医院 習志野市藤崎６−１−２ 047-472-8728

細矢歯科診療所 習志野市藤崎６−１９−２１ 047-479-1811

たけだ歯科医院 習志野市袖ケ浦１−１９−１０ 047-451-1180

しかのデンタルクリニック 習志野市袖ケ浦４−４−１１ 047-454-8211

吉澤歯科医院 習志野市袖ケ浦４−１３−１４ 047-452-1521

わたなべ歯科医院 習志野市香澄６−１６−１ 047-451-2654

医療法人社団尚歯会　メルクス歯科医院 習志野市茜浜２−２−１ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ新習志野ｼｮｯﾋ ﾝ゚ｸ ｾ゙ﾝﾀｰ２階 047-451-1182

阿部歯科クリニック 習志野市秋津４−１−１０ 047-451-8788

阿部歯科 習志野市谷津１−１６−１モリシアオフィス８Ｆ 047-479-3334

医療法人社団日恵会　砂川歯科袖ケ浦医院 習志野市谷津２−３−１ 047-453-6611

栗原歯科医院 習志野市谷津２−２３−１３ 047-452-5991

岸田歯科医院 習志野市谷津４−３−１４ 047-453-3789

アイエムきくち歯科 習志野市谷津４−４−２４−１０１ 047-454-1182

佐藤歯科医院 習志野市谷津４−６−３４ 047-453-5671

デンタルオフィス　おおき 習志野市谷津５−４−９岸田ビル１Ｆ 047-475-2761

高山ビ−バ−歯科 習志野市谷津５−１０−６ 047-477-0220

ポプラ歯科クリニック 習志野市谷津５−２７−１５三山マンション１０１ 047-403-5518

マモル歯科医院 習志野市谷津７−１２−１ 047-472-8141

アーブル歯科クリニック 習志野市奏の杜１−１２−３ＭＦビル２Ｆ 047-405-2012

奏の杜デンタルクリニック 習志野市奏の杜２−１−１奏の杜フォルテ２Ｆ 047-403-0018

社会医療法人社団菊田会　習志野第一病院 習志野市津田沼５−５−２５ 047-454-1511

船 橋 市
神田歯科医院 船橋市小室町３３１９−５ 047-457-5747

市場町デンタルクリニック 船橋市市場５−１−２２メルカート１Ｆ 047-422-1181

医療法人社団聖祥会　ビバ歯科・矯正小児歯科 船橋市東船橋１−３７−１０ 047-421-0118

医療法人社団桑歯会　桑田歯科医院 船橋市東船橋３−３−１２ 047-425-1007

東船橋歯科クリニック 船橋市東船橋３−３４−５ 047-423-1182

医療法人社団統鶴会　スマイルデンタルクリニック 船橋市東船橋４−３０−１０ 047-421-0648

みらいえデンタルオフィス 船橋市宮本２−９−４同愛会ビル１Ｆ 047-481-8604

大沢歯科医院 船橋市宮本２−１０−４ 047-426-4618

大木歯科医院 船橋市宮本５−１−１１ 047-422-2980

大寄歯科医院 船橋市宮本８−３８−１６ 047-422-6291

相川歯科医院 船橋市本町１−１２−１１−２０４ 047-434-3212

市川ビルさとう歯科医院 船橋市本町１−１７−３ 047-431-4721

丸江歯科医院 船橋市本町２−５−５ 047-431-1100

森谷歯科医院 船橋市本町４−１６−２７ 047-422-3374

医療法人社団真珠会　パール歯科医院 船橋市本町４−４１−１９セントラルビル３Ｆ・４Ｆ 047-424-1100

フジイ歯科医院 船橋市本町６−６−１北翔ビル３Ｆ 047-423-1855

医療法人社団朝日緑志会　あおば歯科医院 船橋市本町７−５−２あおばビル 047-422-8918

医療法人社団 定仁会 小貫歯科医院 船橋市本町７−６−１船橋ツインビル東館６階 047-424-1833

もりやま歯科 船橋市本町７−１５−１４　１F 047-460-1234

いいじま歯科 船橋市浜町１−３０−１１ 047-437-1120
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ららぽーと歯科 船橋市浜町２−１−１ららぽーと TOKYO-BAY 北館２Ｆ 047-434-6141

よし歯科医院 船橋市若松２−６−１−１２０ 047-411-9010

露崎歯科医院 船橋市海神１−１３−６ 047-434-7222

白井歯科クリニック 船橋市海神２−２３−２８　２Ｆ 047-425-3302

加藤歯科医院 船橋市海神５−３−２２ 047-431-2691

はぎの歯科クリニック 船橋市印内町５６４−６西船ＴＫビル２Ｆ 047-435-8585

医療法人社団三雄会　やまの歯科医院 船橋市山野町１３５−１ 047-437-4618

くぼき歯科クリニック 船橋市西船２−２３−２０サニーベール西船２０１号 047-437-9001

辻歯科医院 船橋市西船４−２−８ 047-431-6395

医療法人社団廣陽会　パステル歯科医院 船橋市西船４−１４−１２木村建設工業ビル４F 047-495-4333

ミツワ歯科医院 船橋市西船４−２１−４ 047-431-6243

佐藤歯科医院 船橋市西船４−２１−１１ 047-431-6229

つちや歯科医院 船橋市西船４−２３−８プルニエ６３　２Ｆ 047-432-8812

歯科安藤 船橋市西船４−２４−３ 047-431-1500

いなだデンタルオフィス 船橋市西船４−２５−３ 047-435-0084

青山歯科医院 船橋市西船６−２−３２ 047-333-7067

斉藤歯科医院 船橋市西船６−９−１７ 047-334-0328

河村歯科医院 船橋市葛飾町２−３４１−３ 047-435-1774

西船橋ももの実歯科 船橋市本郷町６６３−３　ソレーユ西船橋１０２ 047-333-5033

本多歯科クリニック 船橋市二子町５３０−４ 047-332-5070

医療法人社団晴咲会　わかば歯科クリニック 船橋市本中山２−１８−３カタンクローバービル２F 047-302-6480

たに歯科医院 船橋市本中山２−２１−３ 047-335-4430

成瀬歯科クリニック 船橋市本中山３−１１−１９石塚ビル 047-333-0764

アルファ歯科医院 船橋市本中山３−２２−１０タツオカビル１Ｆ １０１号 047-334-1758

遠山歯科クリニック 船橋市本中山３−２２−２１ 047-332-4138

医療法人社団顕和会　かじやま歯科クリニック 船橋市本中山４−２２−１０中山メディカルスクエア２０４ 047-302-8181

秋本歯科医院 船橋市本中山５−８−１３ 047-333-2188

医療法人社団創聖会　岡本歯科クリニック 船橋市東中山１−１８−８ 047-316-0839

上原歯科医院 船橋市印内２−４−１５フジタビル１Ｆ 047-432-4182

さくら歯科 船橋市印内３−５−１８ 047-431-1534

つかだ歯科医院 船橋市前貝塚町５３５−１ソレイユ華１階 047-430-1266

エトワール歯科医院 船橋市前貝塚町５４９−１ 047-406-9838

鈴木歯科クリニック 船橋市前貝塚町５６５−１１塚田プラザ３０２ 047-438-4182

青木歯科医院 船橋市行田町３６７−７ 047-439-0052

医療法人社団コスギ会　コスギ歯科医院 船橋市上山町１−１０４−３３ 047-337-9171

西歯科クリニック 船橋市上山町３−５１８−５６ 047-430-1252

長野歯科医院 船橋市上山町３−６４１−５ 047-439-6487

しまだ歯科医院 船橋市藤原１−１−３１−１０２ 047-303-5303

みやもと歯科医院 船橋市藤原３−３６−１ヨークマート藤原店内１Ｆ 047-401-2215

上野歯科医院 船橋市丸山１−３７−８ 047-438-4888

森歯科医院 船橋市金杉４−６−８ 047-448-3239

つかこし歯科医院 船橋市金杉７−６−１２ステップビル２Ｆ 047-449-5770

医療法人社団旗洲会　旗持歯科医院 船橋市夏見台１−１９−１０ 047-438-4062

岡部歯科医院 船橋市夏見台４−１−２１ 047-439-3622

おおわだ歯科医院 船橋市夏見台４−８−１ 047-430-3906

おかもと歯科医院 船橋市坪井東３−９−３船橋日大駅前ビル２０５ 047-456-0056

医療法人社団健恒会　船橋日大前さくらパーク歯科 船橋市坪井東３−１４−１ 047-468-8217

長谷川歯科医院 船橋市習志野台１−１−１高根木戸駅前店舗２Ｆ 047-466-4237

水本歯科医院 船橋市習志野台２−４−９ 047-467-0404

長谷川デンタルクリニック 船橋市習志野台２−４９−７ 047-461-3718
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医療法人社団双野会　すずき歯科クリニック 船橋市習志野台２−４９−１３マコビル１F 047-469-9078

しらい歯科医院 船橋市習志野台２−６２−３８ 047-466-2827

医療法人社団デンタルルネサンスきたならエキ歯科 船橋市習志野台３−１−１エキタきたなら３Ｆ 047-401-4433

ながなわ歯科 船橋市習志野台３−１８−６ハイツ藤井１０２ 047-465-6133

杉田歯科医院 船橋市習志野台４−１−６ 047-466-2676

藤平歯科医院 船橋市習志野台４−７−１０かねたやビル２Ｆ 047-461-8181

医療法人社団寛麗会　エバト歯科医院 船橋市習志野台４−９−１０ 047-469-5005

みゆき台歯科医院 船橋市習志野台４−１３−９−１０１ 047-469-4545

山崎歯科医院 船橋市習志野台４−２３−１８ 047-466-8338

ユー歯科医院 船橋市習志野台５−４−８ 047-464-4188

小野歯科医院 船橋市習志野台５−３４−３ 047-466-3299

やはぎ歯科クリニック 船橋市習志野台６−５−７ 047-461-1818

石川歯科医院 船橋市習志野台８−１−２２ 047-469-4625

医療法人社団雄輝会　どれみ歯科 船橋市習志野台８−５８−１ゆめまち習志野台モール１Ｆ 047-404-3332

医療法人社団明和会　かなや歯科医院 船橋市松ケ丘４−５−１７ 047-466-2252

歯科藤村医院 船橋市松が丘４−１２−９ 047-465-6511

ひらい歯科医院 船橋市松が丘５−１９−１６ 047-461-8211

河野歯科医院 船橋市松が丘５−２６−４ 047-463-0034

もりなが歯科医院 船橋市高根台１−１７−２ 047-462-8812

あおぞら歯科 船橋市高根台３−３高根台東ショッピングセンターＨ−４ 047-466-2333

グリーン歯科医院 船橋市高根台６−２−２５ 047-462-3016

高根木戸歯科医院 船橋市高根台６−３８−１７ 047-466-4226

山本歯科医院 船橋市高根台７−１３−２２ 047-463-3318

米谷歯科医院 船橋市大穴南５−２３−１０ 047-466-8586

医療法人社団貴和会　河野歯科医院 船橋市大穴北２−１−３３ 047-457-1131

ならしの歯科医院 船橋市習志野４−４−１５ 047-478-1451

竹原歯科医院 船橋市習志野５−１−１２ユタカビル１F 047-476-4478

医療法人社団ミューズガーデン　みやま歯科医院 船橋市三山２−４３−９ 047-404-0648

武内歯科クリニック 船橋市三山６−４５−３三幸ビレッジ２Ｆ 047-474-8777

マエダ歯科医院 船橋市田喜野井２−２９−７ 047-473-5811

對間歯科医院 船橋市田喜野井４−２９−２９ 047-467-6411

小宮歯科医院 船橋市滝台町１０５−１グロ−リア初穂薬円台２１１−２号 047-490-3095

たけはな歯科 船橋市滝台町１０６−２ツナソウビル１Ｆ 047-467-1005

鶴岡歯科医院 船橋市薬円台１−５−４ 047-464-8880

仲村歯科医院 船橋市薬円台３−１２−２ 047-464-7200

遠山歯科医院 船橋市薬円台５−１−５ 047-466-4055

古池歯科 船橋市薬円台５−６−２ 047-463-8181

立山歯科クリニック 船橋市薬円台６−２−１０−１０５ 047-469-4691

医療法人社団健恒会　薬円台歯科 船橋市薬円台６−６−８ 047-461-4182

池口歯科医院 船橋市高野台３−２１−１７ 047-447-6292

神保歯科医院 船橋市八木ケ谷１−２５−１２ 047-448-7000

永嶋歯科クリニック 船橋市八木が谷３−２９−９ 047-449-9190

医療法人社団康和会　林歯科医院 船橋市二和東１−９−１２ 047-449-1222

野口歯科医院 船橋市二和東５−３２−２０ 047-448-8210

萩野歯科医院 船橋市二和東６−１７−１９ 047-449-0880

医療法人社団嵩雅会　野瀬歯科医院 船橋市二和東６−１７−５３ 047-449-4618

医療法人社団正恵会　阿部歯科医院 船橋市咲が丘３−２５−２つぼいやビル２Ｆ 047-449-0580

三咲歯科医院 船橋市三咲４−６−３ 047-449-1231

ちのね歯科医院 船橋市三咲５−３２−２永光ビル１０１号 047-490-5518

世良歯科診療所 船橋市三咲７−２３−８ 047-449-0440
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医療法人社団協和会　滝不動病院 船橋市南三咲４−１３−１ 047-448-6881

医療法人社団ＩＣ貴和会　いしわだ歯科クリニック 船橋市新高根３−９−１ 047-467-8888

にしやま歯科医院 船橋市新高根５−１１−１６ 047-467-6120

あべ歯科医院 船橋市新高根６−３８−３ 047-461-7177

小山歯科医院 船橋市新高根６−３８−８福住ビル３０２ 047-463-8110

佐々木歯科医院 船橋市西習志野２−９−８ 047-464-7321

くちかた歯科医院 船橋市西習志野２−２４−１０日豊ビル１Ｆ 047-468-4388

ロイヤル歯科医院 船橋市西習志野３−２８−６林ビル１Ｆ 047-463-9570

医療法人社団悠久会　たお歯科クリニック 船橋市芝山３−１８−１１ 047-496-8010

芝山医科歯科クリニック歯科 船橋市芝山４−１７−９ 047-467-6178

医療法人社団学治会　はざま歯科医院 船橋市飯山満町２−３６２−４ 047-461-8148

医療法人社団富陽会　谷内歯科医院 船橋市二宮１−５−１ 047-465-1324

中村歯科クリニック 船橋市前原東１−８−１０ 047-477-5102

医療法人社団　岡本歯科医院 船橋市前原東２−１９−２ 047-472-6712

えんどう歯科医院 船橋市前原東４−１６−１６ 047-493-0017

西村歯科医院 船橋市前原西２−３−１０ 047-472-2469

中台寿一歯科医院 船橋市前原西２−１３−１−１０３ 047-478-7830

レッツデンタルクリニック 船橋市前原西２−１９−１津田沼パルコ５Ｆ 047-475-1230

きらり歯科クリニック津田沼 船橋市前原西２−２２−１２ロッソパスタビル２階 047-478-8888

もちづき歯科 船橋市前原西２−３２−７ＮＹ２Ｆ 047-471-0300

はぎわら歯科医院 船橋市前原西２−３３−１２ 047-470-4618

コウノ歯科医院 船橋市前原西４−３０−２２第１近藤ビル２Ｆ 047-478-2077

あさかげ歯科医院 船橋市前原西７−１２−６ 047-470-1032

老川歯科医院 船橋市前原西８−２−１ 047-469-2322

鎌 ヶ 谷 市
かもめ歯科クリニック 鎌ケ谷市右京塚１−１８ＫＥＩビル２Ｆ 047-442-3585

鎌ケ谷ファミリー歯科 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２−１−４５ 047-498-8884

みずさわ歯科医院 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２−２１−５ 047-446-4422

東鎌ケ谷歯科 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３−２３−４６ 047-445-4184

マーブル歯科クリニック 鎌ケ谷市鎌ケ谷１−５−４４タカラビル１階１０１ 047-442-6381

あき歯科医院 鎌ケ谷市鎌ケ谷４−６−４７−４ 047-446-2666

ほうじょう歯科医院 鎌ケ谷市鎌ケ谷５−１−３９ 047-443-1455

医療法人社団象和会　さくら歯科医院 鎌ケ谷市南鎌ケ谷３−１−１８ 047-446-4182

たかだ歯科・口腔外科クリニック 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１−１０−５グランツ１階 047-498-5525

なかたに歯科 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１−１１−２０メルベーユ新鎌１０１ 047-441-3322

皆川歯科医院 鎌ケ谷市東中沢２−１−５０ 047-446-0888

しろみず歯科 鎌ケ谷市道野辺中央２−１０−１０ 047-444-6760

髙澤歯科 鎌ケ谷市道野辺中央５−１−２１ 047-444-6886

寺本歯科医院 鎌ケ谷市道野辺１０４１−５ 047-446-0012

医療法人社団三進会　みつはし歯科医院 鎌ケ谷市東道野辺７−１９−４４ 047-439-8241

みつもり歯科医院 鎌ケ谷市馬込沢２−１６２Ｆ 047-438-8090

真木歯科医院 鎌ケ谷市西道野辺６−４１ 047-445-5521

医療法人社団和晃会　大山歯科医院 鎌ケ谷市初富２３−１１７ 047-441-6616

木下歯科医院 鎌ケ谷市初富３１８−４ 047-445-8220

はら歯科クリニック 鎌ケ谷市東初富３−３−８ 047-446-8434

江藤歯科クリニック 鎌ケ谷市東初富４−１６−１９ 047-446-0230

花香歯科医院 鎌ケ谷市東初富５−１９−３７ 047-444-8215

だいぶつ歯科 鎌ケ谷市東初富６−７−１６ＳＫビル２Ｆ 047-442-8241

五本松歯科 鎌ケ谷市南初富２−１−１１ 047-446-4181

宮本歯科医院 鎌ケ谷市中央１−３−２０山新ビル２Ｆ 047-444-2379
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医療法人社団泰望会　甘利歯科医院 鎌ケ谷市中央１−８−１６ 047-442-1321

今井歯科医院 鎌ケ谷市くぬぎ山４−７−１１ワコーレ鎌ケ谷２号館２−７ 047-384-8211

医療法人社団爽歯会　みちのべ歯科医院 鎌ケ谷市道野辺本町１−４−１谷村第５ビル２Ｆ 047-442-6480

市 川 市
あいしん歯科クリニック 市川市原木１−１８−１８宮崎ビル１Ｆ 047-327-4461

鈴木歯科クリニック 市川市原木１−１９−１９松永ビル２Ｆ 047-327-3811

ヒロデンタルクリニック 市川市鬼高２−９−１０　浜田ビル２F 047-332-0385

岡永歯科 市川市鬼高３−１１−９ 047-376-3503

やわた歯科医院 市川市八幡１−１２−１ 047-334-6252

浮谷歯科医院 市川市八幡１−１６−２３ 047-334-7253

河内歯科医院 市川市八幡２−３−８シャンポールⅢ２０１ 047-320-1599

杉山デンタルクリニック 市川市八幡２−９−１４ 047-333-9721

森歯科医院 市川市八幡２−１６−１５本八幡駅西口ビル２F 047-335-0418

清水歯科医院 市川市八幡３−１１−２３ 047-322-1853

たかくら歯科 市川市八幡３−２３−４ 047-329-1188

並木デンタルクリニック 市川市八幡３−２５−１０ 047-322-5280

土橋歯科 市川市八幡４−４−７ 047-333-6201

石橋歯科医院 市川市八幡４−４−１３ 047-334-4174

小舩歯科医院 市川市八幡４−６−８レフィナード八幡１Ｆ 047-335-5579

医療法人社団正進会　ｱｰﾂ歯科＆ﾜﾊﾊｷｯｽ ﾃ゙ ﾝ゙ﾀﾙﾗﾝﾄ゙ 市川市八幡６−２−２ 047-711-0113

ささがわ歯科クリニック 市川市南八幡３−４−８ＨＫアルファビル２０２ 047-378-4611

医療法人社団誠健会 佐藤歯科 市川市南八幡３−１０−９ 047-370-5897

医療法人社団光風会　松尾歯科医院 市川市南八幡４−１８−１８コープ野村本八幡１Ｆ 047-370-6670

西方歯科医院 市川市南八幡４−６−３ノイックス９２４ビル６階 047-377-6480

水鳥歯科医院 市川市南八幡５−９−６ 047-370-8177

たかはし歯科医院 市川市大和田４−６−１７ 047-378-5508

松林歯科医院 市川市平田３−９−１ 047-376-7172

おおたに歯科 市川市平田４−４−１ 047-377-5730

八木歯科医院 市川市市川南１−７−２０さかえマンション１Ｆ 047-326-5943

医療法人社団臥竜会　上原歯科医院 市川市市川南３−１４−１６−１１３ 047-324-6407

市川歯科クリニック 市川市市川１−１−２ＫＡＮＥＭＵＲＡビル　ＮＯ２　１Ｆ 047-326-8271

財部歯科医院 市川市市川１−２１−７プラザピコ２０５ 047-326-5060

三本松歯科医院 市川市市川１−２３−２アクティブ市川１Ｆ 047-322-0377

手児奈通り歯科医院 市川市市川１−２３−１０アルファツインビル２０１ 047-325-6480

内田歯科医院 市川市市川１−６−１４市川金子ビル５Ｆ 047-321-0667

あいこう歯科クリニック 市川市市川１−７−１５カメイビル３Ｆ 047-326-2282

青山歯科クリニック 市川市市川１−９−２青山ビル５Ｆ 047-325-0469

市川歯科医院 市川市市川１−９−１１サン市川ハイツ３０２号 047-325-2693

中野歯科 市川市市川２−３１−２ 047-321-0819

岸歯科医院 市川市市川３−２７−２０−１０９ 047-322-2028

長谷川歯科医院 市川市新田１−１６−２３ 047-326-7522

鈴木歯科医院 市川市新田２−２８−８ 047-377-5674

なかがわ歯科医院 市川市新田５−４−１９市川真間マンション１Ｆ 047-321-1541

デンタルクリニック吉田 市川市新田５−１３−１４ 047-321-3817

妙典みやけ歯科 市川市妙典２−１６−１５モア２−２Ｆ 047-359-8217

マミー歯科クリニック 市川市妙典４−３−１７ 047-397-6480

ひろ歯科クリニック 市川市妙典５−３−１イオン市川妙典店一番街３Ｆ 047-300-4182

あまがさ歯科クリニック 市川市妙典５−５−２２ラフィーネ・パレ１０１ 047-701-1182

石川歯科クリニック 市川市妙典５−５−２７−１０２ 047-701-3718

藤田歯科医院 市川市塩焼３−１−３メゾンクレール１０２ 047-396-4680
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井桁歯科医院 市川市富浜１−１−２７ 047-356-5360

医療法人社団潤和会　竜崎歯科医院 市川市富浜２−３−２４ 047-358-7303

かたりな歯科 市川市富浜２−５−４ミツヤ富浜マンション１０２ 047-383-9189

松原歯科医院 市川市富浜３−５−１４ 047-395-1694

鈴木歯科医院 市川市宝１−３−１０ 047-395-3737

しいの歯科医院 市川市宝１−１０−２２ 047-399-6471

石黒歯科医院 市川市行徳駅前１−２−２ 047-357-2298

藤田第一歯科診療所 市川市行徳駅前１−８−５ 047-396-5410

今井歯科医院 市川市行徳駅前１−１３−９ 047-399-2502

のま歯科クリニック 市川市行徳駅前３−１５−１ルファールホリキ１F 047-397-2258

医療法人社団萌歯会　長谷川歯科医院 市川市行徳駅前４−１−６スプリングハイツ１Ｆ 047-395-3326

エムデンタルクリニック 市川市行徳駅前４−６−１６グランベール１号館１Ｆ 047-711-2101

医療法人社団広和会　萩原歯科クリニック 市川市福栄２−１１−１５ 047-396-6956

小原歯科医院 市川市福栄４−４−３ 047-395-8143

ふかざわ歯科クリニック 市川市南行徳１−２−１３プライム NS１F 047-306-0118

南行徳いしかわ歯科 市川市南行徳１−９−２０ランドビル１Ｆ 047-307-2233

渡辺歯科クリニック 市川市南行徳１−１７−８エステートピアＩＡビル１Ｆ 047-395-1182

野田歯科医院 市川市南行徳１−２０−１２加納ビル２０４ 047-397-5337

医療法人社団翠希会　みどりかわ歯科クリニック 市川市南行徳２−１５−１２ 047-358-8800

新谷歯科医院 市川市南行徳３−４−１１ 047-397-7561

塩浜歯科 市川市南行徳４−１−１３ベルシティ１Ｆ 047-399-1180

コウノ歯科医院 市川市相之川１−４−１１ 047-398-8800

あいのかわ歯科 市川市相之川４−２−１８ 047-356-0321

木村歯科医院 市川市相之川４−４−１４飯田ビル２Ｆ 047-358-8300

医療法人社団如月会　澤野歯科クリニック 市川市相之川４−９−６ 047-357-8877

医療法人社団フロンティア　山脇歯科医院 市川市相之川４−１４−５エディフィシオ南行徳２Ｆ 047-357-2288

ファミリ−歯科 市川市新井３−４−６キョウエイビル３０３ 047-358-8446

かわじり歯科医院 市川市南大野１−１−２６岡本ビル２F 047-337-7878

川野歯科医院 市川市南大野３−２４−２４ 047-337-6480

医療法人社団レモン会　鎌田歯科室 市川市大野町２−２３１ 047-338-1701

大野駅前歯科 市川市大野町３−１０５−１市川大野駅前ビル２０２ 047-338-4184

楠歯科医院 市川市大野町３−１６８６ 047-338-6527

阿部歯科医院 市川市大野町３−１８３２−８ 047-338-6413

三橋歯科医院 市川市北方町４−１３３４−２ 047-338-4182

医療法人社団桜会　市川東歯科医院 市川市北方町４−２１５７−２６ 047-339-0511

くまのみ歯科医院 市川市中山４−７−１３仲石黒門ビル２１１ 047-300-0001

伊藤歯科医院 市川市高石神３２−１５ 047-335-0557

医療法人社団千仁会　上田歯科医院 市川市高石神３３−２０ 047-334-2185

北方ヒルサイド歯科 市川市北方３−６−１８プルボア−ル北方１Ｆ 047-332-0300

Ｋ歯科クリニック 市川市本北方１−３４−１１ 047-334-4333

小林歯科 市川市本北方１−４７−９ 047-335-5736

近橋歯科医院 市川市下貝塚１−１７−８ 047-372-9189

石井歯科医院 市川市宮久保１−１６−３ 047-300-5585

むらおか歯科矯正歯科クリニック 市川市宮久保１−２３−２３ 047-372-6645

小泉歯科医院 市川市東菅野１−６−１０ 047-334-6362

氏原歯科医院 市川市東菅野１−１８−１５ 047-324-6480

藤野歯科医院 市川市東菅野３−１−２７ 047-334-6200

吉田歯科医院 市川市菅野２−１０−１６ 047-321-2257

小磯歯科医院 市川市菅野４−３−３ 047-321-0335

しばた歯科 市川市菅野４−６−３西家店舗２号室 047-711-4236
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滝沢歯科クリニック 市川市菅野４−１８−２７ 047-711-0118

みどり歯科医院 市川市菅野６−１８−２５ 047-322-2570

須和田歯科医院 市川市須和田１−８−２０ 047-371-3452

宇野沢デンタルクリニック 市川市須和田２−１−４ 047-372-0005

宇野沢歯科医院 市川市真間２−１２−６ 047-323-1797

神戸歯科医院 市川市真間２−２１−８ 047-322-5920

医療法人社団聖祥会ビバ・ファミリー歯科・矯正歯科 市川市稲越町２７−３９ 047-373-2731

前岡歯科医院 市川市曽谷５−２５−６ 047-374-1472

加藤歯科医院 市川市中国分２−１２−４ 047-372-7735

じゅんさい池歯科医院 市川市中国分４−２６−６ 047-373-6400

塚本歯科医院 市川市堀之内１−１５−３ 047-373-6311

つのだ歯科クリニック 市川市堀之内３−１７−２８リバティーヒル弐番館１Ｆ−Ｂ 047-375-6613

デンタルオフィス本八幡 市川市八幡２−１５−１０パティオ４F 047-336-3456

野 田 市
守川歯科医院 野田市新田戸５９９−２ 04-7196-3102

おおはら歯科医院 野田市木間ヶ瀬４９８５−７ 04-7198-4182

伊東歯科医院 野田市東宝珠花１２０−２ 04-7198-8049

牧ファミリー歯科 野田市尾崎１２３３ 04-7129-6354

おざき歯科医院 野田市尾崎８１１−３７フジビル１Ｆ 04-7129-6480

テシマ歯科医院 野田市尾崎８４６−１９ 04-7129-2020

秋山歯科医院 野田市中里５５８−１ 04-7129-7802

たねむら歯科医院 野田市鶴奉２６−６ 04-7186-6680

医療法人社団白慎会　鈴木歯科医院 野田市宮崎１７５−５ 04-7125-1289

( 医 ) 貴香会　宮本歯科・歯科口腔外科クリニック 野田市柳沢２６−１５ 04-7120-0111

瀬戸歯科医院 野田市瀬戸１８９−１３ 04-7138-3347

野田グリーンパーク歯科医院 野田市西三ケ尾４８４−２１３ 04-7138-0681

中林歯科医院 野田市大殿井１５０−１０１ 04-7123-6822

林歯科医院 野田市山崎１２８９−７ 04-7125-7120

医療法人社団緑水会　うめさと歯科 野田市山崎１８４０−１０吉岡ビル２階 04-7125-0418

山﨑歯科医院 野田市山崎１９００−５ 04-7125-0177

やまざき歯科クリニック 野田市山崎２６３８−８５ 04-7170-2823

さんがお歯科医院 野田市山崎２６９５−９６ 04-7121-6833

角脇歯科医院 野田市山崎字東大和田１４７２−２５ 04-7124-6106

今関歯科医院 野田市山崎貝塚町７−５ 04-7123-9222

上野歯科クリニック 野田市みずき２−４−８ 04-7126-6480

青木歯科医院 野田市中根１４０−１１６ 04-7122-7460

井谷歯科医院 野田市中根２４３−１８ 04-7124-8841

木沢歯科医院 野田市中根２７６−３ 04-7124-3380

陽臨堂デンタルクリニック 野田市中根３６−１ショッピングセンターノア３Ｆ 04-7124-1182

医療法人社団　渡辺デンタルクリニック 野田市上花輪６２１ 04-7123-9912

おしあし歯科医院 野田市上花輪１３９９−１７ 04-7123-4119

医療法人社団　岡田歯科医院 野田市中野台１８０ 04-7122-2093

北岡歯科医院 野田市中野台鹿島町９−１２ 04-7123-9497

秋山歯科医院 野田市野田１２５ 04-7122-2086

渡辺歯科医院 野田市野田２７８ 04-7122-2445

戸辺歯科診療所 野田市野田３００ 04-7122-2231

ソメヤデンタルクリニック 野田市野田５６１ 04-7124-7011

医療法人社団　うおい歯科医院 野田市野田７２１−１６ 04-7124-0739

医療法人社団　よこた歯科医院 野田市野田８３６−７ 04-7125-0632

山本歯科診療所 野田市清水２３７−２ 04-7122-3037



医療機関名称 所在地 電話番号

− 14 − 

いずみ歯科医院 野田市清水４３１ 04-7124-5678

草間歯科医院 野田市清水６８３ 04-7124-5110

過能歯科医院 野田市清水１１０８−３ 04-7120-2888

土田歯科医院 野田市七光台４２８−４８ 04-7129-1817

吉田歯科 野田市岩名１−１−３ 04-7129-3400

しろくま歯科クリニック 野田市光葉町１−８−５ 04-7121-4690

松 戸 市
大谷口歯科クリニック 松戸市大谷口３８３−１３ 047-348-8841

岡田歯科医院 松戸市大谷口４１５ 047-341-1460

おおくま歯科医院 松戸市中金杉１−２８０ 047-346-8800

国谷歯科医院 松戸市中金杉３−１７５ 047-345-0056

渡辺歯科クリニック 松戸市小金きよしケ丘１−４−１ 047-344-7734

きよしヶ丘歯科診療所 松戸市小金きよしケ丘１−１３−９ 047-343-6862

半田歯科医院 松戸市小金１６−５ 047-344-5280

あべ歯科医院 松戸市小金３高橋ビル３Ａ 047-342-2281

医療法人社団黄金会　羽根田歯科医院 松戸市小金４４７−８ 047-309-4618

クリスタル歯科 松戸市幸谷２２８−５ 047-345-8901

ハヤカワ歯科 松戸市小金原３−１５−５ 047-346-3535

小金原歯科 松戸市小金原４−１２−３０ 047-346-6408

谷津歯科医院 松戸市小金原６−５−１０−２Ｆ 047-343-2020

しんぽ歯科医院 松戸市小金原９−１７−４７ 047-340-1818

外苑歯科松戸診療所 松戸市小金原９−２４−１８ 047-343-0224

プチモンド八ヶ崎デンタルクリニック 松戸市八ケ崎７−３２−１１プチモンド八ヶ崎２−Ａ 047-343-1118

白石歯科医院 松戸市八ケ崎７−４５−３グリーンヒル八ケ崎１０４ 047-343-5711

さくら通り歯科クリニック 松戸市八ケ崎８−１９−９−２Ｆ 047-342-8046

恩田歯科医院 松戸市中和倉１２０ニュー恩田ビル２Ｆ 047-343-2325

中和倉歯科医院 松戸市中和倉５７８ 047-341-6290

高野歯科 松戸市横須賀１−１８−８ 047-341-2596

よこすかデンタルクリニック 松戸市横須賀２−１９−７ 047-318-9955

医療法人社団交心会　北原歯科医院新松戸診療室 松戸市新松戸１−３５６ 047-343-5001

くらもち歯科医院 松戸市新松戸２−１１４−２プラザニュー松戸４Ｆ 047-343-1224

とうない歯科 松戸市新松戸３−１８幸谷ビル２Ｆ 047-346-3213

小谷歯科医院 松戸市新松戸３−１４１ 047-345-2815

おがた歯科医院 松戸市新松戸３−２７３リベルタビル２Ｆ 047-710-9418

医療法人社団本間歯科　新松戸総合歯科診療所 松戸市新松戸４−１０１ 047-344-6320

医療法人社団敬愛会　新松戸石崎歯科医院 松戸市新松戸４−１５７ 047-344-4128

よこ山歯科医院 松戸市新松戸６−７４ 047-346-4789

くろかわ歯科 松戸市新松戸７−１６２−１２ 047-340-4618

六実後藤歯科医院 松戸市六高台２−８３−２ 047-384-1223

中村歯科六高台診療所 松戸市六高台４−９３−１六実マンション１０８号室 047-389-8341

医療法人社団尚友会　脇谷歯科クリニック 松戸市六高台６−７０ 047-384-1580

むらかみ歯科医院 松戸市六高台６−１０５ 047-394-6660

なおい歯科医院 松戸市六高台７−５９ 047-387-6455

ふま歯科医院 松戸市六高台８−１４６−１８ 047-383-0600

医療法人社団尚友会　むつみデンタルクリニック 松戸市六実３−７−３ 047-385-2502

大久保歯科診療所 松戸市六実５−２５−２ 047-384-1982

長坂歯科医院 松戸市六実６−３９−２１ 047-385-3788

宮嶋歯科医院 松戸市五香南１−１４−５ 047-387-0068

医療法人社団大伸会　三国歯科医院 松戸市五香南２−１７−８サンパティークマンション１階 047-383-1170

野口歯科 松戸市五香３−２５−２４ 047-712-0981
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ライズデンタルクリニック 松戸市松飛台２９−３ 047-393-8181

山本歯科医院 松戸市串崎南町２６サンモールモリヤ１Ｆ 047-389-8841

かみの歯科クリニック 松戸市紙敷１−１３−１ 047-701-8806

中村デンタルクリニック 松戸市高塚新田１３８−２９８ 047-391-6683

医療法人社団　小松歯科医院 松戸市高塚新田５４９−７ 047-392-4180

医療法人社団洋絵会　稲富歯科クリニック 松戸市秋山１−１６−４シ−アイマンション１０１号 047-391-8148

稔台歯科 松戸市稔台１−３１−１ 047-367-6607

髙橋デンタルクリニック 松戸市稔台４−２−９曽我ビル２Ｆ２０１号室 047-392-7014

砂長歯科医院 松戸市稔台７−５−１４ 047-362-0873

渡辺デンタル clinic ＆ maintenance 松戸市稔台７−１４−３エンゼル２１ビル１階 047-363-4111

植田歯科クリニック 松戸市和名ケ谷１４２８−３ 047-392-5665

まるやま歯科医院 松戸市松戸新田９４ 047-363-4618

富士見台歯科医院 松戸市松戸新田９４−１１８ 047-360-6280

いそざき歯科 松戸市松戸新田２４５−１ 047-308-0123

武田歯科医院 松戸市松戸新田２７９ 047-365-2232

アウルデンタルクリニック 松戸市松戸新田４６３−３ゲートハウス１０２ 047-711-9020

医療法人愛育会　やばしら歯科駅ビル診療所 松戸市日暮１−１−２　駅ビル２Ｆ 047-384-4182

ニトリ歯科クリニック 松戸市日暮１−３−１及川ビル２Ｆ 047-387-1182

日暮歯科医院 松戸市日暮５−５５ 047-386-3394

医療法人社団千松会　松下歯科医院 松戸市日暮６−１０３ 047-311-1187

平賀デンタルオフィス 松戸市常盤平１−２５−１０ 047-388-3188

ａｔむらやま歯科クリニック 松戸市常盤平２−９−８Ａ−２（サクラアベニュー） 047-394-5050

塚本デンタルオフィス 松戸市常盤平３−２−８ 047-387-2916

藤原デンタルクリニック 松戸市常盤平３−１０−１セブンタウン常盤平３階 047-704-5150

とみやま歯科 松戸市常盤平３−１１−１西友常盤平店　５Ｆ 047-383-1184

橋本歯科医院 松戸市常盤平５−１３−８ 047-384-7266

五香歯科医院 松戸市常盤平５−１８−３蓮池ビル３Ｆ 047-384-7556

医療法人社団明象会　原歯科医院 松戸市常盤平６−１９−２ 047-387-8197

東歯科医院 松戸市常盤平７−４−３ 047-388-1498

成島歯科 松戸市常盤平７−１９−１４ 047-387-0894

福島歯科医院 松戸市常盤平双葉町４−１１ 047-387-1096

歯科　牧の原 松戸市牧の原１−８９ 047-388-4182

藤田歯科医院 松戸市西馬橋２−１９−１ 047-347-9723

小林デンタルクリニック 松戸市西馬橋相川町６−１ 047-344-4515

医療法人社団大育会　いで歯科医院 松戸市西馬橋相川町１１７ 047-340-3718

医療法人社団健望会　あらき歯科クリニック 松戸市西馬橋蔵元町６飯島ビル２０２号 047-309-2610

医療法人社団純楓会　かえで歯科 松戸市西馬橋蔵元町１３ラフィーヌセンチュリー　１０２号 047-347-8811

かねまる歯科医院 松戸市西馬橋蔵元町７６ 047-343-5577

医療法人社団慈朋会　金子医院 松戸市西馬橋蔵元町１２９ 047-342-9812

医療法人社団しらゆり会　しらゆり歯科医院 松戸市西馬橋幸町５５ウエストビル 047-710-8140

あんびる歯科医院 松戸市馬橋１０５ 047-340-0144

東風歯科医院 松戸市馬橋１８９７ 047-341-3219

本間歯科医院 松戸市馬橋２５４５−３ 047-341-3045

大川歯科医院 松戸市馬橋２７８０ 047-343-7788

スギタ歯科医院 松戸市栄町３−１７０−７ 047-365-3945

オレンジ歯科 松戸市栄町５−３６０−２倉持コーポ１０３ 047-331-8877

医療法人社団誠歯会　加藤歯科クリニック 松戸市北松戸２−７−１６ 047-363-4182

中村歯科医院 松戸市上本郷２１０５−４オビ第２ビル１Ｆ 047-361-7736

和田歯科医院 松戸市上本郷２２３２−２ライオンズプラザ１０１ 047-361-4181

松崎歯科医院 松戸市上本郷３−４０８０ 047-362-2212
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きたまつど歯科 松戸市上本郷４３６ＹＭＣビル４０２ 047-308-6480

医療法人社団恵由会　町山歯科 松戸市上本郷９０２−１ 047-362-3000

医療法人社団良寿会　小根本歯科クリニック 松戸市小根本５１−２−２０４ 047-363-1771

湯浅歯科医院 松戸市根本９−７ 047-363-6480

宮本歯科医院 松戸市根本９−１７ 047-362-2876

小林歯科クリニック 松戸市根本１３−５ 047-364-1616

わたなべ歯科 松戸市二十世紀が丘丸山町７６わたなべビル２Ｆ 047-391-0808

瀬畑歯科医院 松戸市三矢小台２−１０−６ 047-367-0120

森本歯科医院 松戸市三矢小台２−１６−２ 047-360-1955

本山歯科医院 松戸市三矢小台３−９−４ 047-362-4973

平岡歯科医院 松戸市本町２−３平野ビル４Ｆ 047-364-6666

佐藤歯科医院 松戸市本町１９−２河内ビル１Ｆ 047-367-1548

明石歯科医院 松戸市本町１９−１６松戸ウエストビル３Ｆ 047-365-3712

大塚歯科医院 松戸市松戸１０１９ 047-366-2679

松戸しいの木歯科医院 松戸市松戸１１３９−１ 047-703-7500

平山歯科 松戸市松戸１１７８小松ビル４Ｆ 047-367-9631

たけだ歯科クリニック 松戸市松戸１２８１−１ 047-366-8887

松戸デンタルクリニック 松戸市松戸１２９２−１シティハイツ２０７ 047-364-5308

医療法人社団虹彩会　オズデンタルクリニック 松戸市松戸２０４１−２ 047-363-0100

小泉歯科医院 松戸市松戸２０５８ 047-365-2233

印 西 市
牧の原モアはとがい歯科 印西市牧の原１−３ 0476-37-8080

杉田歯科医院 印西市小林北２−２−１ 0476-97-2220

大沢歯科医院 印西市小林北５−１−２ 0476-97-6431

医療法人社団健成会　川村歯科医院 印西市小林浅間１−３−７ 0476-97-1001

きおろし歯科 印西市木下字池田６９８ 0476-42-7881

大越歯科医院 印西市大森４４７０−１４ 0476-42-2097

かめだ歯科医院 印西市草深１０８４−１ 0476-47-1441

医療法人社団瑞祥会　いいづか歯科クリニック 印西市草深２４１９−９ 0476-47-1179

宮本歯科医院 印西市原山１−７−３ 0476-45-0777

高花歯科クリニック 印西市高花５−２−１ 0476-46-8241

ほりえ歯科医院 印西市結縁寺５２５−３ 0476-46-8889

内野歯科医院 印西市内野１−５−２ 0476-46-5011

滝野歯科医院 印西市滝野２−１−３ 0476-80-9511

白 井 市
富塚歯科医院 白井市折立３８８−１２ 047-491-1500

あいだ歯科クリニック 白井市西白井３−１４−４７ 047-491-1637

医療法人社団　白井歯科クリニック 白井市神々廻字東原１８８９−９ 047-491-8841

広瀬歯科医院 白井市南山２−２−６ 047-491-8338

医療法人社団厚生敬和会　ほんま歯科クリニック 白井市堀込１−２−７２ＦＣ 047-498-1182

トータル歯科医院 白井市笹塚２−２−２−２０１ 047-491-0083

ライオン歯科 白井市根１７２０−１０ 047-491-7181

吉岡歯科クリニック 白井市根１７４１−７ 047-491-5010

タマキ歯科医院 白井市冨士１−５９ 047-446-9900

高野台歯科 白井市冨士５８−１ 047-445-6765

医療法人社団優彩会　けやき台鈴木歯科 白井市けやき台１−２−２澤田ビル２Ｆ 047-497-4182

医療法人社団俊久会　セントラル歯科 白井市清水口１−１−２５セントラルビル１F 047-492-2966

さくら歯科クリニック 白井市清水口１−２−９ 047-492-4618

四 街 道 市
いとう歯科医院 四街道市大日６３−１０ 043-422-2266
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伊藤歯科クリニック 四街道市鹿渡７９８−１７ 043-423-8848

近藤歯科医院 四街道市鹿渡９３３−２９６１２３ビル２Ｆ 043-422-6118

なるかわ歯科医院 四街道市鹿渡９６０−２ 043-423-1880

医療法人社団聖裕会　北総歯科 四街道市鹿渡１０１５−９ 043-432-2000

阿南歯科医院 四街道市鹿渡２００２−１ 043-423-6301

山口矯正歯科 四街道市四街道１−３−３高橋ビル１Ｆ 043-304-7773

佐藤歯科医院 四街道市四街道１−６−１１ 043-422-2056

中島歯科医院 四街道市四街道１−７−９ 043-422-5001

松田歯科医院 四街道市四街道１５１１ 043-422-0658

愛恵歯科医院 四街道市四街道１５２１−１５ 043-421-1650

医療法人社団祥仁会　四街道デンタルクリニック 四街道市四街道１５５５−１４ 043-424-4618

ひまわり歯科クリニック 四街道市四街道１５６４池田ビル１Ｆ 043-424-5527

小沼歯科医院 四街道市下志津新田２５３５−２０ 043-421-2381

医療法人社団秋葉会　秋葉歯科クリニック 四街道市中央５番地イトーヨーカドー四街道店２Ｆ 043-421-5005

千代田中央歯科 四街道市千代田４−２５−２ 043-421-1481

もねの里歯科 四街道市もねの里２−３７−３４ 043-290-9788

古谷歯科医院 四街道市みそら４−１６−６ 043-432-7575

河田歯科医院 四街道市旭ケ丘３−７−１ 043-432-7799

中谷歯科医院 四街道市さちが丘１−１１−１９ 043-423-8011

中山歯科医院 四街道市栗山１０５１−３４ 043-423-8080

医療法人沖縄徳洲会　四街道徳洲会病院 四街道市吉岡１８３０−１ 043-214-0111

医療法人真葉会　さくらい歯科医院 四街道市鷹の台２−３５−５ 043-237-7877

めいわ歯科医院 四街道市めいわ１−２３−１４ 043-420-5250

ひかりが丘歯科 四街道市めいわ４−３−１９ 043-432-6474

ライズ歯科医院 四街道市和良比２５３−１２ 043-420-5522

あおぞら歯科 四街道市和良比７６６−５パレスフローレ２０１号 043-433-0774

美しが丘歯科 四街道市美しが丘２−５−１パ−クハウス１０２号 043-433-4108

わらび歯科医院 四街道市美しが丘３−７−１ 043-433-2066

佐 倉 市
医療法人社団　渋谷歯科医院 佐倉市宮前３−２３−４ 043-485-2595

医療法人社団明皓会　サトウ歯科医院 佐倉市山崎１５１−５ 043-485-8151

頌栄歯科・矯正歯科医院 佐倉市海隣寺町５−９ 043-485-2336

医療法人社団功仁会　さくら駅前歯科医院 佐倉市栄町９−２ 043-483-8211

大木歯科医院 佐倉市新町６８ 043-484-1683

医療法人社団大内会　Leaf Dental Clinic　 佐倉市鏑木町１−３−１９ 043-486-5140

ファミリー歯科 佐倉市鍋山町６−３ 043-484-6800

加納歯科診療所 佐倉市野狐台町７５−２ 043-486-1182

亀井歯科医院 佐倉市白銀３−３−７ 043-484-7393

山王歯科クリニック 佐倉市山王１−３９−７ 043-486-2288

ヤナセ歯科クリニック 佐倉市表町３−１２−１１ 043-484-4998

栗原歯科医院 佐倉市六崎７０９−１ 043-486-6754

わかば歯科クリニック 佐倉市城３９６−５ 043-484-0714

かえで歯科医院 佐倉市城字大栗８０２−６ 043-486-0418

はやま歯科 佐倉市大崎台３−１−３ 043-484-2808

七井戸歯科 佐倉市染井野３−２９−７ 043-489-8839

医療法人社団ＥＢＤ　ドルフィンデンタルクリニック 佐倉市生谷１３３７−１ 043-488-2236

医療法人社団　秀島歯科医院 佐倉市生谷１５５４−１４ 043-487-6480

プラムデンタルオフィス 佐倉市王子台３−１−８うめやビル１階 043-460-9880

篠沢歯科医院 佐倉市王子台３−３−１ 043-487-3170

医療法人社団春陽会　佐倉歯科医院 佐倉市王子台３−８−８ 043-461-3535
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宮田歯科医院 佐倉市王子台６−４−７ 043-489-5787

中島歯科医院 佐倉市中志津５−１３−１８ 043-487-1611

ミカエル歯科 佐倉市西志津４−１−１マルエツ新志津店２Ｆ 043-461-4854

上志津中央歯科 佐倉市上志津１６５６−６蜂谷ビル 043-461-3557

清水歯科医院 佐倉市上志津１６６３寺岡ビル３Ｆ 043-489-1098

湯沢歯科医院 佐倉市上志津１６６９−１ハチヤプラザ１Ｆ 043-461-6600

みはらデンタルクリニック 佐倉市上志津１６７３−１０６ハイホーム第２ 043-460-0535

いわい歯科医院 佐倉市上志津１７０８−２４ 043-310-6474

医療法人社団恵裕会　グリ−ン歯科 佐倉市上座４００−４１ 043-461-3665

すが歯科クリニック 佐倉市上座５９０−４６ＮＡビル１Ｆ 043-462-8330

榎澤歯科医院 佐倉市井野１４３８ 043-487-5420

勝田台フルヤ歯科 佐倉市井野１５５４−３ 043-464-1818

宮ノ台歯科 佐倉市宮ノ台３−１５−１ 043-462-5350

うすい歯科医院 佐倉市稲荷台１−１３−９ 043-461-2550

鳩貝歯科医院 佐倉市稲荷台１−１４−５ 043-461-2210

印 旛 郡 栄 町
医療法人社団清樹会　ミモト歯科医院 印旛郡栄町竜角寺台５−２１−２ 0476-95-8300

医療法人社団龍歯会　竜角寺歯科医院 印旛郡栄町竜角寺１１２９−２４ 0476-95-8585

勝田歯科医院 印旛郡栄町安食３７３９ 0476-95-6789

印旛郡酒々井町
宮野歯科医院 印旛郡酒々井町下岩橋２２６ 0476-26-1188

医療法人社団秀嘉会 アップル歯科クリニック 印旛郡酒々井町中央台１−６−８ 043-496-9611

医療法人社団　梅村歯科医院 印旛郡酒々井町中央台２−１６−６ 043-496-7774

尾形歯科医院 印旛郡酒々井町中央台２−１９−１７ 043-496-8450

しすい駅前歯科医院 印旛郡酒々井町東酒々井１−１−１２ 043-496-4123

酒々井東デンタルクリニック 印旛郡酒々井町東酒々井１−１−４７ 043-481-6830

ひら歯科医院 印旛郡酒々井町東酒々井１−１−７５浅香ビル２F 043-481-7707

すばる歯科医院 印旛郡酒々井町東酒々井１−１−３９７ 043-497-0648

成 田 市
医療法人社団翠聖会　ウニクス成田歯科 成田市はなのき台２−２５−１ 0476-27-8241

大森歯科口腔外科医院 成田市玉造４−４２−１ 0476-28-3852

さくら歯科クリニック 成田市美郷台１−４−１５ 0476-24-5454

ミサト歯科医院 成田市美郷台２−１４−３２ 0476-24-3370

ボンベルタ歯科クリニック 成田市赤坂２−１−１０ボンベルタ５階 0476-20-8110

歯医者のそらクリニック 成田市赤坂２−１−４２ステラ赤坂１０１ 0476-27-0064

ポプラ歯科医院 成田市東町２３６ 0476-22-9578

たんぽぽ小児歯科 成田市花崎町８００−６丸喜ビル３Ｆ 0476-22-1325

グランド歯科医院 成田市花崎町９５９森田ビル４Ｆ 0476-22-0672

医療法人社団清信会　池田歯科西 成田市囲護台３−８−３ 0476-24-0450

ながい歯科医院 成田市加良部１−５−３ 0476-28-6377

医療法人社団明陽会　メイヨ歯科成田ニュータウン診療所 成田市加良部５−７−１ 0476-27-5481

いしだ歯科医院 成田市飯田町１７４−１０５鎌田工務店ビル２Ｆ 0476-28-8791

ノウチ歯科クリニック 成田市並木町２１５−５４ 0476-24-2566

医療法人社団宏和会　青柳デンタルオフィス 成田市公津の杜１−７−７ 0476-29-3168

医療法人社団五佑会　公津の杜あべ歯科クリニック 成田市公津の杜２−１４−１セキード・セキ　０００１ 0476-28-6555

伊藤歯科医院 成田市公津の杜３−３−１１ 0476-29-0418

三里塚歯科医院 成田市本城１３４−８ 0476-35-5215

角田歯科医院 成田市西三里塚１−１０１ 0476-35-2277

藤﨑歯科医院 成田市三里塚字御料牧場１−２９２ 0476-35-0269

大野歯科医院 成田市大生１２ 0476-36-1523
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来光台歯科医院 成田市吉岡字来光台９７７−４ 0476-73-7350

医療法人社団　川畑歯科医院 成田市猿山４３４サントーレ滑河１階 0476-96-0025

医療法人社団真仁会　下総歯科クリニック 成田市名古屋１３７５ 0476-96-3999

富 里 市
川村歯科医院 富里市日吉台２−２０−１２ 0476-93-6661

医療法人社団　いとう歯科クリニック 富里市日吉台３−２４−６ 0476-93-4114

天野歯科医院 富里市日吉台４−７−１３ 0476-92-1999

宮内歯科 富里市御料１０３２−８６ 0476-91-2030

内田歯科医院 富里市七栄５７５ 0476-93-8677

なお歯科・矯正歯科医院 富里市七栄５９５−１ 0476-92-0777

八 街 市
医療法人社団盛徳会　川野歯科医院 八街市朝日５３９ 043-443-6565

みやした歯科矯正歯科 八街市文違３０１−１３３ 043-440-8280

松本歯科クリニック 八街市文違３０１−４０４５ 043-441-2336

木俣歯科医院 八街市榎戸９２３−２ 043-443-6157

あさの歯科医院 八街市八街は１６−１３１ 043-440-6480

伊予歯科医院 八街市八街ほ１０２９ 043-443-6331

田久保歯科医院 八街市八街ほ２３０ 043-443-7977

白井歯科医院 八街市八街ほ２３０ 043-444-0554

塩野谷歯科医院 八街市八街ほ２４４ 043-444-4182

沖永歯科医院 八街市八街ほ９４５−３古谷ビル２Ｆ 043-444-6164

たきだい歯科医院 八街市滝台６９−１ 043-440-5611

古川歯科医院 八街市八街い７７−１２０ 043-443-8765

香 取 市
神田歯科医院 香取市佐原ロ−２１２２−７２ 0478-52-3624

石橋歯科医院 香取市佐原ロ−２１２８ 0478-54-5435

菅井歯科医院 香取市佐原ロ−２１２９−１５ 0478-54-1601

石井歯科クリニック 香取市北１−２−７ 0478-79-7010

平野歯科医院 香取市北１−１１−６ 0478-55-1480

那須歯科医院 香取市北３−１１−２ 0478-54-5693

堀井歯科医院 香取市北３−７−２ 0478-55-1855

塚原歯科医院 香取市北３−１４−３ 0478-55-0068

本多歯科医院 香取市佐原イ−４７４ 0478-52-4352

小林歯科医院 香取市佐原イ−５４７−８ 0478-54-0640

まりも歯科医院 香取市佐原イ−５９１ 0478-52-4488

医療法人社団明陽会　平山歯科診療所 香取市佐原イ−１７１０ 0478-52-2487

礒歯科医院 香取市佐原イ−１９０４ 0478-55-1182

髙塚歯科医院 香取市佐原イ−３１９１ 0478-52-2974

ひろ歯科ファミリークリニック 香取市佐原イ−３９１３−１ 0478-79-9001

片野歯科医院 香取市佐原イ−４１８７−２ 0478-79-6911

まつかわ歯科医院 香取市佐原ホ−４８９−１ 0478-50-2100

きたみ歯科医院 香取市佐原ホ−１２５１−５ 0478-52-4188

篠塚歯科医院 香取市津宮８３８ 0478-57-3315

スガイ歯科 香取市岩部１１７６ 0478-75-3100

大澤歯科医院 香取市扇島２２８１ 0478-56-3748

医療法人社団十善会　いわせ歯科 香取市本郷字川上１０００ 0478-80-1133

木内歯科医院 香取市小見川２２１ 0478-82-2541

成毛歯科医院 香取市小見川２９５−５ 0478-82-3348

東郷歯科医院 香取市小見川５９２ 0478-82-3008

西宮歯科 香取市小見川７４３ 0478-83-3308
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平野歯科クリニック 香取市小見川８４５ 0478-83-1309

中川歯科医院 香取市小見川４８６５−５７ 0478-83-0039

すずわ歯科医院 香取市木内８６−１ 0478-82-5066

木村歯科医院 香取市下小川１４６５ 0478-83-6790

根本歯科医院 香取市府馬２７９７ 0478-78-2006

加瀬歯科医院 香取市府馬３００１−２ 0478-70-7772

香 取 郡 神 崎 町
山田歯科医院 香取郡神崎町神崎本宿１９５３−１ 0478-72-2037

香 取 郡 東 庄 町
グリーンデンタルクリニック 香取郡東庄町笹川い４５３９−７４ 0478-86-2020

野澤歯科医院 香取郡東庄町笹川い５５４９−２ 0478-86-0041

岡野歯科医院 香取郡東庄町小南１２６６−１ 0478-87-0821

青野歯科診療所 香取郡東庄町小南１８７６ 0478-87-0636

香 取 郡 多 古 町
萩原歯科医院 香取郡多古町飯笹４８７ 0479-75-0077

多古歯科クリニック 香取郡多古町多古３２４８−２ 0479-76-5177

匝 瑳 市
城之内歯科医院 匝瑳市椿１２６８−７ 0479-73-5505

小西歯科医院 匝瑳市飯塚９２０ 0479-74-0014

小髙歯科医院 匝瑳市上谷中１８７１−１ 0479-73-5580

宇井歯科医院 匝瑳市八日市場ハ６８６ 0479-72-0701

寺本歯科医院 匝瑳市八日市場ロ２７３ 0479-72-0636

格心堂歯科医院 匝瑳市八日市場イ２１７−３ 0479-73-5582

医療法人社団建和会　平野歯科医院 匝瑳市八日市場イ１９７８ 0479-73-0200

いむら歯科クリニック 匝瑳市飯倉台５−６ 0479-79-1555

医療法人社団　八日市場かど歯科医院 匝瑳市飯倉台１９−２４ 0479-79-2418

渋谷歯科クリニック 匝瑳市飯高１６６７ 0479-74-1000

のさか歯科医院 匝瑳市今泉６４４１番地１ 0479-67-1004

銚 子 市
高田歯科医院 銚子市榊町３４９５ 0479-25-3483

かしま歯科医院 銚子市愛宕町３２５０−１ 0479-25-3224

医療法人社団盛陵会　小林歯科医院 銚子市犬吠埼９６３１−１ 0479-25-4833

マリン歯科 銚子市小畑町９３１２−２ 0479-25-8041

松本歯科医院 銚子市前宿町５３ 0479-22-0635

やまぐち歯科 銚子市南小川町６９９−１ 0479-25-6111

佐藤グリーン歯科 銚子市東芝町２−１４岩瀬ビル１F 0479-22-4182

植草歯科医院 銚子市東芝町９−１６ 0479-25-1038

関谷歯科医院 銚子市双葉町１−５ 0479-22-0066

すがや歯科医院 銚子市双葉町６−２９ 0479-25-6480

宮澤歯科医院 銚子市飯沼町４−１６ 0479-22-2203

塙歯科医院 銚子市東町２−２０ 0479-24-4048

宮本歯科クリニック 銚子市馬場町３−１ 0479-25-1200

関歯科医院 銚子市陣屋町３−２９ 0479-22-0605

おねば歯科 銚子市新生町１−５２−７ 0479-20-7888

熱田歯科医院 銚子市清水町１４３０ 0479-22-0006

時田歯科医院 銚子市清水町２７８２−５ 0479-22-1222

田杭歯科医院 銚子市唐子町２３−９ 0479-25-0927

おくはら歯科医院 銚子市上野町２７２−８ 0479-24-3718

鈴木歯科医院 銚子市春日町３３８ 0479-22-9251

塙歯科春日台診療所 銚子市春日町２３０４−２０ 0479-20-1731
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𠮷川歯科医院 銚子市清川町１−９−１０ 0479-22-1556

髙橋歯科医院 銚子市本城町４−４７７−２ 0479-22-2030

勝浦歯科 銚子市松岸町３−２６２−１ 0479-22-8001

しいな歯科クリニック 銚子市松岸町３−３６９−１ 0479-20-2130

長谷川歯科診療所 銚子市野尻町９−９ 0479-33-2511

旭 市
寺嶋歯科医院 旭市萬歳３７２ 0479-68-2023

夢屋診療所 旭市新町１０３０ 0479-60-1401

飯倉歯科医院 旭市新町１２９９ 0479-63-8375

ひまわり歯科医院 旭市ニ−２７３７−１０ 0479-63-6446

医療法人社団優紀会　宮内歯科・矯正歯科 旭市ニ−３２７２ 0479-62-8211

医療法人社団孝雄会　石毛歯科医院 旭市ニ−４９９１−１ 0479-62-2515

かま田歯科医院 旭市ニ−６４６８ 0479-63-8968

越川歯科医院 旭市鎌数４４５８−５ 0479-62-2076

川島歯科医院 旭市イ−１２８３番地１ 0479-75-4182

医療法人社団丈盛会　はしま歯科クリニック 旭市イ−２８２３−１ 0479-62-8448

社会福祉法人旭福祉会やすらぎ歯科クリニック 旭市イ−３９２５番２ 0479-64-0648

伊藤歯科クリニック 旭市ロ−３３７ 0479-63-6699

おざわ歯科医院 旭市ロ−４４１ 0479-64-0818

北總矯正歯科医院 旭市ロ−６４５−９ 0479-62-0225

渡辺歯科医院 旭市ロ−８０５ 0479-62-0030

菅谷歯科医院 旭市ロ−９４３−２ 0479-63-7324

やまざき歯科クリニック 旭市ハ−８３３−１０ 0479-62-8020

医療法人社団　髙橋歯科医院 旭市中谷里７９７２−３ 0479-63-4001

海上南歯科医院 旭市高生３６４９−４ 0479-55-3640

根本歯科医院 旭市蛇園３０８９ 0479-55-2310

こだま歯科医院 旭市後草２２３２−６ 0479-55-5383

増田歯科医院 旭市飯岡１９８０ 0479-57-3224

神原歯科医院 旭市飯岡２０９７ 0479-57-3384

いしみ歯科医院 旭市三川４４４５ 0479-57-1182

飯岡歯科診療所 旭市三川６１８３−２ 0479-57-5514

東 金 市
医療法人社団一歯会　求名駅前歯科医院 東金市求名２−３４ 0475-52-7070

医療法人社団皓歯会 ぐみょう今井歯科医院 東金市求名字東下谷８９５−６ 0475-58-7374

医療法人社団　明歯会　村井歯科医院 東金市道庭９２３−１ 0475-50-2008

勝田歯科医院 東金市田間２１８２ 0475-52-3360

いごう歯科医院 東金市田間２２６４ 0475-50-2323

飯田歯科医院 東金市田間８７−６ 0475-55-2480

東城歯科医院 東金市東新宿７−２２ 0475-55-2024

かとく歯科医院 東金市家徳１９４−１ 0475-58-7780

堤歯科医院 東金市堀上１８０−１ 0475-52-4184

山田歯科クリニック 東金市南上宿１９−２４ 0475-55-5522

山口歯科医院 東金市東上宿５−５ 0475-55-2781

医療法人社団歯友会　ファミリー歯科 東金市東岩崎２−２５−１４ 0475-55-8111

サンピア歯科クリニック 東金市東岩崎８−１０ 0475-53-0500

医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック 東金市東金１１４６ 0475-52-0418

木村歯科医院 東金市東金１２２９ 0475-52-2558

鈴木歯科医院 東金市松之郷２６７８−６ 0475-52-1781

医療法人静和会　浅井病院 東金市家徳３８−１ 0475-58-1412

山 武 市
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佳里歯科医院 山武市日向台８−１２ 0475-88-3088

橋本歯科医院 山武市本須賀１３６８ 0475-84-2424

おしだ歯科医院 山武市成東８８−１ 0475-82-0018

米山歯科 山武市成東２４８０−２ 0475-82-6199

牛尾歯科医院 山武市松尾町松尾１３５−８ 0479-86-2248

真壁歯科医院 山武市松尾町大堤１６−１ 0479-86-5137

医療法人社団一歯会　川島歯科医院 山武市蓮沼イの１６４８−２ 0475-86-2149

山武郡九十九町
竹内歯科医院 山武郡九十九里町不動堂５４０ 0475-76-3050

鈴木歯科医院 山武郡九十九里町真亀４９０２ 0475-76-3109

山 武 郡 芝 山 町
藤田歯科医院 山武郡芝山町小池１０１８−１ 0479-77-0011

山武郡横芝光町
鈴武歯科医院 山武郡横芝光町横芝４９０−６ 0479-82-5677

城之内歯科医院 山武郡横芝光町横芝１５５３−１０ 0479-82-2772

医療法人社団研友会　西村歯科医院 山武郡横芝光町横芝２２４２−１ 0479-82-4605

ミアケ歯科クリニック 山武郡横芝光町栗山４５６５−１ 0479-82-6601

大 網 白 里 市
大塚歯科医院 大網白里市南今泉１９４７ 0475-77-4969

篠崎歯科医院 大網白里市四天木乙２７４３ 0475-77-2814

宇井歯科医院 大網白里市富田８８８−１８ 0475-72-4182

おおうち歯科クリニック 大網白里市みずほ台１−２８−２８ 0475-72-8163

外房歯科 大網白里市駒込１３９２−１ 0475-73-2332

大網白里歯科診療所 大網白里市駒込１６１３ 0475-72-7544

倉島歯科医院 大網白里市駒込４３８−９大網ハイツＡ棟１Ｆ 0475-73-5300

江沢歯科クリニック 大網白里市駒込４４４−３ 0475-72-9999

医療法人社団千歯会　大網歯科医院 大網白里市みやこ野２−２−１ 0475-72-6480

古川歯科医院 大網白里市大網１２２−５ 0475-72-7141

伊藤歯科医院 大網白里市大網２２１−１、２ 0475-72-3926

茂 原 市
河野歯科医院 茂原市千町１８６９ 0475-20-1185

医療法人社団智尚会　たなか歯科医院 茂原市新小轡２６３−１０ 0475-24-0475

医療法人社団瞭成会　あまが台歯科クリニック 茂原市六ツ野２５９６−２ 0475-20-0177

東部台歯科医院 茂原市東部台２−１２−１ 0475-25-0118

医療法人社団健友会　松本歯科医院 茂原市東部台２−１４−２ 0475-25-6360

石川歯科医院 茂原市東部台３−３−７ 0475-27-3232

秋場歯科医院 茂原市高師町１−７−３ 0475-23-7678

医療法人社団　石井歯科 茂原市高師町２−１４−３ 0475-22-2054

医療法人社団牧野会　牧野歯科医院 茂原市千代田町２−１−１６ 0475-25-1810

金坂歯科医院 茂原市千代田町２−７ 0475-22-3766

山田歯科医院 茂原市八千代１−９−１６ 0475-24-8811

やちよ歯科クリニック 茂原市八千代３−７−１２ 0475-47-4567

石井歯科クリニック 茂原市茂原１４９８−２８ 0475-22-2580

医療法人社団慶生会　小倉歯科医院 茂原市茂原４１７−１ 0475-25-0375

鬼島歯科医院 茂原市道表６−２ 0475-22-2789

医療法人社団 剛裕会 須田外科・歯科医院 茂原市高師２２０８−３ 0475-26-5585

ふじみ歯科医院 茂原市高師２２３８−１２ 0475-26-3718

勝山歯科医院 茂原市高師４０１ 0475-26-2678

関歯科医院 茂原市高師４１３−３８ 0475-23-8781

島崎歯科医院 茂原市高師５０ 0475-22-2683
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菅原歯科医院 茂原市高師７５−８ 0475-26-3755

名倉歯科医院 茂原市高師８４５ 0475-22-3782

相沢歯科医院 茂原市高師８５４ 0475-22-3119

たけ歯科クリニック 茂原市大芝５９５−１ 0475-47-3876

ポプラ小児歯科医院 茂原市早野２９７３−５ 0475-22-7242

緑ケ丘歯科医院 茂原市緑ケ丘４−３−４ 0475-22-1180

蓮沼歯科医院 茂原市国府関１４０５ 0475-22-1182

田村歯科医院 茂原市国府関１４６１ 0475-22-3231

かわばた歯科 茂原市長尾２６８２−５ 0475-24-1711

ななみ歯科医院 茂原市小林３７０１−５ 0475-25-2570

医療法人社団　甲斐歯科医院 茂原市高師台２丁目５−５ 0475-27-7555

平野歯科医院 茂原市粟生野４６２６−１ 0475-34-8080

山倉歯科医院 茂原市本納１９８０−１ 0475-34-2012

長 生 郡 長 南 町
唐鎌歯科医院 長生郡長南町米満４９−１ 0475-46-2227

道脇歯科医院 長生郡長南町長南２５７８ 0475-46-0058

西歯科医院 長生郡長南町長南２６２４ 0475-46-1108

麻生歯科医院 長生郡長南町給田２２４−１０ 0475-47-0455

長 生 郡 長 柄 町
ながら歯科医院 長生郡長柄町長富４１−６ 0475-35-4878

長 生 郡 白 子 町
酒井歯科医院 長生郡白子町北高根２３８９ 0475-33-6270

長 生 郡 一 宮 町
植草歯科医院 長生郡一宮町一宮２５５１−１０ 0475-42-2105

医療法人社団中正会　町田歯科医院 長生郡一宮町一宮２９８２−５ 0475-42-2251

医療法人社団健清会　清水歯科医院 長生郡一宮町一宮３１０１−１ 0475-42-6480

医療法人社団栄友会　市原歯科医院 長生郡一宮町一宮３１０８ 0475-42-3406

長 生 郡 長 生 村
木島歯科医院 長生郡長生村一松驚７５９ 0475-32-0887

七井土歯科クリニック 長生郡長生村七井土１５３２−５ 0475-32-2488

ながの歯科医院 長生郡長生村本郷１−１４８ 0475-32-7878

長 生 郡 睦 沢 町
くが歯科医院 長生郡睦沢町上市場９２４ 0475-44-2580

医療法人社団創正会　睦沢歯科医院 長生郡睦沢町下之郷２０１３−１ 0475-44-2193

市 原 市
古地歯科医院 市原市草刈３−１ 0436-74-8211

おおまや歯科医院 市原市大厩１８２８−１１ 0436-75-8282

ハロー辰巳台デンタルクリニック 市原市辰巳台東１−２イオンタウンたつみ台 0436-37-2680

佐久間歯科医院 市原市辰巳台東２−１０−１５ 0436-74-4968

アール歯科クリニック 市原市辰巳台東４−３−１０２ 0436-75-8059

医療法人社団豊辰会　クニモト歯科 市原市辰巳台西３−４−３ 0436-75-0648

髙橋歯科医院 市原市辰巳台西５−６−２ 0436-74-1900

若宮歯科医院 市原市若宮３−３−５ 0436-42-3444

若宮中央歯科医院 市原市若宮７−７−５ 0436-42-0802

グリーン歯科医院 市原市古市場字田中後３１９−９ 0436-41-6447

まつお歯科クリニック 市原市能満３１５−７ 0436-42-2332

医療法人社団圭和会　山路歯科クリニック 市原市能満１４６３ 0436-41-8275

医療法人社団身斉会　能満歯科 市原市能満１８５１−１ 0436-75-0788

泉水歯科医院 市原市郡本２−１ 0436-43-1180

医療法人社団志領会　石渡歯科医院 市原市惣社１−３−１３ 0436-22-8800
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宗田マタニティクリニック歯科室 市原市根田３２０−７ 0436-24-4111

デンタルクリニック　ララ 市原市加茂２−１−２１ 0436-67-0950

けい歯科医院 市原市村上２３６８−１ 0436-23-8888

稲葉歯科医院 市原市五井西４−２５−９ 0436-21-1140

齋藤歯科 市原市君塚１−３４−３ 0436-25-6632

白金歯科医院 市原市君塚２−１７−２ 0436-24-1234

医療法人社団　愛友会　いのまた歯科 市原市五井中央東２−２−３アヴァンタージュ１Ｆ 0436-23-6480

千葉歯科クリニック 市原市五井中央東２−１４−７Ｃ．Ｄ．Ｃビル３Ｆ 0436-22-6480

医療法人社団　イトウ歯科医院 市原市五井東１−３−５ 0436-22-6470

常泉歯科医院 市原市五井２４５８−３ 0436-24-0104

岡本歯科医院 市原市五井２７９２−１ヴェラハイツ五井第３　１０８号 0436-24-1184

宮吉歯科南クリニック 市原市八幡３５３ 0436-41-6480

浅野歯科医院 市原市八幡９４８ 0436-41-0922

医療法人社団創和会　片倉歯科市原診療所 市原市八幡１２４５−６ 0436-41-1184

川畑歯科医院 市原市西五所３４−２６ 0436-21-4381

国分寺台泉水歯科 市原市北国分寺台５−６−４ 0436-41-5151

本田歯科医院 市原市国分寺台中央２−１５−１ 0436-40-4618

松田歯科クリニック 市原市東国分寺台２−８−１３ 0436-25-2228

中澤歯科医院 市原市五井中央西１−３−４ 0436-25-6482

佐藤歯科医院 市原市五井中央西２−１４−３プロント１−Ｄ 0436-25-6818

渡邉歯科医院 市原市五井中央西３−１０−１３ 0436-21-0303

ちはら台歯科クリニック 市原市ちはら台南２−２１−１６ 0436-75-6480

よこた歯科・矯正歯科クリニック 市原市ちはら台南３−２１ 0436-37-3037

長野歯科医院 市原市ちはら台南５−５−４ 0436-52-4180

山本歯科医院 市原市瀬又６７５−４ 0436-52-1858

医療法人社団誠幸会　松井歯科医院 市原市山田５９９−２ 0436-36-8207

加賀美歯科医院 市原市海士有木１７３７−５ 0436-36-0109

永野歯科医院 市原市馬立８１３ 0436-95-1640

三橋歯科医院 市原市牛久５５０−５ 0436-92-1305

小宮歯科医院 市原市牛久９２８−１０ 0436-92-3838

ユタカ歯科 市原市光風台１−５ 0436-36-4618

あずさ歯科医院 市原市光風台１−３９１ 0436-36-8411

つるまい歯科医院 市原市鶴舞７０１−１ 0436-88-4182

医療法人社団千友会　むらせ歯科医院 市原市千種２−６−８ 0436-63-3315

田中歯科クリニック 市原市千種２−１６−１ 0436-22-5878

小池歯科医院 市原市姉崎東１−１−１４ 0436-61-1761

大野歯科医院 市原市姉崎東２−２−１７ 0436-61-4581

小泉歯科医院 市原市姉崎東３−１−３小泉ビル２階 0436-62-8241

横田歯科医院 市原市姉崎２０５ 0436-62-2193

松田デンタルオフィス 市原市姉崎２２７３−２ 0436-62-2613

医療法人社団惠葉会　アップル歯科 市原市姉崎２５６８−６ 0436-63-0118

宇塚歯科医院 市原市畑木１２９−３ 0436-61-6690

にしまき歯科医院 市原市迎田８８ 0436-61-4040

青葉台歯科クリニック 市原市青葉台３−１０−４ 0436-62-3355

木村歯科医院 市原市青葉台５−２−５ 0436-62-1241

医療法人社団勝美会　水田歯科医院 市原市姉崎西２−２−６ 0436-62-0404

よしき歯科医院 市原市有秋台西１−６−１０ 0436-60-6480

木 更 津 市
医療法人社団朱由佑会　こうの・デンタルクリニック 木更津市高柳１−５−２７ 0438-41-3363

石村歯科医院 木更津市高柳３−２−９ 0438-41-7800
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医療法人社団芳明会　なるかわ歯科医院 木更津市本郷１−２７７０三浦ビル２F　A・B 号 0438-40-1118

医療法人社団香樹会 今井矯正歯科クリニック 木更津市ほたる野１−２０−４ 0438-30-4618

医療法人社団史祥会　房総メディカルクリニック 木更津市ほたる野３−２４−１９ 0438-72-9917

清見台いしい歯科 木更津市清見台東３−１−７ 0438-97-7090

松清歯科医院 木更津市清見台南１−９−７ 0438-98-1818

太田歯科診療所 木更津市太田２−１４−１０ 0438-25-7066

市川歯科医院 木更津市太田３−３−７ 0438-23-6591

礒貝歯科医院 木更津市清見台１−２３−１３ 0438-25-0285

清見台歯科医院 木更津市清見台２−４−１９ 0438-22-0751

萬年橋歯科医院 木更津市清川１−４−１７ 0438-98-1711

天野歯科医院 木更津市清川１−２１−１７ 0438-98-5721

瀬戸歯科医院 木更津市朝日２−１−３０ 0438-25-8841

玄々堂歯科医院 木更津市朝日２−７−２３アンソスビル２Ｆ 0438-20-8117

山口歯科医院 木更津市木更津２−９−１３ 0438-23-8848

大和歯科医院 木更津市東中央２−３−２０ 0438-22-4181

勝呂歯科医院 木更津市東中央２−９−３ 0438-22-3561

すえよしデンタルクリニック 木更津市岩根２−３−１ 0438-42-1242

細井歯科医院 木更津市岩根３−７−２２ 0438-41-8300

医療法人社団史祥会　房総メディカル第２クリニック 木更津市吾妻２４３−１ 0438-38-6771

安達歯科医院 木更津市中央１−４−２１ 0438-22-2568

高橋歯科医院 木更津市中央１−７−２２ 0438-22-2473

医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 木更津市中央２−３−１３ 0438-23-5858

医療法人社団髙盛会　髙野歯科医院 木更津市真里谷７９−７ 0438-53-5544

磯貝歯科医院 木更津市真里９８７ 0438-53-2052

大塚歯科医院 木更津市請西１５４７−１ 0438-37-0588

真舟中央歯科医院 木更津市真舟５−８−５ 0438-37-1184

けんもつ歯科医院 木更津市文京２−２−５ 0438-25-3010

医療法人社団松青会　小松歯科クリニック 木更津市文京５−１−７ 0438-23-8418

さくら歯科クリニック 木更津市請西東２−２−１ 0438-37-8648

ふるや歯科医院 木更津市請西東６−１０−６ 0438-36-4970

あきよし歯科医院 木更津市請西南２−２４−１ 0438-38-3388

医療法人社団裕博会　やましたデンタルクリニック 木更津市請西南３−２−１ 0438-36-6455

八幡台歯科医院 木更津市八幡台３−１−３２ 0438-36-4618

羽鳥野歯科クリニック 木更津市羽鳥野７−１８−５ 0438-38-0821

つるおか歯科医院 木更津市桜井５７１ 0438-37-5500

ふしい歯科医院 木更津市桜井新町５−２−１４ 0438-36-3040

医療法人社団楽仁会　鍛治口歯科医院 木更津市畑沢２−３７−５ 0438-36-5411

須藤歯科医院 木更津市畑沢南４−１３−１５ 0438-36-0089

医療法人社団高雅会　畑沢南歯科クリニック 木更津市畑沢南６−１−３ 0438-30-7007

小竹歯科医院 木更津市新田３−２−５ 0438-25-4591

君 津 市
大隅歯科医院 君津市久留里市場８４９ 0439-50-5111

冲津歯科医院 君津市久留里市場９１５−７ 0439-27-3918

俵田わたなべ歯科 君津市俵田７２２−５ 0439-35-3337

平野歯科医院 君津市広岡１６９７−１ 0439-29-2022

大御歯科医院 君津市大井戸３１５ 0439-32-2164

医療法人社団　鎌田歯科医院 君津市鎌滝２９７ 0439-37-3100

山中歯科クリニック 君津市中島６６８−３ 0439-32-3633

神歯科クリニック 君津市常代５−３−８ 0439-54-8141

医療法人社団ＷｉＮ　ビー・アイ歯科診療所 君津市君津１ 0439-54-1949
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佐久間歯科医院 君津市東坂田１−５−２３ 0439-55-6655

けいひろ歯科クリニック 君津市東坂田２−６−１６サンプラザ１Ｆ 0439-52-4182

内山歯科医院 君津市人見２−１９−７ 0439-52-8912

中野歯科クリニック 君津市中野２−１０−１０ 0439-55-1845

原歯科医院 君津市中野４−１−４ 0439-55-8148

あきら歯科クリニック 君津市久保２−２−３ 0439-55-8841

松葉歯科医院 君津市南久保１−１−１ 0439-54-8241

おおの歯科医院 君津市南子安４−８−６ 0439-54-8211

杢師歯科医院 君津市杢師３−２０−２０ 0439-55-8888

加藤歯科医院 君津市八重原１７２−１５１ 0439-72-6480

富 津 市
医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 富津市大堀１８３０ 0439-87-6480

医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 富津市大堀２−１６−１０ 0439-87-8211

しいづ歯科医院 富津市大堀４−５−１５ 0439-87-7711

水町歯科医院 富津市上飯野１６９１ 0439-87-3366

ひかる歯科 富津市青木２−２０−２１フラットフィールドＤ号 0439-88-1185

医療法人社団一桃会　やながわ歯科医院 富津市千種新田１６−２２ 0439-80-5577

いわせ歯科 富津市岩瀬１００９−９ 0439-65-0111

三枝歯科クリニック 富津市佐貫１６５−１ 0439-66-2033

医療法人社団天歯会　天羽歯科医院 富津市湊４９２−１ 0439-67-3660

今村歯科医院 富津市売津１５３−１ 0439-67-8070

よしみ歯科クリニック 富津市関尻４４３−１ 0439-68-0332

袖 ヶ 浦 市
高浦歯科医院 袖ケ浦市横田１１７７ 0438-75-2566

加藤歯科医院 袖ケ浦市蔵波台１−２１−６ 0438-62-8934

大森歯科医院 袖ケ浦市長浦駅前２−３−１ 0438-62-8117

医療法人社団ＭＭＴ　長浦マリン歯科 袖ケ浦市長浦駅前６−１８−５ 0438-60-8070

医療法人社団羽立会　のぞみ野歯科医院 袖ケ浦市のぞみ野６９−２ 0438-63-4618

医療法人社団夢仁会　中村歯科医院 袖ケ浦市神納１−７−５ 0438-62-4849

近藤歯科クリニック 袖ケ浦市福王台１−１４−１ 0438-62-6639

袖ケ浦歯科医院 袖ケ浦市福王台２−１−１いそのビル２F 0438-63-6544

医療法人社団アイ・ティ− 袖ケ浦市福王台２−１３−５ 0438-63-7458

やまぐち歯科 袖ケ浦市福王台４−２１−８ 0438-62-9633

和田歯科医院 袖ケ浦市奈良輪２−１１−６ 0438-62-2150

館 山 市
友野歯科医院 館山市山本２−１ 0470-23-8811

堀口歯科医院 館山市館山２１１ 0470-23-6145

医療法人社団　林歯科矯正歯科医院 館山市館山１０５２ 0470-22-0187

池田歯科医院 館山市長須賀３３７ 0470-23-8181

医療法人社団雅会　太田歯科医院 館山市北条１１４１ 0470-22-7171

やまわき歯科医院 館山市北条６３７−１ 0470-22-4430

金子歯科医院 館山市北条１７５２ 0470-23-5085

吉川歯科医院 館山市北条１７６５−８ 0470-22-1182

青山歯科医院 館山市北条１９４３−１ 0470-20-1188

医療法人社団隆輪会　観音寺歯科診療所 館山市北条２１９８−１２ 0470-23-5050

歯科北条診療所 館山市北条２２２６ 0470-22-0888

和田歯科医院 館山市北条２５７８ 0470-22-5333

医療法人社団渉仁会　佐々木歯科口腔顎顔面ケアクリニック 館山市下真倉６２６−１ 0470-24-8001

本橋歯科医院 館山市佐野９７ 0470-28-1300

南 房 総 市
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オダキ歯科 南房総市千代１０９−１ 0470-36-3411

小林歯科医院 南房総市千倉町瀬戸２３７４ 0470-44-2374

医療法人社団　小原歯科医院 南房総市千倉町北朝夷２９２８ 0470-44-0525

山本歯科医院 南房総市千倉町南朝夷１２２０ 0470-44-0021

千倉歯科医院 南房総市千倉町平舘６９３ 0470-44-5085

出口歯科医院 南房総市富浦町豊岡８３６ 0470-33-2152

こばやかわ歯科 南房総市富浦町深名１４４４−１ 0470-33-2950

医療法人社団和風会　　丸山歯科医院 南房総市安馬谷２０７４ 0470-46-3678

みなみはら歯科診療所 南房総市和田町松田１４１ 0470-47-5550

鴨 川 市
鴨川歯科室 鴨川市横渚２６１−１ 04-7092-1522

医療法人社団尭舜会　歯科かもがわﾃ ﾝ゙ﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 鴨川市横渚９７５−１２梅月堂鴨川駅西口ビル２Ｆ 04-7099-1665

のぞみ歯科医院 鴨川市貝渚５４−１ 04-7093-6176

亀田総合病院 鴨川市東町９２９ 04-7099-1117

鴨川市立国保病院（歯科） 鴨川市宮山２３３ 04-7097-1222

医療法人社団芳志会　池田歯科医院 鴨川市天津１７６８−１ 04-7094-1401

安 房 郡 鋸 南 町
いけだ歯科医院 安房郡鋸南町勝山４３４ 0470-55-1919

森永歯科医院 安房郡鋸南町竜島８４９−１ 0470-55-0229

い す み 市
医療法人社団　小守歯科 いすみ市日在２４５４ 0470-63-0005

最首歯科医院 いすみ市深堀３６２ 0470-62-0238

最首デンタルクリニック いすみ市大原７７７２ 0470-62-2543

ジツカタ歯科医院 いすみ市大原８４３２−１ 0470-63-0070

白井歯科医院 いすみ市大原９２８８ 0470-62-0933

草壁歯科クリニック いすみ市大原９３５９−７ 0470-63-2511

いすみ・森の歯医者さん・よしの歯科クリニック いすみ市小沢１９１ 0470-62-4182

医療法人社団創和会　片倉歯科夷隅診療所 いすみ市苅谷１１２９−２ 0470-80-5555

鈴木歯科医院 いすみ市苅谷１２５９−１ 0470-86-5526

熱田歯科クリニック いすみ市岬町榎沢６３７−２ 0470-87-9339

吉田歯科医院 いすみ市岬町長者２２１ 0470-87-5213

夷隅郡大多喜町
おおたき歯科医院 夷隅郡大多喜町船子１２４−１水野ビル２Ｆ 0470-82-3411

さとう歯科医院 夷隅郡大多喜町新丁９９ 0470-82-2884

若菜歯科医院 夷隅郡大多喜町大多喜２４８ 0470-82-2918

夷 隅 郡 御 宿 町
岩瀬歯科医院 夷隅郡御宿町新町１０７−１ 0470-68-2104

吉野歯科医院 夷隅郡御宿町新町７４８ 0470-68-2756

横山歯科医院 夷隅郡御宿町浜２０６ 0470-68-5668

勝 浦 市
磯野歯科医院 勝浦市墨名５６５−５９ 0470-73-5323

医療法人社団なかやち歯科医院 勝浦市墨名７０４−２ 0470-73-3781

医療法人社団薫聖会　高梨歯科医院 勝浦市墨名７８１−７ 0470-73-1051

福永歯科医院 勝浦市墨名８０１ 0470-73-0350

鈴木歯科医院 勝浦市興津２６７６ 0470-76-1081

柏 市
中央歯科 柏市柏１−１−８かまやビル２階 04-7166-5658

カシワ・ファミリ歯科 柏市柏１−１−１１ 04-7163-5856

細井歯科医院 柏市柏１−３−３ 04-7167-2443

小板橋歯科医院 柏市柏２−１０−１１武藤眼科ビル２０８ 04-7163-3312
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医療法人社団ＹＤＣ　山田歯科クリニック 柏市柏３−７−２６ 04-7167-5210

花沢歯科医院 柏市柏３−１１−２７−１０１ 04-7166-6620

中島歯科医院 柏市柏４−７−３ 04-7164-4188

いりえ歯科クリニック 柏市柏５−８−３ 04-7163-4182

医療法人社団葉山会　葉山歯科医院 柏市柏７−９−３ 04-7164-6480

サクライ歯科クリニック 柏市柏３４０−３１ 04-7166-7821

医療法人社団久修会　大島歯科医院 柏市柏１３２６−１２ 04-7164-9112

大島歯科クリニック 柏市東１−１−１６−１０１　 04-7164-1182

パール歯科クリニック 柏市東１−２−６ 04-7107-6480

甘利歯科医院 柏市東１−３−１７ 04-7163-2277

兼坂歯科医院 柏市東柏１−１２−１ 04-7166-6444

髙野歯科医院 柏市泉町１−４ 04-7167-2611

にしまき歯科 柏市泉町１５−１０ 04-7167-6538

みわ歯科クリニック 柏市中央２−２−１８−２０１ 04-7166-8148

神尾歯科クリニック 柏市中央２−１２−２ 04-7106-8211

ウィング歯科 柏市若葉町３−３第２グランドフォート１０３ 04-7170-4340

いしざき歯科 柏市若葉町５−８ 04-7164-8648

柏千代田歯科・小児歯科 柏市千代田２−２−１第２三光ビル１０２ 04-7197-7162

田中歯科医院 柏市千代田３−１５−１ 04-7164-3000

桜井歯科医院 柏市増尾４−１−１ 04-7175-1251

今村歯科医院 柏市藤心１−１−３ 04-7175-2671

伊藤歯科クリニック 柏市逆井藤ノ台１−２ 04-7175-1165

高橋歯科医院 柏市逆井１−１２−２９ 04-7172-4059

加文字歯科医院 柏市逆井４−７−１３ 04-7174-1925

染井歯科医院 柏市南逆井１−１２−６ 04-7176-0650

福島歯科クリニック 柏市南逆井４−８−１２ 04-7174-6118

會田歯科医院 柏市南逆井５−５−２ 04-7173-0039

逆井歯科医院 柏市東逆井１−１−３岡本ビル 04-7175-0808

医療法人社団　ほのぼの歯科・矯正歯科 柏市加賀３−２４−６伊藤ビル２Ｆ 04-7160-0303

柴原歯科医院 柏市加賀３−２５−３ 04-7172-0130

金剛寺歯科クリニック 柏市増尾台３−８−３４ 04-7175-8811

鈴木歯科医院 柏市増尾台４−３−１２ 04-7176-3688

木村歯科医院 柏市酒井根３−２１−７ 04-7174-9000

医療法人社団誠友会　きたうら歯科クリニック 柏市酒井根４−３−３３ 04-7173-2721

塚田歯科医院 柏市南増尾４−１７−１２ 04-7174-9333

武田歯科医院 柏市東中新宿４−６−１ 04-7174-3422

かなだ歯科医院 柏市光ケ丘２−２１−２１ 04-7176-1112

おの歯科医院 柏市光ケ丘４−３−６ 04-7197-3469

医療法人社団剣幸会　福島歯科医院 柏市中新宿２−６−１ 04-7175-2545

坂野歯科医院 柏市豊住１−４−１８ 04-7173-0727

加藤歯科医院 柏市つくしが丘１−１７−３ 04-7172-4135

桑木歯科医院 柏市つくしが丘２−４−１ 04-7174-1118

田口歯科医院 柏市つくしが丘３−８−８ 04-7175-6480

大石歯科医院 柏市つくしが丘５−７−２９ 04-7176-3355

ナガシマ歯科医院 柏市今谷上町４３−５２ 04-7174-2265

おおの歯科医院 柏市今谷上町６６−２ 04-7176-5232

つばさ歯科医院 柏市南柏中央１−６宇佐美ビル２Ｆ 04-7175-8700

旭歯科クリニック 柏市南柏中央２−１１ 04-7175-1182

柏　緑ヶ丘歯科 柏市緑ケ丘１３−８ 04-7167-7519

新柏歯科クリニック 柏市新柏１−４−５ 04-7167-1600
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セイワ歯科医院 柏市新柏１−１６−６ 04-7166-6482

医療法人社団マハロ会　英デンタルクリニック 柏市新柏４−８−１０ 04-7199-8836

西野歯科医院 柏市中原１−１６−６ 04-7175-1001

大森歯科医院 柏市ひばりが丘１３−１２ 04-7166-6679

柏たなか　かねこ歯科クリニック 柏市小青田１−５−４ライオンズ柏たなか１Ｆ 04-7137-3715

きらら歯科 柏市小青田１−１−１１ 04-7197-4997

タカシマ歯科医院 柏市花野井１８１４−１３ 04-7132-2572

渡辺歯科医院 柏市大室２４９−２ 04-7133-1416

関口歯科医院 柏市布施新町４−２３−７ 04-7133-2667

とみせ歯科室 柏市布施１４６−１９ 04-7133-2228

宿連寺歯科クリニック 柏市宿連寺４４３−１６ 04-7134-1188

ライフタウン歯科クリニック 柏市松葉町１−１６−６ 04-7135-0748

末石歯科 柏市松葉町２−１−２１ 04-7132-5652

てらだデンタルクリニック 柏市松葉町２−１５−２ 04-7136-8846

天野歯科医院 柏市松葉町３−２２−１８加藤園ビル１Ｆ 04-7134-0118

松葉デンタルクリニック 柏市松葉町４−９−２ 04-7132-7761

医療法人社団歯優会　加納歯科医院 柏市松葉町６−９−１ 04-7133-0418

永井歯科医院 柏市松葉町７−１５−１ 04-7133-6489

やくやま歯科 柏市根戸３８６−１ 04-7133-1184

医療法人社団秀和会高橋歯科医院 柏市根戸４６９−１１ 04-7131-3853

医療法人社団ニコライ会　千代田ホワイト歯科 柏市北柏１−２−６ 04-7163-1841

シゲタ歯科医院 柏市北柏３−１−１昭信ビル３Ｆ 04-7163-7341

永木歯科医院 柏市北柏３−１３−１０ 04-7163-5228

菅野歯科医院 柏市松ケ崎３９８−１０ 04-7134-0011

医療法人社団美生会　モラージュ柏デンタルクリニック 柏市大山台２−３−１モラージュ柏２階　２１３ 04-7137-6001

長野歯科医院 柏市末広町１−１柏高島屋ステーションモール８Ｆ 04-7148-2080

出井歯科医院 柏市末広町６−７ 04-7145-6059

医療法人社団　榎本歯科クリニック 柏市末広町１２−７ 04-7143-2077

山中歯科医院 柏市明原２−１−１４ 04-7145-2503

大越歯科クリニック 柏市明原３−４−１７ 04-7145-8222

細田歯科医院 柏市明原４−１１−８ 04-7145-8084

中野歯科医院 柏市明原４−１２−２０ 04-7147-0263

小柳歯科医院 柏市かやの町２−１５ 04-7145-8225

黒滝歯科 柏市向原町１−１１ 04-7144-0911

中村歯科医院 柏市旭町１−１０−３ 04-7144-4014

山口歯科医院 柏市旭町１−９−１４ 04-7147-6765

ながお歯科医院 柏市旭町２−５−４ 04-7145-2080

佐久間歯科医院 柏市旭町７−３−６ 04-7148-6611

医療法人社団オハナ会　ウィズ歯科クリニック 柏市吉野沢２−３ 04-7145-0002

大河原歯科クリニック 柏市南柏１−２−２中村ビル４Ｆ 04-7144-0896

医療法人社団誠明会ＡＣＴデンタルクリニック 柏市南柏１−５−１トレランス１Ｆ 04-7192-7030

谷口歯科医院 柏市新富町１−２−２８ 04-7148-6474

青野歯科医院 柏市豊上町１６−１０ 04-7143-4045

たかだ歯科 柏市高田８８０ 04-7144-4182

フラワーデンタルクリニック 柏市篠籠田１４８４−３ 04-7146-8247

医療法人社団塩路会　矢部歯科医院 柏市豊四季１５０−５２ 04-7143-3639

菅谷歯科クリニック 柏市豊四季２１０−１４ 04-7144-8400

わしんデンタルクリニック 柏市豊四季２４９−１７ 04-7186-7015

しんのすけ歯科クリニック 柏市豊四季３４１−１６ 04-7143-0010

南柏歯科クリニック 柏市豊四季４９４−１３４ 04-7144-6561
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内堀歯科医院 柏市豊四季５１４−６ 04-7174-1710

金丸歯科医院 柏市豊四季１００６−６ 04-7139-3860

なかたに歯科 柏市豊四季１００８−１２アヴニール豊四季１０１ 04-7141-2145

たかの歯科医院 柏市若柴１−８１ 04-7100-0008

あおい歯科医院 柏市若柴１７３−８柏の葉キャンパス１５１街区 B 棟 SB −１ 04-7132-8122

医療法人社団ＮＴＭ　ららぽーと柏の葉歯科クリニック 柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉３F 04-7135-0896

釜崎歯科医院 柏市十余二２４９−２３１ 04-7147-4433

よしい歯科医院 柏市十余二２９７ 04-7134-4182

老沼医院歯科 柏市みどり台５−１−５８ 04-7131-3729

鏑木歯科 柏市西原１−１−２ 04-7154-2800

井上歯科クリニック 柏市西柏台２−２−１６ 04-7152-5688

五味歯科医院 柏市大井７６４−１ 04-7191-7081

石戸歯科医院 柏市大井８４３−２ 04-7191-6903

医療法人社団ＯＤＣ大津ヶ丘歯科クリニック 柏市大津ヶ丘３−５−１ 04-7191-0084

八木歯科医院 柏市大津ケ丘４−２４−１７ 04-7193-1184

国田歯科医院 柏市大津ヶ丘４−２９−７ 04-7191-3123

永田歯科医院 柏市塚崎１００４−１３ 04-7193-1000

えのきど歯科医院 柏市塚崎２−２−１５ 04-7191-8401

高柳歯科医院 柏市高柳１４７８−４ 04-7191-4950

かめおか歯科クリニック 柏市高柳１７７１−２３ 04-7191-8455

高南台歯科医院 柏市高南台３−４−５ 04-7193-7464

沼南愛立歯科 柏市南高柳１−１９ 04-7192-2305

よつば歯科 柏市しいの木台５−２５−１８ 047-394-4180

流 山 市
オーク歯科クリニック 流山市東深井１１１３−１０３ 04-7136-2332

医療法人社団弘成会　横山歯科医院 流山市東深井１７８−１ 04-7154-1085

東深井デンタルクリニック 流山市東深井２７０−３４ 04-7140-4182

医療法人社団康実会　しばた歯科医院 流山市東深井３９４−５ 04-7156-1184

ツタモリ歯科医院 流山市西深井５６７−３ 04-7152-5961

いいづか歯科 流山市江戸川台東２−６６−１ 04-7140-5581

高橋歯科医院 流山市江戸川台東２−２６８ 04-7155-1145

医療法人社団桜陽会　さくら歯科 流山市江戸川台東２−３１９ 04-7156-8211

そよかぜ歯科医院 流山市青田９４−１ 04-7157-4182

平原歯科医院 流山市東初石３−１０３−３４須藤ビル 1Ｆ 04-7156-1108

初石デンタルクリニック 流山市東初石３−１３３−８６ 04-7152-8140

さかい歯科医院 流山市東初石４−２３８−４ 04-7155-5082

おおたかの森歯科クリニック 流山市東初石６−１８３−１ライフガーデン４F 04-7178-3111

医療法人社団歯聖会　おおたかの森ファミリー歯科医院 流山市東初石６−１８４−８フェリーチェおおたかの森１階 04-7128-8884

白須賀歯科クリニック 流山市江戸川台西１−８９−１ 04-7152-1355

医療法人則仁会　寺沼歯科診療所 流山市江戸川台西２−１４１ 04-7154-8264

おおたかの森みわ歯科矯正歯科医 流山市十太夫１１番地１　ベルフルール弐番館１Ｆ 047-136-7587

医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 流山市西初石３−１４４６−２６ 04-7154-2024

かえで歯科クリニック 流山市西初石３−１４５８−２４ 04-7156-1150

東風歯科おおたかの森クリニック 流山市西初石５−９０−３ 04-7111-2061

からさわ歯科 流山市西初石６−８１８−１９フォレットおおたかＣ 04-7157-1302

流山おおたかの森歯科矯正歯科 流山市駒木３５６　リセブロー１０２ 04-7128-4108

吉田歯科 流山市駒木４８０−３ 04-7153-1854

かきざわ歯科クリニック 流山市野々下６−１０３７−１０ 04-7143-2232

ひがしデンタルクリニック 流山市市野谷６５０（新Ｂ５５街区２）Villa Est １Ｆ 04-7178-7888

三須歯科医院 流山市松ヶ丘１−４６２−４４ 04-7144-1402
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ほんじょう歯科医院 流山市松ケ丘２−３２０- ２６ 04-7136-2856

西平井デンタルクリニック 流山市西平井８２１−１ 04-7157-0178

小川歯科医院 流山市平和台３−８−１３ 04-7159-1140

岡本歯科医院 流山市平和台４−２−３ 04-7158-8148

鰭ケ崎歯科 流山市鰭ケ崎字塚ノ越１２９７−６コーポ・ベラーム１Ｆ 04-7159-6480

おおつか歯科クリニック 流山市南流山１−１０−２クレール壱番館１０２ 04-7158-8686

高田歯科医院 流山市南流山１−５−８ 04-7159-0020

医療法人社団留佳会　斉藤歯科医院 流山市南流山１−２３−１０ 04-7159-8145

みなみながれやま矯正歯科 流山市南流山２−７−３−１０１ 04-7159-6833

寺田歯科医院 流山市南流山３−７−１５ 04-7159-7147

ひやま歯科医院 流山市南流山３−１０−１ＹＫヴィレッジ１０５ 04-7159-9533

医療法人社団さくら会　テックナカムラ歯科 流山市南流山３−１０−１４ 04-7158-8611

にじいろ歯科クリニック 流山市大字流山２５７５番地（木Ｂ１０１街区７） 04-7159-1818

すももデンタルクリニック 流山市大字流山９４８−２ 04-7197-1847

亀田歯科医院 流山市流山６−６８２ 04-7158-1025

中村歯科クリニック 流山市流山６−８００−２０ 04-7159-8182

みわのやま歯科 流山市三輪野山３−１−２１ 04-7136-7648

医療法人社団真和会　ハーモニーデンタルクリニック 流山市加１−１５７７ 04-7157-8241

我 孫 子 市
平和台歯科 我孫子市布佐２２１２−１ 04-7189-4986

なかむら歯科クリニック 我孫子市布佐２７４１−４ 04-7181-6474

後藤歯科 我孫子市布佐平和台３−１−１ 04-7189-4310

医療法人社団心誠会　あらき野歯科クリニック 我孫子市新木野２−１−５７ 04-7187-4182

医療法人社団心誠会　クリア歯科医院 我孫子市中峠１２７１−１ 04-7199-9910

宮本歯科医院 我孫子市中峠１８５３ 04-7188-9601

医療法人社団貴周会　五井歯科医院 我孫子市中峠台４−７ 04-7188-5634

医療法人社団友祥会　浅海歯科医院 我孫子市湖北台１−１−２ 04-7187-3300

尾上歯科医院 我孫子市湖北台１−５−１１ 04-7188-3151

いずみ歯科 我孫子市湖北台９−７−８ 04-7188-2122

小川歯科クリニック 我孫子市天王台１−４−１９ 04-7184-5621

天王台駅前歯科 我孫子市天王台１−５−１−１階 04-7165-5006

アビコデンタルオフィス 我孫子市天王台１−５−１葵天王台ビル２Ｆ 04-7181-0808

エール歯科クリニック 我孫子市天王台１−２４−１荒井駅前ビル２０１ 04-7197-7011

東アビコ歯科医院 我孫子市天王台３−１−１３ 04-7184-3541

エルム歯科 我孫子市天王台４−５−６３ 04-7182-8214

勝田歯科医院 我孫子市東我孫子２−２３−１ 04-7183-0088

医療法人社団涼友会　山野井歯科医院 我孫子市東我孫子２−３６−１６ 04-7185-9554

みどり歯科 我孫子市若松１３９−７ 04-7183-0135

アライ歯科クリニック 我孫子市本町２−４−１５弥生ビル２Ｆ 04-7186-0802

天龍堂（歯科）クリニック 我孫子市緑１−６−１１ 04-7184-4180

石川歯科医院 我孫子市白山２−８−３１ 04-7182-3258

福山歯科 我孫子市つくし野６−４−１２ 04-7182-9229

高橋歯科クリニック 我孫子市並木７−３−３２ 04-7183-0797

谷田部歯科クリニック 我孫子市我孫子１−１−１６カドマツビル２Ｆ 04-7186-4183

わかば歯科クリニック 我孫子市我孫子１−３−７ 04-7157-3115

いとう歯科クリニック 我孫子市我孫子１−１０−２０ラ・カンパネラ３F 04-7181-8881

医療法人社団天龍人会　なかむら歯科 我孫子市我孫子４−２−１２ 04-7185-1235

かげやま歯科 我孫子市我孫子４−２−１２−３０７ 080-2397-6641

医療法人社団秀和会　第二高橋歯科医院 我孫子市台田４−１−７ 04-7185-3071

前山歯科医院 我孫子市青山台２−３−１６ 04-7184-4560
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しばざき歯科 我孫子市柴崎台１−７−３しばざきビル１F 04-7183-7456

ルアーナデンタルクリニック 我孫子市柴崎台２−６−２６ラシュールフィリア１０１ 04-7190-5821

イルヤ歯科クリニック 我孫子市柴崎台２−１１−１３ 04-7182-8180

野口歯科医院 我孫子市柴崎台３−６−２５ 04-7182-9499

清水歯科医院 我孫子市柴崎台４−３−３４ 04-7184-0033

ゆきざき歯科 我孫子市柴崎台５−５−７ 04-7186-2424

八 千 代 市
豊田歯科医院 八千代市島田台８７２−２ 047-488-3401

城橋歯科医院 八千代市米本２８ 047-488-3006

すきがら歯科医院 八千代市勝田台北３−６−２２ 047-486-1182

ひるま歯科医院 八千代市上高野３０６ 047-480-8211

勝田台歯科医院 八千代市勝田台１−３−７ 047-485-4182

斎藤矯正歯科 八千代市勝田台１−２８−１樫山ビル２Ｆ 047-487-8700

おおかわ歯科クリニック 八千代市勝田台１−３７−７ 047-751-6480

医療法人社団尚歯会　ＥＳ歯科医院 八千代市勝田台２−６中沢ビル 047-484-6553

伊澤歯科医院 八千代市勝田台３−２６−１ 047-482-9888

庄司歯科クリニック 八千代市勝田台５−３０−８ 047-487-4487

橋本歯科医院 八千代市勝田台７−２５−３ 047-483-5018

陣内歯科医院 八千代市勝田台７−３０−１８ 047-486-0418

医療法人社団清泉会　杉山歯科医院 八千代市村上団地１−５３ 047-484-8640

医療法人社団秀鳳会　いまい歯科 八千代市村上１７４１−４ 047-482-6474

むらかみだい歯科医院 八千代市村上１９０２−４４スカイハイツ１Ｆ 047-485-8871

医療法人社団鶴亀会　高橋歯科 八千代市村上２０９１−１０黒沢池ビル１Ｆ 047-486-9755

のりと歯科医院 八千代市村上南１−１９−１０ 047-487-7758

いなやま歯科 八千代市村上南２−６−２７ 047-405-0012

大内歯科医院 八千代市八千代台北１−４−３ 047-482-6502

森歯科クリニック 八千代市八千代台北１２−１−１３ 047-483-3000

江海歯科医院 八千代市八千代台北１２−４−６ 047-483-1735

伊藤歯科クリニック 八千代市八千代台北１４−６−８ 047-482-4188

浦部歯科医院 八千代市八千代台北２−１−１ 047-485-3790

上原歯科口腔外科医院 八千代市八千代台北５−１−１３ 047-486-4182

八千代歯科クリニック 八千代市八千代台北５−３−１７ 047-486-0479

門屋歯科医院 八千代市八千代台東１−１４八千代プラザ４Ｆ 047-482-0551

鈴木歯科医院 八千代市八千代台東１−３９−１０ 047-484-0474

渡辺歯科医院 八千代市八千代台東１−６−８ 047-485-6066

えいこう歯科クリニック 八千代市八千代台東１−６−１１ 047-405-4618

あいはら歯科医院 八千代市八千代台東３−１２−１ 047-483-5101

河田歯科クリニック 八千代市八千代台東４−７−２２ 047-486-8601

土佐歯科医院 八千代市八千代台南１−１−２小池ビル５Ｆ 047-485-6241

医療法人社団秀美会　豊歯科 八千代市八千代台南１−３−１第八扇ビル４F 047-482-0100

佐藤歯科医院 八千代市八千代台南１−３−４ＡＨＣビル１階 047-485-8866

中澤歯科 八千代市八千代台南１−１３−１ 047-486-6161

信愛歯科医院 八千代市八千代台南２−１１−３ 047-484-0708

アップル歯科医院 八千代市八千代台西３−１−１２ 047-483-4618

八千代台歯科医院 八千代市八千代台西３−４−６ 047-485-6055

佐野歯科医院 八千代市八千代台西３−９−７ 047-483-5265

金井歯科医院 八千代市高津団地１−１４−１０１ 047-450-6646

あき歯科クリニック 八千代市高津６９４−１−１０２ 047-450-1418

医療法人社団　たかみね歯科医院 八千代市高津８５０−１５２ 047-459-5948

あおぞら歯科 八千代市高津１０８７−２ 047-458-8139
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医療法人社団薫風会　高津歯科医院 八千代市高津東２−６−１５ 047-483-8722

わたなべ歯科クリニック 八千代市ゆりのき台１−１１−５ソフィアグレース八千代１Ｆ 047-487-1184

柴﨑歯科医院 八千代市ゆりのき台３−３−１プレルディオ２階 047-485-4682

ゆりのき台歯科クリニック 八千代市ゆりのき台４−２０−５ 047-486-8181

タハラデンタルクリニック 八千代市ゆりのき台５−１−４アルバ八千代１Ｆ 047-481-6480

ユーア歯科医院 八千代市ゆりのき台８−１−１ 047-482-4336

桜田歯科医院 八千代市萱田字池ノ台２２３８−８川島ビル２Ｆ 047-485-7730

フレッシュタウン歯科クリニック 八千代市萱田町５４０−４２ 047-450-5918

ししくら歯科 八千代市大和田４７４- ４コーポ城１−２ 047-484-2559

大和田歯科医院 八千代市大和田９１０−５ 047-484-2895

小松歯科医院 八千代市大和田９２０−２ 047-483-4700

さいかわ歯科 八千代市大和田１０００−５桝屋ビル２Ｆ 047-487-1200

はんだ歯科 八千代市大和田新田５１０−２プログレス花通１Ｆ 047-458-6488

医療法人社団志由会　マイ歯科医院 八千代市大和田新田７５８−１ 047-459-3444

医療法人社団竹友会　公園都市プラザ　わかば歯科 八千代市緑が丘１−１−１公園都市プラザ　１Ｆ 047-409-7809

こうの歯科医院 八千代市緑が丘１−４−１カムザ・スクエア・エスタシオン２F 047-450-7550

医療法人社団博雄会　緑が丘駅歯科医院 八千代市緑が丘１−１１０４−３ 047-458-6777

ほりうち歯科 八千代市緑が丘２−２−９第２秋葉ビル２Ｆ 047-458-1248

鷺歯科医院 八千代市緑が丘２−３１−１ 047-458-2010

医療法人社団真清会　藤本歯科医院 八千代市緑が丘４−８−２ 047-450-8683

浦 安 市
藤原歯科クリニック 浦安市当代島１−３−２９アイエムビル　２階 047-355-2662

白土歯科医院 浦安市当代島１−５−１ラッフィナート２０１号 047-316-4618

奥田歯科医院 浦安市当代島２−７−２７ 047-352-0014

たかなし歯科医院 浦安市当代島３−１４−７クレッセントＴＹＵ１階 047-304-1380

酒井歯科医院 浦安市北栄１−９−１３ 047-351-3375

よこた歯科クリニック 浦安市北栄１−１６−１４　Ｕ−ＢＩＧステーション２階 047-352-2428

オオツカ歯科クリニック 浦安市北栄１−１７−３大盛ビル３Ｆ 047-351-5775

熊川歯科医院 浦安市北栄２−１−１ 047-353-5373

ナグモ歯科医院 浦安市北栄３−３−１５ 047-352-4888

さくら歯科クリニック 浦安市海楽１−２９−２ 047-381-1118

海楽歯科医院 浦安市海楽２−２−８ 047-353-3255

市川歯科クリニック 浦安市海楽２−１２−４ 047-355-2211

岡﨑歯科医院 浦安市猫実３−１６−２４ＪＩＮ　１Ｆ 047-304-8800

宇田川歯科医院 浦安市猫実４−２１−１３ 047-354-8049

飯田歯科医院 浦安市猫実５−２−６ 047-351-3385

小山歯科医院 浦安市美浜３−２５−２０ 047-353-6611

医療法人社団　　新浦安歯科医院 浦安市美浜３−２６−１４ 047-350-3338

美浜歯科医院 浦安市美浜４−１−４ 047-354-0506

ベイサイド歯科クリニック 浦安市入船１−４−１ショッパーズプラザ新浦安８Ｆ 047-381-2081

医療法人社団尚歯会　コート・マリーナ歯科 浦安市日の出１−３−３６−２Ｆ 047-305-4182

医療法人社団ウィズダム　新浦安ブライト歯科 浦安市明海４−１−１ニューコースト新浦安３Ｆ３２５ 047-303-3012

医療法人社団健英仁会　山本デンタルクリニック 浦安市明海５−７−１　パークシティ東京ベイ新浦安 Sol ﾄ゙ ｸﾀｰｽ ﾍ゙ ｲ゙Ｂ 047-382-8560

樋口歯科医院 浦安市富岡３−２−５ 047-350-5222

香取歯科 浦安市富岡４−９−４−１Ｆ 047-723-5050

三浦歯科医院 浦安市今川１−２−１清田ビル２Ｆ 047-355-6688

医療法人社団キャビネ・ラピヌー 浦安市今川１−２−２８ 047-353-4180

医療法人社団不二見会ふじみ歯科医院浦安診療所 浦安市今川１−４−５４ 047-354-5151

医療法人社団　坂田歯科医院 浦安市高洲１−２２−１６ 047-382-4618

医療法人社団　栗林歯科医院 浦安市高洲２−４−１０　２F インシップ医療モール内 047-700-7211
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高洲歯科クリニック 浦安市高洲３−２−１ 047-304-5056

医療法人社団 iCube　i Cube Dental Clinic 新浦安 浦安市高洲３−２１−１２ 047-720-3192

弁天歯科診療所 浦安市弁天２−２４−８ 047-354-5207

見明川歯科医院 浦安市弁天２−３８−６ 047-355-5522

福嶋歯科医院 浦安市舞浜２−１７−１１ 047-354-3541

スズキ歯科 浦安市堀江１−３５−３１ 047-355-0880

おだ歯科医院 浦安市堀江２−１３−１ 047-351-3589

さしだ歯科医院 浦安市堀江３−２７−１ 047-380-1888

さくら通りみなみ歯科医院 浦安市堀江６−１−４３グランバーチェ１０１ 047-711-1805

森デンタルクリニック 浦安市堀江６−５−３１ 047-351-2288

医療法人社団星陵会　オーラルケア浦安歯科・小児歯科・矯正歯科 浦安市東野３−４−１アクロスプラザ浦安東野２Ｆ 047-354-0025

医療法人社団弘愛会　舞浜ガーデンヒルズ歯科 浦安市富士見３−１１−１舞浜ガーデンヒルズ１Ｆ 047-306-6480

医療法人社団雄伸会　うちだ歯科医院 浦安市富士見４−３−２４ノビリス浦安１Ｆ 047-305-1184


