
圏域 市町村名 診療所名称 氏名 郵便番号 所在地 電話番号

医療法人社団福寿会　鷲見医院歯科 鷲見　隆仁 260-0834 千葉市中央区今井２－７－９ 043-266-4325

坂口歯科医院 坂口　豊 260-0033 千葉市中央区春日１－２０－５ 043-242-5076

弁天歯科クリニック 甲田　寿美子 260-0045 千葉市中央区弁天１－２－３  ＫＭビル６Ｆ 043-285-0230

医療法人社団ともしび会
ＭＦデンタルクリニック

保田　靖 260-0021 千葉市中央区新宿２－１０－２ＭＦ１０ビル２Ｆ 043-247-1021

コスモ歯科医院 木村　弘文 260-0834 千葉市中央区今井１－２３－１０コスモ１５ビル２Ｆ 043-266-2888

ナイスデンタルクリニック 加藤　佳宏 260-0855 千葉市中央区市場町２-１３ 043-201-7133

藤本歯科長洲医院 藤本　俊男 260-0854 千葉市中央区長洲２－２０－１７ 043-225-2030

佐藤歯科医院 佐藤　顕正 260-0023 千葉市中央区出洲港１３－１５みなと住宅管理棟１Ｆ 043-241-8041

医療法人社団ともしび会
ＭＦデンタルクリニック

林　良憲 260-0021 千葉市中央区新宿２－１０－２ＭＦ１０ビル２階 043-247-1021

医療法人社団輝　藤本歯科長洲医院 藤本　俊輝 260-0854 千葉市中央区長洲２－２０－１７ 043-225-2030

藤本歯科医院 藤本　修一 260-0021 千葉市中央区新宿１－２５－２ 043-242-4650

医療法人社団聖裕会　井上歯科 井上　裕美子 260-0015 千葉市中央区富士見２－３－１塚本大千葉ビル５Ｆ 043-222-7000

矢部歯科医院 矢部　仁 260-0044 千葉市中央区松波２－１３－１８ 043-251-5821

坂口歯科医院 稲毛　恵 260-0033 千葉県千葉市中央区春日1-20-5 043-242-5076

医療法人社団愛和会　アイボリー歯科医院 鄭　寛 260-0044 千葉市中央区松波４－２０－１２ 043-287-0538

みつなり歯科医院 三成　幸輝 260-0824 千葉市中央区浜野町１８９－１３ 043-266-6688

６丁目いとう歯科 伊藤　博志 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５ 043-274-0590

中村歯科医院 中村　誠二 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１－３－６　市原第一ビル２０１ 043-275-8900

木屋歯科医院 木屋　和彦 262-0046 千葉市花見川区花見川２－４４－１０２ 043-259-2032

飯髙歯科医院 飯髙　道 262-0005 千葉市花見川区こてはし台５－２０－１６ 043-257-6474

小室歯科医院 小室　行孝 262-0012 千葉市花見川区千種町２２６－１８ 043-250-4117

すがや歯科クリニック 菅谷　充男 262-0005 千葉市花見川区こてはし台６－１７－８ 043-286-3833

あすか歯科医院 菅　眞男 262-0026 千葉市花見川区瑞穂３－１－１ 043-350-0120

６丁目いとう歯科 伊藤　博志 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５ 043-274-0590

６丁目いとう歯科 伊藤　伸泰 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５ 043-274-0590

ハーブ歯科クリニック 杉田　智伸 262-0025 千葉市花見川区花園１-６-７ 043-212-1066

倉沢歯科クリニック 倉沢　良典 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東２－２－１１ 043-246-2211

柴田歯科医院 柴田　康功 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東３－１９－２０　菊地ビル３Ｆ 043-242-0452

小中台歯科クリニック 岡﨑　伸夫 263-0043 千葉市稲毛区小中台９－５－１４ 043-253-1855

おおにし歯科クリニック 大西　和也 263-0023 千葉市稲毛区緑町１－８－５ 043-238-0024

前川歯科医院 前川　達雄 263-0041 千葉市稲毛区黒砂台３－５－１２ 043-287-2526

鈴木歯科医院 鈴木　常夫 263-0043 千葉市稲毛区小仲台２－５－３稲栄ビル６Ｆ 043-255-8847

信愛歯科医院 加藤　信夫 263-0052 千葉市稲毛区あやめ台１－１４－１０５ 043-284-4182

文教通り歯科クリニック 三邉　メイ 263-0024 千葉市稲毛区穴川２－４－１ 043-285-2560

おおぞら歯科クリニック 栁澤　武 263-0001 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
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大林歯科 大林　英美 264-0004 千葉市若葉区千城台西１－３６－１ 043-237-1055

医療法人社団青慈会　原田歯科クリニック 原田　幹夫 264-0028 千葉市若葉区桜木２－１６－２４ 043-232-9988

尾﨑歯科医院 尾﨑　優之 264-0035 千葉市若葉区東寺山町５８１－４ 043-254-8217

さいとう歯科クリニック 齋藤　泰宏 264-0005 千葉市若葉区千城台北３－１１－１２ 043-237-8241

河野歯科医院 河野　晴夫 264-0026 千葉市若葉区西都賀３－２４－７ 043-253-0262

都賀デンタルクリニック 大関 邦彦 264-0025 千葉市若葉区都賀3-2-5なかや第2ビル4F 043-235-4182

高村歯科医院 高村　豪 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央７－１８－３ 043-292-4827

毛利歯科医院 毛利　友次 267-0061 千葉市緑区土気町１６３２－１ 043-294-7821

学園前歯科クリニック 藤枝　恵香 226-0032 千葉市緑区おゆみ野中央1-18-4 043-292-8989

谷中歯科医院 谷中　真一 266-0005 千葉市緑区誉田町２－２４ 043-291-7008

７５３（なごみ）歯科医院 菊池　章宏 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央８－１８－１ 043-300-1346

高橋歯科医院 高橋　正明 261-0012 千葉市美浜区磯辺７－１７－１５ 043-278-4182

東京歯科大学千葉歯科医療センター 杉山　哲也 261-8502 千葉市美浜区真砂１丁目２−２ 043-270-3555

医療法人社団峯友会　木島歯科医院 木島　峯雄 261-0011 千葉市美浜区真砂２－２－７ 043-278-3688

伊藤歯科医院 伊藤　昌男 261-0004 千葉市美浜区高洲３－２－１８ 043-277-1597

千葉県立保健医療大学歯科診療室 大川　由一 261-0014 千葉市美浜区若葉２－１０－１ 043-272-1717

若林歯科クリニック 若林　学 261-0001 千葉市美浜区幸町１－２－２桑田ビル１階 043-301-6715

やまざき歯科 山﨑　伸子 261-0004 千葉市美浜区高洲１－２１－１三基ビル２F 043-278-7117

小磯歯科医院 小磯　悦夫 272-0824 市川市菅野４－３－３ 047-321-0335

石井歯科医院 石井　広志 272-0822 市川市宮久保１－１６－３ 047-300-5585

たかはし歯科医院 高橋　春輝 272-0025 市川市大和田４－６－１７ 047-378-5508

河内歯科医院 河内　嘉道 272-0021 市川市八幡２－３－８シャンポールⅢ２０１ 047-320-1599

ファミリ－歯科 篠塚　光久 272-0144 市川市新井３－４－６キョウエイビル３０３ 047-358-8446

こみやま歯科医院 小宮山　高之 272-0035 市川市新田３－１７－９ 047-314-4618

医療法人社団如月会　澤野歯科クリニック 澤野　宗如 272-0143 市川市相之川４－９－６ 047-357-8877

中野歯科 中野　初代 272-0034 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819

医療法人社団クオーレ 杉山デンタルクリニック 杉山　茂夫 272-0021 市川市八幡２－９－１４クオーレ１階 047-333-9721

杉山デンタルクリニック 倉田 慎吾 272-0021 市川市八幡2－9‐14 047-333-9721

木村歯科医院 木村　淳 272-0143 市川市相之川４－４－１４飯田ビル２Ｆ 047-358-8300

神戸歯科医院 神戸　洋子 272-0826 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 関本　志貴 272-0831 市川市稲越１－１４－５ 047-373-2731

コウノ歯科医院 河野　出 272-0143 市川市相之川１－４－１１ 047-398-8800

おおたに歯科 大谷　洋昭 272-0031 市川市平田４－４－１ 047-377-5730

医療法人社団広和会　萩原歯科クリニック 萩原　和典 272-0137 市川市福栄２－１１－１５ 047-396-6956

リムデンタルクリニック行徳駅前 栗林　理夢 272-0133 市川市行徳駅前２－８－９臼井ビル１Ｆ 047-711-4180

東葛南部 市川市

千葉市
若葉区

千葉市
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千葉市
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長谷川歯科医院 長谷川　英美 272-0035 市川市新田１－１６－２３ 047-326-7522

中野歯科 中野　初代 272-0034 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819

こんの歯科医院 紺野　敦 272-0804 市川市南大野２－４－４１ 047-339-6363

医療法人社団定仁会　小貫歯科医院 飯島　美智子 273-0005 船橋市本町７－６－１　船橋ツインビル東館６Ｆ 047-424-1833

神田歯科医院 神田　秀二 270-1471 船橋市小室町３３１９－５ 047-457-5747

神保歯科医院 神保　明徳 274-0802 船橋市八木ケ谷１－２５－１２ 047-448-7000

レッツデンタルクリニック 中村　孝 274-0825 船橋市前原西２－１９－１津田沼パルコ５Ｆ 047-475-1230

田代歯科 田代　圭二 273-0035 船橋市本中山３－２０－１３ 047-314-8115

市川ビルさとう歯科医院 堀井　省吾 273-0005 船橋市本町１－１７－３ 047-431-4721

遠山歯科医院 遠山　裕 274-0077 船橋市薬円台５－１－５ 047-466-4055

ほほえみ歯科 村中　治夫 273-0112 鎌ケ谷市 東中沢3-35-1 047-443-8020

杉田歯科医院 杉田　聖 274-0063 船橋市習志野台４－１－６ 047-466-2676

濱田歯科 浜田　和家 273-0031 船橋市西船４－２０－６ 047-434-4764

永嶋歯科クリニック 永嶋　昌之 274-0802 船橋市八木が谷３－２９－９ 047-449-9190

ながなわ歯科 新井田　光希子 274-0063 船橋市習志野台３－１８－６ハイツ藤井１０２ 047-465-6133

あさかげ歯科医院 朝䕃　綾子 274-0825 船橋市前原西７－１２－６ 047-470-1032

米谷歯科医院 米谷　敬司 274-0067 船橋市大穴南５－２３－１０ 047-466-8586

医療法人社団健恒会　船橋日大前さくらパーク歯科 北和田　健吾 274-0060 船橋市坪井東３－１４－１ 047-468-8217

医療法人社団健恒会
船橋日大前さくらパーク歯科

細野　隆也 274-0060 船橋市坪井東３－１４－１ 047-468-8217

芝山医科歯科クリニック歯科 朝倉　望 274-0816 船橋市芝山４－１７－９ 047-467-6178

医療法人社団真珠会　パール歯科医院 伊藤　高夫 273-0005 船橋市本町４－４１－１９セントラルビル３Ｆ・４Ｆ 047-424-1100

加藤歯科医院 加藤　和子 273-0021 船橋市海神５－３－２２ 047-431-2691

マーブル歯科クリニック 髙 成秀 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－５－４４タカラビル１階１０１ 047-442-6381

医療法人社団嵩真会　島野歯科医院 島野　秀樹 274-0805 船橋市二和東５－２９－２ 047-447-8100

白井歯科クリニック 白井　直人 273-0021 船橋市海神２－２３－２８　２Ｆ 047-425-3302

ミツワ歯科医院 荒木　隆宏 273-0031 船橋市西船４－２１－４ 047-431-6243

世良歯科診療所 世良　秀男 274-0812 船橋市三咲７－２３－８ 047-449-0440

小宮歯科医院 小宮　あゆみ 274-0822 船橋市飯山満町３－１５２４－７ 047-490-3095

医療法人社団聖祥会　ビバ歯科・矯正小児歯科 関本　聖美 273-0002 船橋市東船橋１－３７－１０ 047-421-0118

医療法人社団三雄会　やまの歯科医院 金井　三範 273-0026 船橋市山野町１３５－１ 047-437-4618

ちのね歯科医院 瀨戸　幸絵 274-0812 船橋市三咲５－３２－２永光ビル１０１号 047-490-5518

医療法人社団健恒会　薬円台歯科 北和田　健吾 274-0077 船橋市薬円台６－６－８橋本ビル　１Ｆ 047-461-4182

マエダ歯科医院 前田　恵美子 274-0073 船橋市田喜野井２－２９－７ 047-473-5811

市川ビルさとう歯科医院 佐藤　博章 273-0005 船橋市本町１－１７－３ 047-431-4721

みらいえデンタルオフィス 桑原　正光 273-0003 船橋市宮本２－９－４同愛会ビル１Ｆ 047-481-8604

船橋市
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あさかげ歯科医院 朝䕃　綾子 274-0825 船橋市前原西７－１２－６ 047-470-1032

萩野歯科医院 萩野　高司 274-0805 船橋市二和東６－１７－１９ 047-449-0880

小山歯科医院 小山　政夫 274-0814 船橋市新高根６－３８－８福住ビル３０２ 047-463-8110

小山歯科医院 小山　葵 274-0814 船橋市新高根６の３８の８ 0474-63-8110

杉山歯科医院 杉山　仁 275-0014 習志野市鷺沼５－６－１２ 047-454-2042

わたなべ歯科医院 渡邉　洋次 275-0022 習志野市香澄６－１６－１ 047-451-2654

阿部歯科クリニック 阿部　有司 275-0025 習志野市秋津４－１－１０ 047-451-8788

医療法人社団健志会　安喰歯科医院 安喰　哲也 275-0002 習志野市実籾５－４－１９ 047-477-7059

医療法人社団大空会
シエルデンタルクリニック

太田　卓 275-0011 習志野市大久保１－２９－１４グランフォース習志野１階 047-407-0707

医療法人社団明雅会　まさき歯科医院 薮下　雅樹 275-0012 習志野市本大久保１－１５－１５ 047-476-6480

山川歯科医院 山川　博 275-0005 習志野市新栄１－３－５ 047-473-3603

津田沼Ｙ’ｓ歯科クリニック奏の杜 山田　裕介 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－１１ｓｏｎａｔａ１Ｆ 047-456-8678

岸田歯科医院 岸田　昌子 275-0026 習志野市谷津４－３－１４ 047-453-3789

実籾歯科 横山　英樹 275-0002 習志野市実籾５－１３－７ 047-478-4976

医療法人社団徳壮会　新津田沼歯科クリニック 小澤　宏徳 275-0016 習志野市津田沼１－１０－４０ダイワビル３Ｆ 047-478-8841

庄司歯科クリニック 庄司　晃 276-0023 八千代市勝田台５－３０－８ 047-487-4487

森歯科クリニック 森　宏樹 276-0031 八千代市八千代台北１２－１－１３ 047-483-3000

鷺歯科医院 鷺　二郎 276-0049 八千代市緑が丘２－３１－１ 047-458-2010

ししくら歯科 宍倉　達也 276-0045 八千代市大和田４７４-４コーポ城１－２ 047-484-2559

ハミング歯科医院 福林　勇一郎 276-0046 八千代市大和田新田３５４－２０３ 047-459-7706

大澤デンタルクリニック 大澤　秀文 276-0045 八千代市大和田８４４ 047-487-4018

勝田台歯科医院 佐々木　脩浩 276-0023 八千代市勝田台１－３－７ 047-485-4182

布川歯科医院 布川　澄 276-0032 八千代市八千代台東１－１３－１佐藤八千代台ビル３Ｆ 047-483-5481

ゆりのき台歯科クリニック 平出　功 276-0042 八千代市ゆりのき台４－２０－５ 047-486-8181

あいはら歯科医院 粟飯原　靖司 276-0032 八千代市八千代台東３－１２－１ 047-483-5101

中澤歯科 中澤　正博 276-0033 八千代市八千代台南１－１３－１ 047-486-6161

小松歯科医院 小松　修 276-0045 八千代市大和田９２０－２ 047-483-4700

医療法人社団祐文会　高峰歯科医院 高峰　正一 276-0042 八千代市ゆりのき台１－３７ 047-482-5905

鈴木歯科医院 鈴木　英明 276-0032 八千代市八千代台東１－３９－１０ 047-484-0474

鈴木歯科医院 鈴木　美加 276-0032 八千代市八千代台東１－３９－１０ 047-484-0474

河田歯科クリニック 河田　政昭 276-0032 八千代市八千代台東４－７－２２ 047-486-8601

医療法人社団鶴亀会　高橋歯科 高橋　淳一 276-0028 八千代市村上２０９１－１０黒沢池ビル１Ｆ 047-486-9755

桜田歯科医院 桜田　浩司 276-0043 八千代市萱田字池ノ台２２３８－８川島ビル２Ｆ 047-485-7730

柴﨑歯科医院 柴﨑　聡 276-0042 八千代市ゆりのき台３－３－１プレルディオ２階 047-485-4682

医療法人社団清泉会　杉山歯科医院 杉山　修平 276-0027 八千代市村上団地１－５３ 047-484-8640

東葛南部

習志野市

八千代市
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河田歯科クリニック 川原怜子 276-0032 千葉県八千代市八千代台東4－7－22 047-486-8601

医療法人鶴亀会　高橋歯科 高橋篤史 276-0028 千葉県八千代市村上2091-10 047-486-9755

いなやま歯科 稲山　雅治 276-0029 八千代市村上南２－１１－１５ 047-405-0012

さつま歯科 宮﨑　加容子 273-0135 鎌ケ谷市中佐津間２－１０－４ 047-446-0418

皆川歯科医院 皆川　学 273-0112 鎌ケ谷市東中沢２－１－５０ 047-446-0888

医療法人社団陽明会　東武歯科クリニック 大越　幸子 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央２－７－８ 04-7445-4411

こしば歯科 小柴　麻理子 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－８－１３ 047-444-6666

デンタルオフィス・ソレイユ 村越　隆久 279-0012 浦安市 入船1-5-2プライムタワー新浦安12F 047-350-2500

宇田川歯科医院 宇田川　恵司 279-0004 浦安市猫実４－２１－１３ 047-354-8049

さくら通りみなみ歯科医院 南　一郎 279-0041 浦安市堀江６－１－４３グランバーチェ１０１ 047-711-1805

福嶋歯科医院 福嶋　史郎 279-0031 浦安市舞浜２－１７－１１ 047-354-3541

医療法人社団雄伸会　うちだ歯科医院 内田　治雄 279-0043 浦安市富士見４－３－２４ノビリス浦安１Ｆ 047-305-1184

医療法人社団不二見会ふじみ歯科医院浦安診療所 森　亮介 279-0022 浦安市今川１－４－５４ 047-354-5151

北栄デンタルクリニック 槙坪　孔明 279-0002 浦安市北栄１丁目１２－３３ステーションタワー浦安２０３ 047-311-4155

医療法人社団　栗林歯科医院 栗林　研治 279-0023 浦安市高洲２－４－１０　２Fインシップ医療モール内 047-700-7211

おだ歯科医院 小田　誠 279-0041 浦安市堀江２－１３－１ 047-351-3589

医療法人社団ウィズダム　新浦安ブライト歯科久後　佑介 279-0014 千葉県浦安市明海４－１－１ニューコースト新浦安３Ｆ３２５ 047-303-3012

美浜歯科医院 藤澤　美穂子 279-0011 浦安市美浜４－１－４ 047-354-0506

長坂歯科医院 長坂　允 270-2204 松戸市六実６－３９－２１ 047-385-3788

白石歯科医院 白石　勝彦 270-0023 松戸市八ケ崎７－４５－３　グリーンヒル八ケ崎１０４ 047-343-5711

塚本デンタルオフィス 塚本　康紀 270-2261 松戸市常盤平３－２－８ 047-387-2916

宮坂歯科医院 宮坂　公明 270-0013 松戸市小金きよしケ丘１－１２－１０ 047-341-2857

医療法人社団誠歯会
加藤歯科クリニック

加藤　欽也 271-0063 松戸市北松戸２－７－１６ 047-363-4182

青山デンタルクリニック 青山　勇 271-0064 松戸市上本郷４４６５ 047-367-8151

医療法人社団敬愛会
新松戸石崎歯科医院

石崎　久 270-0034 松戸市新松戸４－１５７ 047-344-4128

谷津歯科医院 谷津　利夫 270-0021 松戸市小金原６－５－１０－２Ｆ 047-343-2020

中村デンタルクリニック 中村　孝 270-2222 松戸市高塚新田１３８－２９８ 047-391-6683

宮本歯科医院 宮本　正郎 271-0077 松戸市根本９－１７ 047-362-2876

医療法人社団虹彩会
オズデンタルクリニック

吉﨑　ゆかり 271-0092 松戸市松戸２０４１－２ 047-363-0100

ふま歯科医院 府馬　敦 270-2203 松戸市六高台８－１４６－１８ 047-383-0600

くろかわ歯科 黒川　昭彦 270-0034 松戸市新松戸７－１６２－１２ 047-340-4618

明石歯科医院 明石　大輔 271-0091 松戸市本町１９－１６松戸ウエストビル３Ｆ 047-365-3712

おがた歯科医院 緒方　宏也 270-0034 松戸市新松戸３－２７３リベルタビル２Ｆ 047-710-9418

医療法人社団しらゆり会
しらゆり歯科医院

功刀　初穂 271-0047 松戸市西馬橋幸町５５ウエストビル 047-710-8140

医療法人社団大育会　いで歯科医院 井出　壹也 271-0045 松戸市西馬橋相川町１１７ 047-340-3718

東葛北部 松戸市

松戸市

鎌ケ谷市

浦安市
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伊藤歯科医院 伊藤　博康 270-0027 松戸市二ッ木１５１－２ 047-343-6900

医療法人社団健望会　あらき歯科クリニック 荒木　誠 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町６飯島ビル２０２号 047-309-2610

松戸歯科クリニック 立山　雄大 271-0092 松戸市松戸１１４７涌井ビル４Ｆ 047-367-6520

平山歯科 平山　勝憲 271-0092 松戸市松戸１１７８小松ビル４Ｆ 047-367-9631

植田歯科クリニック 植田　雅明 270-2232 松戸市和名ケ谷１４２８－３ 047-392-5665

森本歯科医院 森本　文子 271-0087 松戸市三矢小台２－１６－２ 047-360-1955

らいおん歯科 中山 秀樹 270-2225 松戸市東松戸1―8―8 047-710-8881

稔台歯科 白井　裕子 270-2231 松戸市稔台１－３１－１ 047-367-6607

わたなべ歯科 渡辺　幸司 271-0084 松戸市二十世紀が丘丸山町７６わたなべビル２Ｆ 047-391-0808

医療法人社団黄金会　羽根田歯科医院 羽根田　元子 270-0014 松戸市小金４４７－８ 047-309-4618

オレンジ歯科 外間　美由紀 271-0062 松戸市栄町５－３６０－２倉持コーポ１０３ 047-331-8877

宮嶋歯科医院 宮嶋　洋二郎 270-2212 松戸市五香南１－１４－５ 047-387-0068

プチモンド八ヶ崎デンタルクリニック 内田　敦 270-0023 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチモンド八ヶ崎２－Ａ 047-343-1118

植田歯科クリニック 植田　雅明 270-2232 松戸市和名ケ谷１４２８－３ 047-392-5665

中林歯科医院 中林　隆 278-0017 野田市大殿井１５０－１０１ 04-7123-6822

瀬戸歯科医院 連記　雅伸 278-0012 野田市瀬戸１８９－１３ 04-7138-3347

テシマ歯科医院 手島　英貴 270-0235 野田市尾崎８４６－１９ 04-7129-2020

山﨑歯科医院 山﨑　安一 278-0022 野田市山崎１９００－５ 04-7125-0177

(医)貴香会
宮本歯科・歯科口腔外科クリニック

宮本　芳美 278-0006 野田市柳沢２６－１５ 04-7120-0111

ひばり歯科医院 加藤　哲夫 278-0057 野田市光葉町２丁目２２－５ 04-7100-4618

医療法人イワキ会　東武駅ビル歯科医院 手島　正博 270-0235 野田市尾崎８４０－３ 04-7127-0021

医療法人イワキ会　東武駅ビル歯科医院 手島　由貴 270-0235 野田市尾崎８４０－３ 04-7129-2226

林歯科医院 林　亨二 278-0022 野田市山崎１２８９－７ 04-7125-7120

土田歯科医院 土田　隆司 278-0051 野田市七光台４２８－４８ 04-7129-1817

野田グリーンパーク歯科医院 濵島　良文 278-0015 野田市西三ケ尾４８４－２１３ 04-7138-0681

木沢歯科医院 木澤　英孝 278-0031 野田市中根２７６－３ 04-7124-3380

坂野歯科医院 坂野　雅巳 277-0071 柏市豊住１－４－１８ 04-7173-0727

金剛寺歯科クリニック 金剛寺　高宏 277-0052 柏市増尾台３－８－３４ 04-7175-8811

石戸歯科医院 松岡　政之 277-0902 柏市大井８４３－２ 04-7191-6903

医療法人社団オハナ会　ウィズ歯科クリニック 小澤　勇介 277-0853 柏市吉野沢２－３ 04-7145-0002

医療法人社団オハナ会　ウィズ歯科クリニック 大久保　弘記 277-0853 柏市吉野沢２－３ 04-7145-0002

よつば歯科 岸田　真太郎 277-0945 柏市しいの木台５－２５－１８ 047-394-4180

黒滝歯科 黒滝　義之 277-0851 柏市向原町１－１１ 04-7144-0911

中野歯科医院 中野　愛彦 277-0843 柏市明原４－１２－２０ 04-7147-0263

おおの歯科医院 大野　一 277-0074 柏市今谷上町６６－２ 04-7176-5232

東葛北部

松戸市

野田市

柏市



圏域 市町村名 診療所名称 氏名 郵便番号 所在地 電話番号

歯科医師認知症対応力向上研修の修了者名簿 （令和４年３月２５日更新）

田中歯科医院 田中　譲治 277-0025 柏市千代田３－１５－１ 04-7164-3000

小柳歯科医院 小柳　尚久 277-0846 柏市かやの町２－１５ 04-7145-8225

榎本歯科医院 榎本　洋史 277-0842 柏市末広町１２－７ 04-7143-2077

カシワ・ファミリ歯科 幸部　誠一 277-0005 柏市柏１－１－１１ 04-7163-5856

小板橋歯科医院 小板橋　誠 277-0005 柏市柏２－１０－１１武藤眼科ビル２０８ 04-7163-3312

永田歯科医院 永田　恒夫 277-0923 柏市塚崎１００４－１３ 04-7193-1000

山浦歯科医院 山浦　修治 277-0835 柏市松ケ崎２２４－２１ 04-7133-2185

渡辺歯科医院 渡辺　哲邦 277-0813 柏市大室２４９－２ 04-7133-1416

渡辺歯科医院 渡辺　邦広 277-0813 柏市大室２４９－２ 04-7133-1416

渡辺歯科医院 渡辺　愛斗 277-0813 柏市大室２４９－２ 04-7128-7286

内堀歯科医院 内堀　健二 277-0863 柏市豊四季５１４－６ 04-7174-1710

西野歯科医院 西野　雄一 277-0085 柏市中原１－１６－６ 04-7175-1001

とみせ歯科室 横山　かやの 277-0825 柏市布施１４６－１９ 04-7133-2228

榊歯科医院 榊　昭彦 277-0843 柏市明原１－２－２３ 04-7145-3316

タカシマ歯科医院 高嶋　正樹 277-0812 柏市花野井１８１４－１３ 04-7132-2572

山中歯科医院 山中　英成 277-0843 柏市明原２－１－１４ 04-7145-2503

遠藤歯科医院 遠藤　章 277-0014 柏市東１－２－４５石戸第３ビル２Ｆ 04-7163-5775

小熊歯科医院 小熊　貞夫 277-0005 柏市柏５－１－８ 04-7164-2010

永井歯科医院 永井　潔 277-0827 柏市松葉町７－１５－１ 04-7133-6489

今村歯科医院 今村　貴彦 277-0034 柏市藤心１－１－３ 04-7175-2671

染谷歯科医院 染谷　実 277-0042 柏市逆井５－２３－１ 04-7174-6481

中央歯科 赤羽　康彦 277-0005 柏市柏１－１－８かまやビル２階 04-7166-5658

医療法人社団剣幸会 福島歯科医院 福島　孝幸 277-0066 柏市中新宿２－６－１ 04-7175-2545

高橋歯科医院 巻淵　順子 277-0042 柏市逆井１－１２－２９ 04-7172-4059

花沢歯科医院 花澤　浩之 277-0005 柏市柏３－１１－２７－１０１ 04-7166-6620

加藤歯科医院 加藤　浩 277-0072 柏市つくしケ丘１－１７－３ 04-7172-4135

大石歯科医院 大石　善也 277-0072 柏市つくしが丘５－７－２９ 04-7176-3355

医療法人社団YDC 山田歯科クリニック 李　相徳 277-0005 柏市柏３－７－２６ 04-7167-5210

医療法人社団YDC 山田歯科クリニック 鈴木　愛 277-0005 柏市柏３－７－２６ 04-7167-5210

八木歯科医院 八木　浩一 277-0921 柏市大津ケ丘４－２４－１７ 04-7193-1184

みわ歯科クリニック 加治　美和子 277-0023 柏市中央２－２－１８－２０１ 04-7166-8148

やくやま歯科 役山　比登志 277-0831 柏市根戸３８６－１ 04-7133-1184

医療法人社団葉山会　葉山歯科医院 寺山　功 277-0005 柏市柏７－９－３ 04-7164-6480

久田歯科医院 久田　孝 277-0063 柏市西山１－２１－１０ 04-7174-4747

細田歯科医院 細田　哲夫 277-0843 柏市明原４－１１－８ 04-7145-8084

東葛北部 柏市
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谷口歯科医院 谷口　勇 277-0856 柏市新富町１－２－２８ 04-7148-6474

佐久間歯科医院 佐久間　京子 277-0852 柏市旭町７－３－６ 04-7148-6611

国田歯科医院 国田　和久 277-0921 柏市大津ヶ丘４－２９－７ 04-7191-3123

医療法人社団秀和会
秀和会クリニック歯科

力武　秀樹 277-0831 柏市根戸４６９－１１ 04-7131-3853

セイワ歯科医院 杉田　正和 277-0084 柏市新柏１－１６－６ 04-7166-6482

かなだ歯科医院 金田　広 277-0065 柏市光ケ丘２－２１－２１ 04-7176-1112

にしまき歯科 西牧　均 277-0022 柏市泉町１５－１０ 04-7167-6538

医療法人社団ニコライ会
千代田ホワイト歯科

高橋　光子 277-0832 柏市北柏１－２－６ 04-7163-1841

細井歯科医院 細井　毅 277-0005 柏市柏１－３－３ 04-7167-2443

大島歯科クリニック 大島　慶子 277-0014 柏市東１－１－１６－１０１　 04-7164-1182

医療法人社団
ＯＤＣ大津ヶ丘歯科クリニック

安田　博宣 277-0921 柏市大津ヶ丘３－５－１ 04-7191-0084

出井歯科医院 出井　博明 277-0842 柏市末広町６－７ 04-7145-6059

金丸歯科医院 金丸　俊一 277-0863 柏市豊四季１００６－６ 04-7139-3860

なかたに歯科 中谷　亜希子 277-0863 柏市豊四季１００８－１２アヴニール豊四季１０１ 04-7141-2145

フラワーデンタルクリニック 川嶋　千枝 277-0862 柏市篠籠田１４８４－３ 04-7146-8247

甘利歯科医院 甘利　貞文 277-0014 柏市東１－３－１７ 04-7163-2277

沼南愛立歯科 小城　幸三 277-0944 柏市南高柳１－１９ 04-7192-2305

木村歯科医院 木村　智 277-0053 柏市酒井根３－２１－７ 04-7174-9000

杉山歯科医院 杉山　均 277-0886 柏市西柏台１－７－２ 04-7153-6480

たかだ歯科 張谷　雅人 277-0861 柏市高田８８０ 04-7144-4182

医療法人社団ＮＴＭ
ららぽーと柏の葉歯科クリニック

吉村　俊哉 277-8518 柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉３F 04-7135-0896

ながお歯科医院 長尾　由樹 277-0852 柏市旭町２－５－４ 04-7145-2080

あおい歯科医院 藤田　英之 277-0871 柏市若柴１７３－８柏の葉キャンパス１５１街区B棟SB－１ 04-7132-8122

たかの歯科医院 髙野　正博 277-0871 柏市若柴１－８１ 04-7100-0008

永木歯科医院 中山　宙久 277-0832 柏市北柏３－１３－１０ 04-7163-5228

つばさ歯科医院 戸邉　雅利 277-0075 柏市南柏中央１－６宇佐美ビル２Ｆ 04-7175-8700

医療法人社団マハロ会
英デンタルクリニック

村上　勝則 277-0084 柏市新柏４－８－１０ 04-7199-8836

高野歯科医院 高野　裕子 277-0022 柏市泉町１－４ 04-7167-2611

高野歯科医院 吉田　聡子 277-0022 柏市泉町１−４ 04-7167-2611

さかいね歯科クリニック 早川　秀寛 277-0053 柏市酒井根２－１－１ 04-7197-5888

医療法人社団誠友会
きたうら歯科クリニック

北浦　宏明 277-0053 柏市酒井根４－３－３３ 04-7173-2721

医療法人社団美生会
モラージュ柏デンタルクリニック

村中　麻生 277-0837 柏市大山台２－３－１モラージュ柏２階　２１３ 04-7137-6001

ウィング歯科 加藤　正敏 277-0024 柏市若葉町３－３第２グランドフォート１０３ 04-7170-4340

わしんデンタルクリニック 斎藤　謹子 277-0863 柏市豊四季２４９－１７ 04-7186-7015

おの歯科医院 小野　泰弘 277-0065 柏市光ケ丘４－３－６ 04-7197-3469

東葛北部 柏市



圏域 市町村名 診療所名称 氏名 郵便番号 所在地 電話番号

歯科医師認知症対応力向上研修の修了者名簿 （令和４年３月２５日更新）

大森歯科医院 大森　雅之 277-0088 柏市ひばりが丘１３－１２ 04-7166-6679

とみせ歯科室 横山　大樹 277-0825 柏市布施１４６－１９ 04-7133-2228

ｉ　Dental　Clinic 石井　実 277-0075 柏市南柏中央３−２キュア・ラ２F 04-7171-3456

とよふた歯科 飯塚　毅 277-0872 柏市十余二５７５－５１ 04-7199-8433

ナガシマ歯科医院 長島　郁乃 277-0074 柏市今谷上町４３−５２ 04-7174-2265

やすだ歯科医院 安田　幹弘 277-0033 柏市増尾３−１０−１４ 04-7172-1607

医療法人社団天宣会
北柏リハビリ総合病院

西浦　里英 277-0004 柏市柏下２６５ 0471-69-8001

医療法人社団碧空会
ユアーズ歯科柏クリニック

梶村　幸市 277-0005 柏市柏２丁目８−９千葉スカイビル１階 04-7162-6661

井上歯科クリニック 池田　紗由美 277-0886 柏市西柏台２−２−１６ 04-7152-5688

柏市医療公社医療センター歯科診療所 宮下　直也 277-0004 柏市柏下６５−１ 04-7128-2233

柏千代田歯科・小児歯科 井上　直樹 277-0025 柏市千代田２−２−１−１０２ 04-7197-7162

弥生町歯科医院 飯島　美子 277-0015 柏市弥生町５−２０ 04-7162-3715

柏　緑ヶ丘歯科 小山　宏樹 277-0082 柏市緑ケ丘１３－８ 04-7167-7519

臼井歯科 臼井　敏雄 277-0051 柏市加賀２－９－７ 04-7172-5145

末石歯科 末石　玄一 277-0827 柏市松葉町２－１－２１ 04-7132-5652

いしざき歯科 石崎　隆弘 277-0024 柏市若葉町５－８ 04-7164-8648

菅野歯科医院 菅野　裕之 277-0835 柏市松ケ崎３９８－１０ 04-7134-0011

福島歯科クリニック 福島　安正 277-0043 柏市南逆井４－８－１２ 04-7174-6118

塚田歯科医院 塚田　幸生 277-0054 柏市南増尾４－１７－１２ 04-7174-9333

田口歯科医院 田口　耕一 277-0072 柏市つくしが丘３－８－８ 04-7175-6480

老沼医院歯科 老沼　博一 277-0884 柏市みどり台５－１－５８ 04-7131-3729

釜崎歯科医院 釜崎　直人 277-0872 柏市十余二２４９－２３１ 04-7147-4433

てらだデンタルクリニック 寺田　英史 277-0827 柏市松葉町２－１５－２ 04-7136-8846

ライフタウン歯科クリニック 横山　幸夫 277-0827 柏市松葉町１－１６－６ 04-7135-0748

宿連寺歯科クリニック 宮川　浩一 277-0826 柏市宿連寺４４３－１６ 04-7134-1188

ＡＣＴデンタルクリニック 山本　明 277-0855 柏市南柏１－５－１トレランス１Ｆ 04-7192-7030

中島歯科医院 中島　秀一 277-0005 柏市柏４－７－３ 04-7164-4188

南柏歯科クリニック 向後　生郎 277-0863 柏市豊四季４９４－１３４ 04-7144-6561

桜井歯科医院 櫻井　千惠子 277-0033 柏市増尾４－１－１ 04-7175-1251

長野歯科医院 奈良　治子 277-0842 柏市末広町１－１柏高島屋ステーションモール８Ｆ 04-7148-2080

医療法人社団トライデント　くぼのや歯科 窪谷　保則 277-0005 柏市柏１－１－７池松ビル３Ｆ 04-7166-6464

吉成歯科クリニック 吉成　滋 277-0082 柏市緑ケ丘１２－３３ 04-7167-4618

吉成歯科クリニック 吉成　悠紀 277-0082 柏市緑ヶ丘12-33 04-7167-4618

おおの歯科医院 大野 信子 277-0074 柏市今谷上町66ー2 04-7176-5232

神長歯科医院 神長　篤 277-0871 柏市若柴９１－１３角ビル１Ｆ 04-7128-9791

東葛北部 柏市
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青野歯科医院 青野　英二 277-0858 柏市豊上町１６－１０ 04-7143-4045

鏑木歯科 鏑木　重男 277-0885 柏市西原１－１－２ 04-7154-2800

柏　緑ヶ丘歯科 小山　直樹 277-0082 柏市緑ケ丘１３－８ 04-7167-7519

桜井歯科医院 櫻井　千惠子 277-0033 柏市増尾４－１－１ 04-7175-1251

ニコ歯科クリニック 細野　明 277-0842 柏市末広町4ー5  金子ビル4F 047-143-5331

ツタモリ歯科医院 蔦森　謙治 270-0107 流山市西深井５６７－３ 04-7152-5961

医療法人社団歯聖会
ファミリー歯科医院

武田　貢 270-0121 流山市西初石３－１４４６－２６ 04-7154-2024

初石デンタルクリニック 増田　一郎 270-0114 流山市東初石３－１３３－８６ 04-7152-8140

おおたかの森歯科クリニック 齊藤　大 270-0114 流山市東初石６－１８３－１ライフガーデン４F 04-7178-3111

医療法人社団弘成会　横山歯科医院 横山　弘一 270-0101 流山市東深井１７８－１ 04-7154-1085

そよかぜ歯科医院 山本　憲廣 270-0112 流山市青田９４－１ 04-7157-4182

みわのやま歯科 青柳　正人 270-0175 流山市三輪野山３－１－２１ 04-7136-7648

にじいろ歯科クリニック 長濱　英嗣 270-0164 流山市大字流山２５７５番地（木Ｂ１０１街区７） 04-7159-1818

医療法人則仁会　寺沼歯科診療所 寺沼　浩 270-0115 流山市江戸川台西２－１４１ 04-7154-8264

中村歯科クリニック 中久木　典子 270-0164 流山市流山６－８００－２０ 04-7159-8182

たつみ訪問歯科クリニック 皆川　竜身 270-0152 流山市前平井１８２セントラルパークウッズ１０１号室 04-7186-7758

石田歯科医院 石田　治 270-0164 流山市流山１－２５８－２ 04-7159-7774

吉田歯科 吉田　英貴 270-0132 流山市駒木４８０－３ 04-7153-1854

かえで歯科クリニック 杉下　彰男 270-0121 流山市西初石３－１４５８－２４ 04-7156-1150

医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 武田　貢 270-0121 流山市西初石３－１４４６－２６ 04-7154-2024

医療法人社団留佳会　斉藤歯科医院 齋藤　綾一朗 270-0163 流山市南流山１－２３－１０ 04-7159-8145

みなみながれやま矯正歯科 妻鹿　宏子 270-0163 流山市南流山２－７－３－１０１ 04-7159-6833

流山ハピネス歯科 牧村　英樹 270-0139 流山市おおたかの森南１－２－１流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　ＦＬＡＰＳ　５Ｆ 047-179-5188

おおたかの森みわ歯科矯正歯科 三輪　浩之 270-0138 流山市おおたかの森東４丁目３７－２ベルフルール弐番館１Ｆ 047-136-7587

尾上歯科医院 尾上　匡史 270-1132 我孫子市湖北台１－５－１１ 04-7188-3151

医療法人社団秀和会　高橋歯科医院 髙橋　幸七郎 270-1167 我孫子市台田４－１－７ 04-7185-3071

勝田歯科医院 勝田　吉美 270-1144 我孫子市東我孫子２－２３－１ 04-7183-0088

わかば歯科クリニック 小林　克也 270-1166 我孫子市我孫子１－３－７ 04-7157-3115

天王台駅前歯科 倉澤　俊之 270-1143 我孫子市天王台１－５－１－１階 04-7165-5006

清水歯科医院 清水　肇 270-1176 我孫子市柴崎台４－３－３４ 04-7184-0033

アビコデンタルオフィス 武田　公基 270-1143 我孫子市天王台１－５－１葵天王台ビル２Ｆ 04-7181-0808

渡辺歯科医院 渡辺　博 270-1152 我孫子市寿２－７－５ 04-7184-2260

前山歯科医院 前山　宏光 270-1175 我孫子市青山台２－３－１６ 04-7184-4560

ながい歯科医院 永井　和広 286-0036 成田市加良部１－５－３ 0476-28-6377

ポプラ歯科医院 日暮　寛之 286-0025 成田市東町２３６ 0476-22-9578

東葛北部
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オカモト歯科医院 岡本　英彦 286-0014 成田市郷部２９９－１ 0476-23-3303

医療法人社団真仁会
下総歯科クリニック

小太刀　眞人 289-0116 成田市名古屋１３７５ 0476-96-3999

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

小山　哲也 286-0036 成田市加良部５－７－１ 0476-27-5481

ハヤシダ歯科医院 林田　弘毅 286-0011 成田市玉造７－２４－１ 0476-27-8548

グランド歯科医院 萩原　大輔 286-0033 成田市花崎町９５９森田ビル４Ｆ 0476-22-0672

平田歯科医院 平田　収 286-0041 成田市飯田町１－１５サクマビル２Ｆ 0476-23-0576

ノウチ歯科クリニック 野内　一嘉 286-0045 成田市並木町２１５－５４ 0476-24-2566

栗原歯科医院 栗原　正彦 285-0812 佐倉市六崎７０９－１ 043-486-6754

栗原歯科医院 栗原　将太 285-0812 佐倉市六崎７０９－１ 043-486-6754

医療法人社団春陽会　佐倉歯科医院 出澤　政隆 285-0837 佐倉市王子台３－８－８ 043-461-3535

大木歯科医院 大木　大輔 285-0023 佐倉市新町６８ 043-484-1683

アイリス歯科クリニック 鈴木　顕人 285-0819 佐倉市寺崎北１－６－８ロマージュさくら１階１区画 043-309-8440

加納歯科診療所 加納　博 285-0039 佐倉市野狐台町７５－２ 043-486-1182

てらだ歯科 寺田　陵 285-0813 佐倉市石川６５７ 043-485-6288

ヤナセ歯科クリニック 柳瀬　益正 285-0811 佐倉市表町３－１２－１１ 043-484-4998

わかば歯科クリニック 田山　幸弘 285-0815 佐倉市城３９６－５ 043-484-0714

篠沢歯科医院 篠澤　医 285-0837 佐倉市王子台３－３－１ 043-487-3170

医療法人社団光匠会　アイ歯科 松田　光弘 285-0845 佐倉市西志津４－７－１７ 043-463-0049

美しが丘歯科 清野　豊 284-0045 四街道市美しが丘２－５－１　パ－クハウス１０２号 043-433-4108

めいわ歯科医院 津守　將充 284-0043 四街道市めいわ１－２３－１４ 043-420-5250

松田歯科医院 松田　一郎 284-0005 四街道市四街道１５１１ 043-422-0658

医療法人社団祥仁会　四街道デンタルクリニック 宍戸　勝英 284-0005 四街道市四街道１５５５－１４ 043-424-4618

わらび歯科医院 植木　普 284-0045 四街道市美しが丘３－７－１ 043-433-2066

河田歯科医院 河田　直彦 284-0024 四街道市旭ケ丘３－７－１ 043-432-7799

ライズ歯科医院 大内　健太郎 284-0044 四街道市和良比２５３－１２ 043-420-5522

医療法人沖縄徳洲会　四街道徳洲会病院 松本　浩一 284-0032 四街道市吉岡１８３０－１ 043-214-0111

あさの歯科医院 朝野　崇 289-1107 八街市八街は１６－１３１ 043-442-7765

古谷歯科医院 古谷　勝子 289-1122 八街市四木１７９１－３ 043-445-5815

わかな歯科 若菜　則孝 289-1111 八街市大木６７０－７５ハーモニービル１０１ 043-312-6369

古川歯科医院 古川　益弘 289-1143 八街市八街い７７－１２０ 043-443-8765

医療法人社団瑞祥会
いいづか歯科クリニック

飯塚　真司 270-1337 印西市草深２４１９－９ 0476-47-1179

もとうち歯科医院 本内　文朗 270-1337 印西市草深２０５－４ 0476-46-8411

宮本歯科医院 宮本　幹雄 270-1341 印西市原山１－７－３ 0476-45-0777

医療法人社団整歯会
ふなお矯正歯科医院

土屋　俊夫 270-1343 印西市結縁寺５２５－３ 0476-46-7100

内野歯科医院 武士田　政文 270-1347 印西市内野１－５－２ 0476-46-5011

印旛

成田市

佐倉市

四街道市

八街市
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ほりえ歯科医院 堀江　恭一 270-1343 印西市結縁寺５２５－３ 0476-46-8889

吉岡歯科クリニック 吉岡　富一 270-1431 白井市根１７４１－７ 047-491-5010

さくら歯科クリニック 佐藤　正斉 270-1435 白井市清水口１－２－９ 047-492-4618

医療法人社団　いとう歯科クリニック 伊藤　慎 286-0201 富里市日吉台３－２４－６ 0476-93-4114

まつもと歯科医院 松本　聖樹 286-0221 富里市七栄６７４－１２ 0476-91-3761

富里ガーデン歯科医院 峯岸　敏 286-0221 富里市七栄６４９－６７１ 0476-92-3203

酒々井町 医療法人社団　梅村歯科医院 梅村　義成 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１６－６ 043-496-7774

勝田歯科医院 勝田　剛司 270-1516 印旛郡栄町安食３７３９ 0476-95-6789

医療法人社団清樹会　ミモト歯科医院 三本　雅樹 270-1505 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 菊地　秀夫 270-1506 印旛郡栄町竜角寺１１２９－２４ 0476-95-8585

熱田歯科医院 熱田　衛政 288-0063 銚子市清水町１４３０ 0479-22-0006

かしま歯科医院 鹿島　隆正 288-0007 銚子市愛宕町３２５０－１ 0479-25-3224

マリン歯科 宮内　砂苗 288-0022 銚子市小畑町９３１２－２ 0479-25-8041

おねば歯科 杉村　博子 288-0056 銚子市新生町１－５２－７ 0479-20-7888

吉川歯科医院 川　秀樹 288-0817 銚子市清川町１－９－１０ 0479-22-1556

医療法人財団みさき会　田村記念病院 本澤　慶憲 288-0815 銚子市三崎町２－２６０９－１ 0479-25-1612

あさひ歯科医院 林　功 289-2504 旭市ニ－４１８ 0479-64-0377

医療法人社団　髙橋歯科医院 髙橋　一雄 289-2523 旭市中谷里７９７２－３ 0479-63-4001

こだま歯科医院 兒玉　研 289-2613 旭市後草２２３２－６ 0479-55-5383

いしみ歯科医院 石見　通 289-2714 旭市三川４４４５ 0479-57-1182

夢屋診療所 鈴木　真子 289-2501 旭市新町１０３０ 0479-60-1401

寺嶋歯科医院 寺嶋　正浩 289-0505 旭市萬歳３７２ 0479-68-2023

エイトピア歯科 久貫　由里代 289-2147 匝瑳市飯倉２８３－１ 0479-73-7447

アップル歯科医院 堀田　達也 289-3182 匝瑳市今泉６４５０ 0479-67-5363

医療法人社団明陽会　平山歯科診療所 平山　真佐雄 287-0003 香取市佐原イ－１７１０ 0478-52-2487

医療法人社団明陽会　平山歯科診療所 戸村　洋 287-0003 香取市佐原イ－１７１０ 0478-52-2487

成毛歯科医院 糸川　佳代 289-0313 香取市小見川２９５－５ 0478-82-3348

石橋歯科医院 石橋　ひとみ 287-0001 香取市佐原ロ－２１２８ 0478-54-5435

神崎町 医療法人社団翠公会　神崎歯科医院 綿貫　公 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６６８－１ 0478-72-3101

山倉歯科医院 山倉　久史 299-4114 茂原市本納１９８０－１ 0475-34-2012

関歯科医院 関　幸夫 297-0029 茂原市高師４１３－３８ 0475-23-8781

やちよ歯科クリニック 及川　知彦 297-0024 茂原市八千代３－７－１２ 0475-47-4567

医療法人社団瞭成会
あまが台歯科クリニック

國松　禎一 297-0012 茂原市六ツ野２５９６－２ 0475-20-0177

ふじみ歯科医院 鬼島　成和 297-0029 茂原市高師２２３８－１２ 0475-26-3718

山田歯科医院 山田　千晴 297-0024 茂原市八千代１－９－１６ 0475-24-8811

富里市
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中野歯科医院 中野　靖久 297-0057 茂原市中善寺１７３３－２ 0475-27-3222

たけ歯科クリニック 竹内　孝興 297-0033 茂原市大芝５９５－１ 0475-47-3876

相沢歯科医院 相沢　甲也 297-0029 茂原市高師８５４ 0475-22-3119

田中歯科医院 田中　卓 283-0812 東金市福俵３－４５７－１ 0475-55-1182

いごう歯科医院 井合　雅彦 283-0005 東金市田間２２６４ 0475-50-2323

サンピア歯科クリニック 川口　知男 283-0068 東金市東岩崎８－１０ 0475-53-0500

勝田歯科医院 勝田　康晴 283-0005 東金市田間２１８２ 0475-52-3360

医療法人静和会　浅井病院 谷崎　清隆 283-8650 東金市家徳３８－１ 0475-58-1412

鈴木歯科医院 鈴木　能文 283-0801 東金市八坂台３－１－７ 0475-52-1781

医療法人社団　明歯会　村井歯科医院 村井　明彦 283-0003 東金市道庭９２３－１ 0475-50-2008

福永歯科医院 磯貝　祥子 299-5225 勝浦市墨名８０１ 0470-73-0350

医療法人社団なかやち歯科医院 中谷地　徹 299-5225 勝浦市墨名７０４－２ 0470-73-3781

ほりずみ歯科医院 堀角　達朗 289-1312 山武市柴原１４３－５ 0475-82-7316

真壁歯科医院 真壁　洋平 289-1527 山武市松尾町大堤１６－１ 0479-86-5137

草壁歯科クリニック 草壁　英子 298-0004 いすみ市大原９３５９－７ 0470-63-2511

鈴木歯科医院 鈴木　道孝 298-0123 いすみ市苅谷１２５９－１ 0470-86-5526

医療法人社団　小守歯科 小守　英一 298-0002 いすみ市日在２４５４ 0470-63-0005

いすみ・森の歯医者さん・よしの歯科クリニック 吉野　正彦 298-0012 いすみ市小沢１９１ 0470-62-4182

医療法人社団千歯会　大網歯科医院 林　　晶子 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－１ 0475-72-6480

医療法人社団千歯会　大網歯科医院 井口　達也 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－１ 0475-72-6480

医療法人社団千歯会　大網歯科医院 三上　久里子 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－１ 0475-72-6480

みどりが丘歯科医院 山本　雄輔 299-3255 大網白里市みどりが丘1-10-7 0475-86-7701

医療法人社団千歯会　大網歯科医院 秋庭　弘和 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－１ 0475-72-6480

齋藤歯科クリニック 齋藤　晃朗 299-3202 大網白里市南今泉３２７－１ 0475-77-3882

大塚歯科医院 大塚　孝也 299-3202 大網白里市南今泉１９４７ 0475-77-4969

横芝光町 山崎歯科医院 山崎　源人 289-1732 山武郡横芝光町横芝２１４３－１ 0479-82-5212

一宮町 医療法人社団栄友会　市原歯科医院 市原　栄 299-4301 長生郡一宮町一宮３１０８ 0475-42-3406

白子町 酒井歯科医院 酒井　きよ美 299-4217 長生郡白子町北高根２３８９ 0475-33-6270

長柄町 ながら歯科医院 阿多　章二 297-0214 長生郡長柄町長富４１－６ 0475-35-4878

九十九里町 片貝デンタルクリニック 三上　久里子 283-0104 山武郡九十九里町片貝2380 0475-70-7171

大多喜町 若菜歯科医院 若菜　康弘 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜２４８ 0470-82-2918

御宿町 吉野歯科医院 吉野　敏明 299-5103 夷隅郡御宿町新町７４８ 0470-68-2756

本橋歯科医院 本橋　雅春 294-0225 館山市佐野９７ 0470-28-1300

やまわき歯科医院 山脇　健史 294-0045 館山市北条６３７－１ 0470-22-4430

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

福澤　幸子 294-0048 館山市下真倉６２６－１ 0470-24-8001
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医療法人社団隆輪会
観音寺歯科診療所

石井　隆道 294-0045 館山市北条２１９８－１２ 0470-23-5050

堀口歯科医院 堀口　隆 294-0036 館山市館山２１１ 0470-23-6145

池田歯科医院 池田　保之 294-0037 館山市長須賀３３７ 0470-23-8181

ハマダ歯科医院 浜田　安彦 294-0045 館山市北条２１０－１ 0470-22-8833

友野歯科医院 友野　治枝 294-0014 館山市山本２－１ 0470-23-8811

青山歯科医院 青山　浩 294-0045 館山市北条１９４３－１ 0470-20-1188

和田歯科医院 竹内　徹 294-0045 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

佐々木　研一 294-0048 館山市下真倉６２６－１ 0470-24-8001

歯科北条診療所 石井　治 294-0045 館山市北条２２２６ 0470-22-0888

友野歯科医院 友野　勝 294-0014 館山市山本２－１ 0470-23-8811

鴨川市立国保病院（歯科） 平野　正美 296-0112 鴨川市宮山２３３ 04-7097-1222

中嶋歯科医院 中嶋　正良 296-0002 鴨川市前原２４２ 04-7092-5511

医療法人社団尭舜会
歯科かもがわﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ

渥美　浩行 296-0001 鴨川市横渚９７５－１２梅月堂鴨川駅西口ビル２Ｆ 04-7099-1665

山本歯科医院 山本　信也 295-0012 南房総市千倉町南朝夷１２２０ 0470-44-0021

岡山歯科医院 岡山　貢一 294-0821 南房総市明石４９ 0470-36-2515

森永歯科医院 森永　宏喜 299-2118 安房郡鋸南町竜島８４９－１ 0470-55-0229

いけだ歯科医院 池田　俊樹 299-2117 安房郡鋸南町勝山４３４ 0470-55-1919

鋸南歯科クリニック 小見山　信行 299-1902 安房郡鋸南町保田２４８－４　（２Ｆ） 0470-55-1565

須藤歯科医院 須藤　正明 292-0826 木更津市畑沢南４－１３－１５ 0438-36-0089

医療法人社団香樹会
今井矯正歯科クリニック

今井　香樹 292-0038 木更津市ほたる野１－２０－４ 0438-30-4618

市川歯科医院 市川　芽 292-0044 木更津市太田３－３－７ 0438-23-6591

太田歯科診療所 山口　延善 292-0044 木更津市太田２－１４－１０ 0438-25-7066

小竹歯科医院 小竹　和巳 292-0832 木更津市新田３－２－５ 0438-25-4591

医療法人社団　地曵歯科医院 地曵　貞二 292-0043 木更津市東太田１－９－３４ 0438-98-1183

磯貝歯科医院 磯貝　隆久 292-0212 木更津市真里９８７ 0438-53-2052

医療法人社団裕博会
やましたデンタルクリニック

花見　国紀 292-0807 木更津市請西南３－２－１ 0438-36-6455

医療法人社団裕博会
やましたデンタルクリニック

河野　公紀 292-0807 木更津市請西南３－２－１ 0438-36-6455

医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 渡邉　和彦 292-0067 木更津市中央２－３－１３ 0438-23-5858

医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 渡邉　享子 292-0067 木更津市中央２－３－１３ 0438-23-5858

大塚歯科医院 大塚　潔 292-0801 木更津市請西１５４７－１ 0438-37-0588

けんもつ歯科医院 釼持　恒 292-0804 木更津市文京２－２－５ 0438-25-3010

ふしい歯科医院 伏居　教男 292-0823 木更津市桜井新町５－２－１４ 0438-36-3040

医療法人社団芳明会
なるかわ歯科医院

成川　芳明 292-0015 木更津市本郷１－２７７０三浦ビル２F　A・B号 0438-40-1118

かずさ歯科クリニック 鶴岡　隆行 292-0833 木更津市貝渕２－１０－１７ 0438-25-8000

医療法人社団朱由佑会
こうの・デンタルクリニック

河野　礼由公 292-0014 木更津市高柳１－５－２７ 0438-41-3363
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勝呂歯科医院 勝呂　泰樹 292-0057 木更津市東中央２－９－３ 0438-22-3561

松清歯科医院 松清　均 292-0042 木更津市清見台南１－９－７ 0438-98-1818

医療法人社団高雅会
畑沢南歯科クリニック

勝見　雅也 292-0826 木更津市畑沢南６－１－３ 0438-30-7007

瀬戸歯科医院 瀬戸　和仁 292-0055 木更津市朝日２－１－３０ 0438-25-8841

太田歯科診療所 山口　雄太 292-0044 木更津市太田２－１４－１０ 0438-25-7066

清見台いしい歯科 石井　豪 292-0041 木更津市清見台東３－１－７ 0438-97-7090

高橋歯科医院 髙 　千晶 292-0067 木更津市中央１－７－２２ 0438-22-2473

安達歯科医院 安達　弦太 292-0067 木更津市中央１－４－２１ 0438-22-2568

木更津きらら歯科 中谷　一空 292-0835 木更津市築地１－４イオンモール木更津　２階 0438-37-6487

清見台歯科医院 鈴木　みちよ 292-0045 木更津市清見台２－４－１９ 0438-22-0751

ふしい歯科医院 伏居　教男 292-0823 木更津市桜井新町５－２－１４ 0438-36-3040

山口歯科医院 山口　究 292-0056 木更津市木更津２－９－１３ 0438-23-8848

原歯科医院 原　比佐志 299-1151 君津市中野４－１－４ 0439-55-8148

佐久間歯科医院 佐久間　宣行 299-1144 君津市東坂田１－５－２３ 0439-55-6655

大御歯科医院 大御　覚 292-1146 君津市大井戸３１５ 0439-32-2164

おおの歯科医院 大野　清美 299-1162 君津市南子安４－８－６ 0439-54-8211

林歯科クリニック 林　正弘 299-1162 君津市南子安６－２２－１ 0439-50-1818

俵田わたなべ歯科 渡辺　栄一 292-0455 君津市俵田７２２－５ 0439-35-3337

松葉歯科医院 松葉　亨 299-1154 君津市南久保１－１－１ 0439-54-8241

鈴木歯科クリニック 鈴木　達也 299-1106 君津市中島２７０－３ 0439-27-1182

冲津歯科医院 冲津　光久 292-0421 君津市久留里市場９１５－７ 0439-27-3918

神歯科クリニック 神　由紀彦 299-1121 君津市常代５－３－８ 0439-54-8141

大御歯科医院 大御　覚 292-1146 君津市大井戸３１５ 0439-32-2164

よしみ歯科クリニック 重田　吉美 299-1603 富津市更和11-1 0439-29-7040

しいづ歯科医院 椎津　裕貴 293-0001 富津市大堀四丁目５番地１５ 0439-87-7711

医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 熊切　篤 293-0001 富津市大堀１８３０ 0439-87-6480

水町歯科医院 水町　裕義 293-0005 富津市上飯野１６９１ 0439-87-3366

今村歯科医院 今村　健朗 299-1617 富津市売津１５３－１ 0439-67-8070

いわせ歯科 柳澤　光治 293-0043 富津市岩瀬１００９－９ 0439-65-0111

加藤歯科医院 加藤　和幸 299-0245 袖ケ浦市蔵波台１－２１－６ 0438-62-8934

近藤歯科クリニック 近藤　博之 299-0261 袖ケ浦市福王台１－１４－１ 0438-62-6639

高浦歯科医院 髙浦　幹雄 299-0236 袖ケ浦市横田１１７７ 0438-75-2566

医療法人社団羽立会　のぞみ野歯科医院 砂川　直俊 299-0251 袖ケ浦市のぞみ野６９－２ 0438-63-4618

みき歯科 金田　美樹 299-0245 袖ケ浦市蔵波台１－４－１７ 0438-40-4488

医療法人社団盛陵会　かんのう歯科クリニック 青木　浩芳 299-0257 袖ケ浦市神納２－１４－１８ 0438-63-0073

君津

君津市

富津市

袖ケ浦市
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佐久間歯科医院 佐久間　博史 290-0003 市原市辰巳台東２－１０－１５ 0436-74-4968

稲葉歯科医院 稲葉　洋 290-0038 市原市五井西４－２５－９ 0436-21-1140

佐藤歯科医院 佐藤　由信 290-0081 市原市五井中央西２－１４－３　プロント１－Ｄ 0436-25-6818

せりざわ歯科 芹澤　誠一 290-0056 市原市五井１９１１－５ 0436-25-7800

アール歯科クリニック 馬橋　敏紀 290-0003 市原市辰巳台東４－３－１０２ 0436-75-8059

古地歯科医院 古地　信二 290-0001 市原市草刈３－１ 0436-74-8211

医療法人社団正聖会
宮吉歯科若葉診療所

宮吉　正人 290-0056 市原市五井６２４５－４ 0436-22-5200

宮吉歯科南クリニック 宮吉　誠 290-0062 市原市八幡３５３ 0436-41-6480

常泉歯科医院 常泉　正明 290-0056 市原市五井２４５８－３ 0436-24-0104

白金歯科医院 伊藤　修一 290-0051 市原市君塚２－１７－２ 0436-24-1234

ユタカ歯科 豊田　博志 290-0255 市原市光風台１－５ 0436-36-4618

加賀美歯科医院 加賀美　毅樹 290-0207 市原市海士有木１７３７－５ 0436-36-0109

医療法人社団豊辰会　クニモト歯科 田中　國資 290-0004 市原市辰巳台西３－４－３ 0436-75-0648

医療法人社団志領会　石渡歯科医院 石渡　純也 290-0023 市原市惣社１－３－１３ 0436-22-8800

医療法人社団志領会　石渡歯科医院 江原　豪 290-0023 市原市惣社１－３－１３ 0436-22-8800

小池歯科医院 小池　博文 299-0110 市原市姉崎東１－１－１４ 0436-61-1761

すえひろ歯科医院 末廣　幸文 290-0075 市原市南国分寺台４－７－２３ 0436-25-7888

長野歯科医院 長野　高志 290-0142 市原市ちはら台南５－５－４ 0436-52-4180

桜台歯科医院 岩永　敦 299-0127 市原市桜台２－２－１ 0436-66-4666

けい歯科医院 重野　契 290-0031 市原市村上２３６８－１ 0436-23-8888

宗田マタニティクリニック歯科室 宗田　友紀子 290-0024 市原市根田３２０－７ 0436-24-4111

よしき歯科医院 洪　良基 299-0125 市原市有秋台西１－６－１０ 0436-60-6480

グリーン歯科医院 遠藤　情 290-0008 市原市古市場字田中後３１９－９ 0436-41-6447

髙橋歯科医院 髙橋　啓子 290-0004 市原市辰巳台西５－６－２ 0436-74-1900

にしまき歯科医院 西牧　佳明 299-0116 市原市迎田８８ 0436-61-4040

永野歯科医院 永野　伸一 290-0221 市原市馬立８１３ 0436-95-1640

グリーン歯科医院 遠藤　情 290-0008 市原市古市場字田中後３１９－９ 0436-41-6447

医療法人社団SPI　小宮歯科診療室 木村　守宏 290-0056 市原市五井２６５０ 0436-21-1265

長野歯科医院 長野　高志 290-0142 市原市ちはら台南５－５－４ 0436-52-4180

岡本歯科医院 岡本　芳敬 290-0081 市原市五井中央西１－１８－５ヴェラハイツ五井第３　１０８号 0436-24-1184

医療法人社団惠葉会　アップル歯科 水田　茂 299-0111 市原市姉崎２５６８－６ 0436-63-0118

医療法人社団恵葉会 アップル歯科 水田　豪 299-0111 市原市姉崎2568-6 0436-63-0118

市原 市原市


