
ＮＯ. 市町村名 医療機関名 所在地 電話番号

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

2 市原市 三橋歯科医院 市原市牛久５５０－５ 0436-92-1305

3 市原市 浅野歯科医院 市原市八幡９４８ 0436-41-0922

4 市原市 横田歯科医院 市原市姉崎２０５ 0436-62-2193

5 市原市 泉水歯科医院 市原市郡本２－１ 0436-43-1180

6 市原市 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

7 市原市 大野歯科医院 市原市姉崎東２－２－１７ 0436-61-4581

8 市原市 青葉台歯科クリニック 市原市青葉台３－１０－４ 0436-62-3355

9 市原市 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

10 市原市 小宮歯科医院 市原市牛久９２８－１０ 0436-92-3838

11 市原市 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

12 市原市 永野歯科医院 市原市馬立８１３ 0436-95-1640

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

14 市原市 川畑歯科医院 市原市西五所３４－２６ 0436-21-4381

15 市原市 国分寺台泉水歯科 市原市北国分寺台５－６－４ 0436-41-5151

16 市原市 古地歯科医院 市原市草刈３－１ 0436-74-8211

17 市原市 山本歯科医院 市原市瀬又６７５－４ 0436-52-1858

18 市原市 にしまき歯科医院 市原市迎田８８ 0436-61-4040

19 市原市 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

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

21 市原市 木村歯科医院 市原市青葉台５－２－５ 0436-62-1241

22 市原市 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

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

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

25 市原市 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

26 市原市 常泉歯科医院 市原市五井２４５８－３ 0436-24-0104

27 市原市 けい歯科医院 市原市村上２３６８－１ 0436-23-8888

28 市原市 白金歯科医院 市原市君塚２－１７－２ 0436-24-1234

29 市原市 小泉歯科医院 市原市姉崎東三丁目１番地３小泉ビル２階 0436-62-8241

30 市原市 佐久間歯科医院 市原市辰巳台東２－１０－１５ 0436-74-4968

31 市原市 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

32 市原市 あずさ歯科医院 市原市光風台１－３９１ 0436-36-8411

33 市原市 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

34 市原市 宇塚歯科医院 市原市畑木１２９－３ 0436-61-6690

35 市原市 本田歯科医院 市原市国分寺台中央２－１５－１ 0436-40-4618

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

37 市原市 ユタカ歯科 市原市光風台１－５ 0436-36-4618

38 市原市 齋藤歯科 市原市君塚１－３４－３ 0436-25-6632

39 市原市 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

40 市原市 松田歯科クリニック 市原市東国分寺台２－８－１３ 0436-25-2228

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

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

43 市原市 中澤歯科医院 市原市五井中央西１－３－４ 0436-25-6482

44 市原市 よしき歯科医院 市原市有秋台西１－６－１０ 0436-60-6480

45 市原市 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

46 市原市 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

47 市原市 髙橋歯科 市原市国分寺台中央３－１－１ 0436-21-5550

48 市原市 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

49 市原市 まつお歯科クリニック 市原市能満３１５－７ 0436-42-2332

50 市原市 つるまい歯科医院 市原市鶴舞７０１－１ 0436-88-4182

51 市原市 おおまや歯科医院 市原市大厩１８２８－１１ 0436-75-8282

52 市原市 田中歯科クリニック 市原市千種２－１６－１ 0436-22-5878

53 市原市 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

54 市原市 若宮歯科医院 市原市若宮３－３－５ 0436-42-3444

55 市原市 松田デンタルオフィス 市原市姉崎２２７３－２ 0436-62-2613

56 市原市 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

57 市原市 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



ＮＯ. 市町村名 医療機関名 所在地 電話番号

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

59 市原市 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

60 市原市 若宮中央歯科医院 市原市若宮７－７－５ 0436-42-0802

61 市原市 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

62 市原市 渡邉歯科医院 市原市五井中央西３－１０－１３ 0436-21-0303

63 市原市 デンタルクリニック　ララ 市原市加茂２－１－２１ 0436-67-0950
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