
医療機関名称 所在地 電話番号

神田歯科医院 船橋市小室町３３１９－５ 047-457-5747

市場町デンタルクリニック 船橋市市場５－１－２２メルカート１Ｆ 047-422-1181

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

医療法人社団桑歯会　桑田歯科医院 船橋市東船橋３－３－１２ 047-425-1007

東船橋歯科クリニック 船橋市東船橋３－３４－５ 047-423-1182

医療法人社団統鶴会　スマイルデンタルクリニック 船橋市東船橋４－３０－１０ 047-421-0648

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

大沢歯科医院 船橋市宮本２－１０－４ 047-426-4618

大木歯科医院 船橋市宮本５－１－１１ 047-422-2980

大寄歯科医院 船橋市宮本８－３８－１６ 047-422-6291

相川歯科医院 船橋市本町１－１２－１１－２０４ 047-434-3212

市川ビルさとう歯科医院 船橋市本町１－１７－３ 047-431-4721

川手歯科医院 船橋市本町１－２６－１９アリオッソ船橋１Ｆ 047-422-2878

丸江歯科医院 船橋市本町２－５－５ 047-431-1100

森谷歯科医院 船橋市本町４－１６－２７ 047-422-3374

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・４Ｆ 047-424-1100

フジイ歯科医院 船橋市本町６－６－１北翔ビル３Ｆ 047-423-1855

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

医療法人社団 定仁会 小貫歯科医院 船橋市本町７－６－１船橋ツインビル東館６階 047-424-1833

もりやま歯科 船橋市本町７－１５－１４　１F 047-460-1234

いいじま歯科 船橋市浜町１－３０－１１ 047-437-1120

ららぽーと歯科 船橋市浜町２－１－１ららぽーとTOKYO-BAY北館２Ｆ 047-434-6141

よし歯科医院 船橋市若松２－６－１－１２０ 047-411-9010

露崎歯科医院 船橋市海神１－１３－６ 047-434-7222

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

加藤歯科医院 船橋市海神５－３－２２ 047-431-2691

はぎの歯科クリニック 船橋市印内町５６４－６西船ＴＫビル２Ｆ 047-435-8585

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

くぼき歯科クリニック 船橋市西船２－２３－２０サニーベール西船２０１号 047-437-9001

辻歯科医院 船橋市西船４－２－８ 047-431-6395

医療法人社団廣陽会　パステル歯科医院 船橋市西船４－１４－１２木村建設工業ビル４F 047-495-4333

ミツワ歯科医院 船橋市西船４－２１－４ 047-431-6243

佐藤歯科医院 船橋市西船４－２１－１１ 047-431-6229

つちや歯科医院 船橋市西船４－２３－８プルニエ６３　２Ｆ 047-432-8812

船橋市



医療機関名称 所在地 電話番号

歯科安藤 船橋市西船４－２４－３ 047-431-1500

いなだデンタルオフィス 船橋市西船４－２５－３ 047-435-0084

青山歯科医院 船橋市西船６－２－３２ 047-333-7067

斉藤歯科医院 船橋市西船６－９－１７ 047-334-0328

河村歯科医院 船橋市葛飾町２－３４１－３ 047-435-1774

西船橋ももの実歯科 船橋市本郷町６６３－３　ソレーユ西船橋１０２ 047-333-5033

本多歯科クリニック 船橋市二子町５３０－４ 047-332-5070

医療法人社団創聖会　岡本歯科クリニック 船橋市東中山１－１８－８ 047-316-0839

医療法人社団晴咲会　わかば歯科クリニック 船橋市本中山２－１８－３カタンクローバービル２F 047-302-6480

たに歯科医院 船橋市本中山２－２１－３ 047-335-4430

成瀬歯科クリニック 船橋市本中山３－１１－１９石塚ビル 047-333-0764

遠山歯科クリニック 船橋市本中山３－２２－２１ 047-332-4138

上原歯科医院 船橋市印内２－４－１５フジタビル１Ｆ 047-432-4182

さくら歯科 船橋市印内３－５－１８ 047-431-1534

つかだ歯科医院 船橋市前貝塚町５３５－１ソレイユ華１階 047-430-1266

エトワール歯科医院 船橋市前貝塚町５４９－１ 047-406-9838

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

青木歯科医院 船橋市行田町３６７－７ 047-439-0052

医療法人社団コスギ会　コスギ歯科医院 船橋市上山町１－１０４－３３ 047-337-9171

西歯科クリニック 船橋市上山町３－５１８－５６ 047-430-1252

長野歯科医院 船橋市上山町３－６４１－５ 047-439-6487

しまだ歯科医院 船橋市藤原１－１－３１－１０２ 047-303-5303

みやもと歯科医院 船橋市藤原３－３６－１ヨークマート藤原店内１Ｆ 047-401-2215

上野歯科医院 船橋市丸山１－３７－８ 047-438-4888

森歯科医院 船橋市金杉４－６－８ 047-448-3239

つかこし歯科医院 船橋市金杉７－６－１２ステップビル２Ｆ 047-449-5770

医療法人社団旗洲会　旗持歯科医院 船橋市夏見台１－１９－１０ 047-438-4062

岡部歯科医院 船橋市夏見台４－１－２１ 047-439-3622

おおわだ歯科医院 船橋市夏見台４－８－１ 047-430-3906

おかもと歯科医院 船橋市坪井東３－９－３船橋日大駅前ビル２０５ 047-456-0056

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

長谷川歯科医院 船橋市習志野台１－１－１高根木戸駅前店舗２Ｆ 047-466-4237

水本歯科医院 船橋市習志野台２－４－９ 047-467-0404

長谷川デンタルクリニック 船橋市習志野台２－４９－７ 047-461-3718

医療法人社団双野会　すずき歯科クリニック 船橋市習志野台２－４９－１３マコビル１F 047-469-9078
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しらい歯科医院 船橋市習志野台２－６２－３８ 047-466-2827

医療法人社団デンタルルネサンスきたならエキ歯科 船橋市習志野台３－１－１エキタきたなら３Ｆ 047-401-4433

ながなわ歯科 船橋市習志野台３－１８－６ハイツ藤井１０２ 047-465-6133

杉田歯科医院 船橋市習志野台４－１－６ 047-466-2676

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

みゆき台歯科医院 船橋市習志野台４－１３－９－１０１ 047-469-4545

山崎歯科医院 船橋市習志野台４－２３－１８ 047-466-8338

ユー歯科医院 船橋市習志野台５－４－８ 047-464-4188

小野歯科医院 船橋市習志野台５－３４－３ 047-466-3299

やはぎ歯科クリニック 船橋市習志野台６－５－７ 047-461-1818

石川歯科医院 船橋市習志野台８－１－２２ 047-469-4625

医療法人社団雄輝会　どれみ歯科 船橋市習志野台８丁目５８－１ゆめまち習志野台モール１Ｆ 047-404-3332

医療法人社団明和会　かなや歯科医院 船橋市松ケ丘４－５－１７ 047-466-2252

歯科藤村医院 船橋市松が丘４－１２－９ 047-465-6511

ひらい歯科医院 船橋市松が丘５－１９－１６ 047-461-8211

河野歯科医院 船橋市松が丘５－２６－４ 047-463-0034

もりなが歯科医院 船橋市高根台１－１７－２ 047-462-8812

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－４ 047-466-2333

グリーン歯科医院 船橋市高根台６－２－２５ 047-462-3016

高根木戸歯科医院 船橋市高根台６－３８－１７ 047-466-4226

山本歯科医院 船橋市高根台７－１３－２２ 047-463-3318

米谷歯科医院 船橋市大穴南５－２３－１０ 047-466-8586

医療法人社団貴和会　河野歯科医院 船橋市大穴北２－１－３３ 047-457-1131

ならしの歯科医院 船橋市習志野４－４－１５ 047-478-1451

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

医療法人社団ミューズガーデン　みやま歯科医院 船橋市三山２－４３－９ 047-404-0648

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

マエダ歯科医院 船橋市田喜野井２－２９－７ 047-473-5811

對間歯科医院 船橋市田喜野井４－２９－２９ 047-467-6411

小宮歯科医院 船橋市滝台町１０５－１グロ－リア初穂薬円台２１１－２号 047-490-3095

たけはな歯科 船橋市滝台町１０６－２ツナソウビル１Ｆ 047-467-1005

鶴岡歯科医院 船橋市薬円台１－５－４ 047-464-8880

仲村歯科医院 船橋市薬円台３－１２－２ 047-464-7200

遠山歯科医院 船橋市薬円台５－１－５ 047-466-4055
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古池歯科 船橋市薬円台５－６－２ 047-463-8181

立山歯科クリニック 船橋市薬円台６－２－１０－１０５ 047-469-4691

医療法人社団健恒会　薬円台歯科 船橋市薬円台６－６－８ 047-461-4182

池口歯科医院 船橋市高野台３－２１－１７ 047-447-6292

神保歯科医院 船橋市八木ケ谷１－２５－１２ 047-448-7000

永嶋歯科クリニック 船橋市八木が谷３－２９－９ 047-449-9190

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

野口歯科医院 船橋市二和東５－３２－２０ 047-448-8210

萩野歯科医院 船橋市二和東６－１７－１９ 047-449-0880

医療法人社団嵩雅会　野瀬歯科医院 船橋市二和東６－１７－５３ 047-449-4618

医療法人社団正恵会　阿部歯科医院 船橋市咲が丘３－２５－２つぼいやビル２Ｆ 047-449-0580

三咲歯科医院 船橋市三咲４－６－３ 047-449-1231

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

世良歯科診療所 船橋市三咲７－２３－８ 047-449-0440

医療法人社団協和会　滝不動病院 船橋市南三咲４－１３－１ 047-448-6881

医療法人社団ＩＣ貴和会　いしわだ歯科クリニック 船橋市新高根３－９－１ 047-467-8888

にしやま歯科医院 船橋市新高根５－１１－１６ 047-467-6120

あべ歯科医院 船橋市新高根６－３８－３ 047-461-7177

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

佐々木歯科医院 船橋市西習志野２－９－８ 047-464-7321

くちかた歯科医院 船橋市西習志野２－２４－１０日豊ビル１Ｆ 047-468-4388

ロイヤル歯科医院 船橋市西習志野３－２８－６林ビル１Ｆ 047-463-9570

医療法人社団悠久会　たお歯科クリニック 船橋市芝山３－１８－１１ 047-496-8010

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

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

医療法人社団富陽会　谷内歯科医院 船橋市二宮１－５－１ 047-465-1324

中村歯科クリニック 船橋市前原東１－８－１０ 047-477-5102

医療法人社団　岡本歯科医院 船橋市前原東２－１９－２ 047-472-6712

えんどう歯科医院 船橋市前原東４－１６－１６ 047-493-0017

西村歯科医院 船橋市前原西２－３－１０ 047-472-2469

中台寿一歯科医院 船橋市前原西２－１３－１－１０３ 047-478-7830

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

きらり歯科クリニック津田沼 船橋市前原西２－２２－１２ロッソパスタビル２階 047-478-8888

もちづき歯科 船橋市前原西２－３２－７ＮＹ２Ｆ 047-471-0300

はぎわら歯科医院 船橋市前原西２－３３－１２ 047-470-4618
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コウノ歯科医院 船橋市前原西４－３０－２２第１近藤ビル２Ｆ 047-478-2077

あさかげ歯科医院 船橋市前原西７－１２－６ 047-470-1032

老川歯科医院 船橋市前原西８－２－１ 047-469-2322

アルファ歯科医院 船橋市本中山３－２２－１０タツオカビル１Ｆ １０１号 047-334-1758

医療法人社団顕和会　かじやま歯科クリニック 船橋市本中山４－２２－１０中山メディカルスクエア２０４ 047-302-8181

秋本歯科医院 船橋市本中山５－８－１３ 047-333-2188
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