
千葉県歯科医師会カスタム・マウスガード作製協力歯科医院

名称 診療所住所１ 診療所住所２ 電話番号

東京歯科大学 スポーツ歯学研究室 千葉市美浜区真砂１－２－２ 043-279-2222

日本大学松戸歯学部 口腔機能学講座 松戸市栄町西２－８７０－１ 047-368-6111

千葉市中央区

佐瀬歯科医院 千葉市中央区中央２－８－５ ジュピタービル３Ｆ 043-222-1635

一橋歯科クリニック 千葉市中央区富士見１－１５－９ 朝日生命ビル３Ｆ 043-224-7899

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２－１－１ ニュー千葉ビル２Ｆ 043-222-1766

新井歯科医院 千葉市中央区要町１６－１１ 043-224-7911

みなと歯科クリニック 千葉市中央区千葉港７－２－１１０ 043-241-3710

小川歯科医院 千葉市中央区登戸３－１５－８ 043-241-1716

秋山歯科医院 千葉市中央区登戸２－７－９ 043-242-5451

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

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

まどか歯科医院 千葉市中央区松波２－１８－５ 043-255-5011

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

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

尾﨑歯科医院 千葉市中央区仁戸名町３６８ 043-261-3921

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

めぐみ歯科医院 千葉市中央区白旗２－２－５ 043-264-3317

たけい歯科 千葉市中央区千葉寺町３１０－１ 043-266-3334

千葉市美浜区

伊藤歯科医院 千葉市美浜区高洲３－２－１８ 043-277-1597

ふくだ歯科 千葉市美浜区高洲２－３－１６ 043-245-1992

千葉市花見川区

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

あすか歯科医院 千葉市花見川区瑞穂３－１－１ 043-350-0120

川崎歯科医院 千葉市花見川区幕張町６－２７３ 043-272-8656

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

しばた矯正歯科クリニック 千葉市花見川区幕張本郷２－２－５ アットホームセンタービル２Ｆ 043-274-3339

高木歯科医院 千葉市花見川区長作町１２６６－６ 043-216-0648

千葉市稲毛区

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

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

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

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

稲毛駅前歯科医院 千葉市稲毛区稲毛東３－１６－４ スプリングスクエア２Ｆ 043-301-1181

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３－１５－７ １５藤ビル３F 043-241-0002

小代歯科医院 千葉市稲毛区小中台町２７４－３ 043-255-3351

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

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

丸山歯科医院 千葉市若葉区小倉町１６６８－８ 043-232-6318

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

千葉市緑区

谷中歯科医院 千葉市緑区誉田町２－２４ 043-291-7008

かまとり歯科医院 千葉市緑区おゆみ野２－１７－７ 043-292-2525
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名称 診療所住所１ 診療所住所２ 電話番号

高村歯科医院 千葉市緑区おゆみ野中央７－１８－３ 043-292-4827

おがわ歯科医院 千葉市緑区おゆみ野中央１－２１－１ 043-291-6555

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

習志野市

医療法人社団恵雄会　村山歯科医院 習志野市実籾４－５－６ 047-478-8880

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

わたなべ歯科医院 習志野市香澄６－１６－１ 047-451-2654

吉澤歯科医院 習志野市袖ケ浦４－１３－１４ 047-452-1521

鎌ケ谷市

ほうじょう歯科医院 鎌ケ谷市鎌ケ谷５－１－３９ 047-443-1455

医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富９２９－６ 047-498-8111

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

寺本歯科医院 鎌ケ谷市道野辺１０４１－５ 047-446-0012

しろみず歯科 鎌ケ谷市道野辺中央２－１０－１０ 047-444-6760

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

船橋市

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 0474-66-2333

グリーン歯科医院 船橋市高根台６－２－２５ 047-462-3016

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

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

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

ユー歯科医院 船橋市習志野台５－４－８ 047-464-4188

ひらい歯科医院 船橋市松が丘５－１９－１６ 047-461-8211

西歯科クリニック 船橋市上山町３－５１８－５６ 047-430-1252

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

はぎわら歯科医院 船橋市前原西２－３３－１２ 047-470-4618

米谷歯科医院 船橋市大穴南５－２３－１０ 047-466-8586

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

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

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

ららぽーと歯科 船橋市浜町２－１－１ 047-434-6141

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 047-424-1100

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

鶴岡歯科医院 船橋市薬円台１－５－４ 047-464-8880

市川市

中川歯科医院 市川市新田５－４－１９ 市川真間マンション１Ｆ 047-321-1541

石黒歯科医院 市川市行徳駅前１－２－２ 047-357-2298

杉山デンタルクリニック 市川市八幡２－９－１４ 047-333-9721

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

しいの歯科医院 市川市宝１－１０－２２ 047-399-6471

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

Ｋ歯科クリニック 市川市本北方１－３４－１１ 047-334-4333

おおたに歯科 市川市平田４－４－１ 047-377-5730

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

あいのかわ歯科 市川市相之川４－２－１８ 047-356-0321

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

こんの歯科医院 市川市南大野２－４－４１ 047-339-6363
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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

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

にしむら歯科医院 市川市妙典２－１６－１５ モア２　２F 047-359-8217

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

野田市

秋山歯科医院 野田市中里５５８－１ 04-7129-7802

土田歯科医院 野田市七光台４２８－４８ 04-7129-1817

木沢歯科医院 野田市中根２７６－３ 04-7124-3380

松戸市

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

嶋崎歯科クリニック 松戸市松戸１－１１７７ マチビル３Ｆ 047-364-6675

本間歯科医院 松戸市馬橋２５４５－３ 047-341-3045

医療法人社団ポプラ会　小児歯科ポプラ診療室 松戸市新松戸３－２７５ 047-345-8941

植田歯科クリニック 松戸市和名ケ谷１４２８－３ 047-392-5665

平賀デンタルオフィス 松戸市常盤平１－２５－１０ 047-388-3188

稔台歯科 松戸市稔台１－３１－１ 047-367-6607

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

森本歯科医院 松戸市三矢小台２－１６－２ 047-360-1955

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

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

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

かねまる歯科医院 松戸市西馬橋蔵元町７６ 047-343-5577

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

小泉歯科医院 松戸市松戸２０５８ 047-365-2233

印西市

すが歯科クリニック 印西市平賀学園台３－２－１ 0476-80-3320

印旛郡栄町・酒々井町

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

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　梅村歯科医院 印旛郡酒々井町中央台２－１６－６ 043-496-7774

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

佐倉市

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

医療法人社団明征会　佐倉ウェルネス歯科医院 佐倉市下志津５９５－１０ 043-462-2262

山王歯科クリニック 佐倉市山王１－３９－７ 043-486-2288

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

タナカ歯科 佐倉市中志津１－６－８ 043-489-4128

小川歯科医院 佐倉市内鏑木町１１５５－１ 043-486-8323

四街道市

ひかりが丘歯科 四街道市めいわ４－３－１９ 043-432-6474

松田歯科医院 四街道市四街道１５１１ 043-422-0658

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

近藤歯科医院 四街道市鹿渡９３３－２９６ １２３ビル２Ｆ 043-422-6118

成田市

三里塚歯科医院 成田市本城１３４－８ 0476-35-5215

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

白井市

あいだ歯科クリニック 白井市西白井３－１４－４７ 047-491-1637

医療法人社団徳光会　鈴木歯科クリニック 白井市冨士１３７－７６ 047-443-3230
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富里市

川村歯科医院 富里市日吉台２－２０－１２ 0476-93-6661

香取市

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

まりも歯科医院 香取市佐原イ５９１ 0478-52-4488

髙塚歯科医院 香取市佐原イ－３１９１ 0478-52-2974

銚子市

和田歯科医院 銚子市東芝町５－１６ 0479-24-4182

ファミリー小児歯科 銚子市春日町３１３６－３ 0479-22-7222

旭市

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

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

いしみ歯科医院 旭市三川４４４５ 0479-57-1182

山武市

ほりずみ歯科医院 山武市柴原１４３－５ 0475-82-7316

大網白里市

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

古川歯科医院 大網白里市大網１２２－５ 0475-72-7141

東金市

医療法人静和会　浅井病院　歯科 東金市家徳３８－１ 0475-58-1412

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

いごう歯科医院 東金市田間２２６４ 0475-50-2323

サンピア歯科クリニック 東金市東岩崎８－１０ 0475-53-0500

山口歯科医院 東金市東上宿５－５ 0475-55-2781

茂原市

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

金坂歯科医院 茂原市千代田町２－７ 0475-22-3766

石川歯科医院 茂原市東部台３－３－７ 0475-27-3232

市原市

髙橋歯科医院 市原市辰巳台西５－６－２ 0436-74-1900

山本歯科医院 市原市瀬又６７５－４ 0436-52-1858

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

白金歯科医院 市原市君塚２－１７－２ 0436-24-1234

稲葉歯科医院 市原市五井西４－２５－９ 0436-21-1140

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

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　裕正会　かたい歯科医院 市原市ちはら台東９－６－１ 0436-52-2418

君津市

あきら歯科クリニック 君津市久保２－２－３ 0439-55-8841

冲津歯科医院 君津市久留里市場９１５－７ 0439-27-3918

かわさき歯科 君津市東坂田２－６－１４ マルキビル１Ｆ 0439-52-1864

おおの歯科医院 君津市南子安４－８－６ 0439-54-8211

袖ヶ浦市

長浦マリン歯科 袖ケ浦市長浦駅前６－１８－５ 0438-60-8070

近藤歯科クリニック 袖ケ浦市福王台１－１４－１ 0438-62-6639

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

しいづ歯科医院 富津市大堀四町目５番地１５ 0439-87-7711
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千葉県歯科医師会カスタム・マウスガード作製協力歯科医院

名称 診療所住所１ 診療所住所２ 電話番号

木更津市

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

ふしい歯科医院 木更津市桜井新町５－２－１４ 0438-36-3040

あきよし歯科医院 木更津市請西南２－２４－１ 0438-38-3388

太田歯科診療所 木更津市太田２－１４－１０ 0438-25-7066

瀬戸歯科医院 木更津市朝日２－１－３０ 0438-25-8841

勝呂歯科医院 木更津市東中央２－９－３ 0438-22-3561

館山市

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

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

南房総市

医療法人社団総冨会　マリン歯科医院 南房総市千倉町白子１７７２－２ 0470-40-1158

いすみ市

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

草壁歯科クリニック いすみ市大原９３５９－７ 0470-63-2511

夷隅郡御宿町・大多喜町

吉野歯科医院 夷隅郡御宿町新町７４８ 0470-68-2756

吉野歯科医院 夷隅郡御宿町新町７４８ 0470-68-2756

さとう歯科医院 夷隅郡大多喜町新丁９９ 0470-82-2884

勝浦市

福永歯科医院 勝浦市墨名８０１ 0470-73-0350

柏市

いしざき歯科 柏市若葉町５－８ 04-7164-8648

とべ歯科医院 柏市酒井根６５７－５ 04-7175-5555

渡辺歯科医院 柏市大室２４９－２ 04-7133-1416

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

やくやま歯科 柏市根戸３８６－１ 04-7133-1184

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

なかよし歯科医院 柏市明原４－１２－２１ 04-7145-3375

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

八木歯科医院 柏市大津ケ丘４－２４－１７ 04-7193-1184

高南台歯科医院 柏市高南台３－４－５ 04-7193-7464

流山市

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

高橋歯科医院 流山市江戸川台東２－２６８ 04-7155-1145

医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 流山市西初石３－１００ 森田ビル２Ｆ 04-7154-2024

奈良歯科医院 流山市野々下６－１０３７－１０ 04-7143-2232

伊藤歯科医院 流山市南流山１－１２－４ 04-7159-0175

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

我孫子市

尾上歯科医院 我孫子市湖北台１－５－１１ 04-7188-3151

エルム歯科 我孫子市天王台４－５－６３ 04-7182-8214

石川歯科医院 我孫子市白山２－８－３１ 04-7182-3258

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

前山歯科医院 我孫子市青山台２－３－１６ 04-7184-4560

八千代市

医療法人社団心和会　新八千代病院 八千代市米本２１６７ 047-488-3251
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千葉県歯科医師会カスタム・マウスガード作製協力歯科医院

名称 診療所住所１ 診療所住所２ 電話番号

すきがら歯科医院 八千代市勝田台北３丁目６番２２号 047-486-1182

陣内歯科医院 八千代市勝田台７－３０－１８ 047-486-0418

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

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

中澤歯科 八千代市八千代台南１－１３－１ 047-486-6161

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

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

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

浦安市

飯田歯科医院 浦安市猫実５－２－６ 047-351-3385

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ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾍﾞｲＢ 047-382-8560

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 メゾン・デュース富士見１Ｆ 047-305-1184
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