
ＮＯ. 市町村名 医療機関名 所在地 電話番号

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

2 八千代市 八千代台歯科医院 八千代市八千代台西３－４－６ 047-485-6055

3 八千代市 城橋歯科医院 八千代市米本２８ 047-488-3006

4 八千代市 豊田歯科医院 八千代市島田台８７２－２ 047-488-3401

5 八千代市 渡辺歯科医院 八千代市八千代台東１－６－８ 047-485-6066

6 八千代市 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

7 八千代市 信愛歯科医院 八千代市八千代台南２－１１－３ 047-484-0708

8 八千代市 橋本歯科医院 八千代市勝田台７－２５－３ 047-483-5018

9 八千代市 佐野歯科医院 八千代市八千代台西３－９－７ 047-483-5265

10 八千代市 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

11 八千代市 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

12 八千代市 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

13 八千代市 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

14 八千代市 勝田台歯科医院 八千代市勝田台１－３－７ 047-485-4182

15 八千代市 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

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

17 八千代市 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

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

19 八千代市 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

20 八千代市 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

21 八千代市 陣内歯科医院 八千代市勝田台７－３０－１８ 047-486-0418

22 八千代市 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

23 八千代市 中澤歯科 八千代市八千代台南１－１３－１ 047-486-6161

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

25 八千代市 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

26 八千代市 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

27 八千代市 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

28 八千代市 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

29 八千代市 あいはら歯科医院 八千代市八千代台東３－１２－１ 047-483-5101

30 八千代市 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

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

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

33 八千代市 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

34 八千代市 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

35 八千代市 鷺歯科医院 八千代市緑が丘２－３１－１ 047-458-2010

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

37 八千代市 ひるま歯科医院 八千代市上高野３０６ 047-480-8211

38 八千代市 ユーア歯科医院 八千代市ゆりのき台８－１－１ 047-482-4336

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

40 八千代市 金井歯科医院 八千代市高津団地１－１４－１０１ 047-450-6646

41 八千代市 アップル歯科医院 八千代市八千代台西３－１－１２ 047-483-4618

42 八千代市 浦部歯科医院 八千代市八千代台北２－１－１ 047-485-3790

43 八千代市 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

44 八千代市 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

45 八千代市 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

46 八千代市 大内歯科医院 八千代市八千代台北１－４－３ 047-482-6502

47 八千代市 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

48 八千代市 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

49 八千代市 いなやま歯科 八千代市村上南２－６－２７ 047-405-0012

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

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

52 八千代市 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

53 八千代市 あおぞら歯科 八千代市高津１０８７－２ 047-458-8139

54 八千代市 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

55 八千代市 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

56 八千代市 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

57 八千代市 のりと歯科医院 八千代市村上南１－１９－１０ 047-487-7758
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58 八千代市 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

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

60 八千代市 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

61 八千代市 江海歯科医院 八千代市八千代台北１２－４－６ 047-483-1735

62 八千代市 大和田歯科医院 八千代市大和田９１０－５ 047-484-2895
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