
ＮＯ. 市町村名 医療機関名 所在地 電話番号

1 松戸市 東風歯科医院 松戸市馬橋１８９７ 047-341-3219

2 松戸市 外苑歯科松戸診療所 松戸市小金原９－２４－１８ 047-343-0224

3 松戸市 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

4 松戸市 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

5 松戸市 国谷歯科医院 松戸市中金杉３－１７５ 047-345-0056

6 松戸市 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

7 松戸市 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

8 松戸市 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

9 松戸市 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

10 松戸市 本間歯科医院 松戸市馬橋２５４５－３ 047-341-3045

11 松戸市 小谷歯科医院 松戸市新松戸３－１４１ 047-345-2815

12 松戸市 大塚歯科医院 松戸市松戸１０１９ 047-366-2679

13 松戸市 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

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

15 松戸市 小林歯科クリニック 松戸市根本１３－５ 047-364-1616

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

17 松戸市 大久保歯科診療所 松戸市六実５－２５－２ 047-384-1982

18 松戸市 瀬畑歯科医院 松戸市三矢小台２－１０－６ 047-367-0120

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

20 松戸市 よこ山歯科医院 松戸市新松戸６－７４ 047-346-4789

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

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

23 松戸市 平岡歯科医院 松戸市本町２－３平野ビル４Ｆ 047-364-6666

24 松戸市 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

25 松戸市 佐藤歯科医院 松戸市本町１９－２河内ビル１Ｆ 047-367-1548

26 松戸市 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

27 松戸市 ハヤカワ歯科 松戸市小金原３－１５－５ 047-346-3535

28 松戸市 スギタ歯科医院 松戸市栄町３－１７０－７ 047-365-3945

29 松戸市 半田歯科医院 松戸市小金１６－５ 047-344-5280

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

31 松戸市 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

32 松戸市 あべ歯科医院 松戸市小金３高橋ビル３Ａ 047-342-2281

33 松戸市 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

34 松戸市 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

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

36 松戸市 小金原歯科 松戸市小金原４－１２－３０ 047-346-6408

37 松戸市 とうない歯科 松戸市新松戸３－１８幸谷ビル２Ｆ 047-346-3213

38 松戸市 成島歯科 松戸市常盤平７－１９－１４ 047-387-0894

39 松戸市 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

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

41 松戸市 宮本歯科医院 松戸市根本９－１７ 047-362-2876

42 松戸市 武田歯科医院 松戸市松戸新田２７９ 047-365-2232

43 松戸市 橋本歯科医院 松戸市常盤平５－１３－８ 047-384-7266

44 松戸市 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

45 松戸市 大谷口歯科クリニック 松戸市大谷口３８３－１３ 047-348-8841

46 松戸市 日暮歯科医院 松戸市日暮５－５５ 047-386-3394

47 松戸市 六実後藤歯科医院 松戸市六高台２－８３－２ 047-384-1223

48 松戸市 藤田歯科医院 松戸市西馬橋２－１９－１ 047-347-9723

49 松戸市 平賀デンタルオフィス 松戸市常盤平１－２５－１０ 047-388-3188

50 松戸市 おおくま歯科医院 松戸市中金杉１－２８０ 047-346-8800

51 松戸市 稔台歯科 松戸市稔台１－３１－１ 047-367-6607

52 松戸市 湯浅歯科医院 松戸市根本９－７ 047-363-6480

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

54 松戸市 あんびる歯科医院 松戸市馬橋１０５ 047-340-0144

55 松戸市 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

56 松戸市 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

57 松戸市 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
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58 松戸市 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

59 松戸市 ふま歯科医院 松戸市六高台８－１４６－１８ 047-383-0600

60 松戸市 本山歯科医院 松戸市三矢小台３－９－４ 047-362-4973

61 松戸市 高野歯科 松戸市横須賀１－１８－８ 047-341-2596

62 松戸市 なおい歯科医院 松戸市六高台７－５９ 047-387-6455

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

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

65 松戸市 くろかわ歯科 松戸市新松戸７－１６２－１２ 047-340-4618

66 松戸市 しんぽ歯科医院 松戸市小金原９－１７－４７ 047-340-1818

67 松戸市 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

68 松戸市 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

69 松戸市 むらかみ歯科医院 松戸市六高台６－１０５ 047-394-6660

70 松戸市 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

71 松戸市 きたまつど歯科 松戸市上本郷４３６ＹＭＣビル４０２ 047-308-6480

72 松戸市 東歯科医院 松戸市常盤平７－４－３ 047-388-1498

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

74 松戸市 福島歯科医院 松戸市常盤平双葉町４－１１ 047-387-1096

75 松戸市 砂長歯科医院 松戸市稔台７－５－１４ 047-362-0873

76 松戸市 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

77 松戸市 クリスタル歯科 松戸市幸谷２２８－５ 047-345-8901

78 松戸市 岡田歯科医院 松戸市大谷口４１５ 047-341-1460

79 松戸市 松崎歯科医院 松戸市上本郷３－４０８０ 047-362-2212

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

81 松戸市 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

82 松戸市 大川歯科医院 松戸市馬橋２７８０ 047-343-7788

83 松戸市 かねまる歯科医院 松戸市西馬橋蔵元町７６ 047-343-5577

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

85 松戸市 たけだ歯科クリニック 松戸市松戸１２８１－１ 047-366-8887

86 松戸市 まるやま歯科医院 松戸市松戸新田９４ 047-363-4618

87 松戸市 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

88 松戸市 いそざき歯科 松戸市松戸新田２４５－１ 047-308-0123

89 松戸市 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

90 松戸市 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

91 松戸市 小泉歯科医院 松戸市松戸２０５８ 047-365-2233

92 松戸市 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

93 松戸市 ライズデンタルクリニック 松戸市松飛台２９－３ 047-393-8181

94 松戸市 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

95 松戸市 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

96 松戸市 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

97 松戸市 中和倉歯科医院 松戸市中和倉５７８ 047-341-6290

98 松戸市 かみの歯科クリニック 松戸市紙敷１－１３－１ 047-701-8806

99 松戸市 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

100 松戸市 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

101 松戸市 野口歯科 松戸市五香３－２５－２４ 047-712-0981

102 松戸市 宮嶋歯科医院 松戸市五香南１－１４－５ 047-387-0068

103 松戸市 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

104 松戸市 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

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

106 松戸市 松戸しいの木歯科医院 松戸市松戸１１３９－１ 047-703-7500

107 松戸市 富士見台歯科医院 松戸市松戸新田９４－１１８ 047-360-6280

108 松戸市 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

109 松戸市 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

110 松戸市 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

111 松戸市 歯科　牧の原 松戸市牧の原１－８９ 047-388-4182

112 松戸市 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

113 松戸市 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
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