
医療機関名称 所在地 電話番号

あいしん歯科クリニック 市川市原木１－１８－１８宮崎ビル１Ｆ 047-327-4461

鈴木歯科クリニック 市川市原木１－１９－１９松永ビル２Ｆ 047-327-3811

ヒロデンタルクリニック 市川市鬼高２－９－１０　浜田ビル２F 047-332-0385

岡永歯科 市川市鬼高３－１１－９ 047-376-3503

やわた歯科医院 市川市八幡１－１２－１ 047-334-6252

浮谷歯科医院 市川市八幡１－１６－２３ 047-334-7253

河内歯科医院 市川市八幡２－３－８シャンポールⅢ２０１ 047-320-1599

医療法人社団クオーレ 杉山デンタルクリニック 市川市八幡２－９－１４クオーレ１階 047-333-9721

デンタルオフィス本八幡 市川市八幡２－１５－１０パティオ４F 047-336-3456

森歯科医院 市川市八幡２－１６－１５本八幡駅西口ビル２F 047-335-0418

清水歯科医院 市川市八幡３－１１－２３ 047-322-1853

たかくら歯科 市川市八幡３－２３－４ 047-329-1188

並木デンタルクリニック 市川市八幡３－２５－１０ 047-322-5280

土橋歯科 市川市八幡４－４－７ 047-333-6201

石橋歯科医院 市川市八幡４－４－１３ 047-334-4174

小舩歯科医院 市川市八幡４－６－８レフィナード八幡１Ｆ 047-335-5579

医療法人社団正進会　ｱｰﾂ歯科＆ﾜﾊﾊｷｯｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 市川市八幡６－２－２ 047-711-0113

ささがわ歯科クリニック 市川市南八幡３－４－８ＨＫアルファビル２０２ 047-378-4611

医療法人社団誠健会 佐藤歯科 市川市南八幡３－１０－９ 047-370-5897

西方歯科医院 市川市南八幡４丁目６番３号ノイックス９２４ビル６階 047-377-6480

医療法人社団光風会　松尾歯科医院 市川市南八幡４－１８－１８コープ野村本八幡１Ｆ 047-370-6670

水鳥歯科医院 市川市南八幡５－９－６ 047-370-8177

たかはし歯科医院 市川市大和田４－６－１７ 047-378-5508

松林歯科医院 市川市平田３－９－１ 047-376-7172

おおたに歯科 市川市平田４－４－１ 047-377-5730

八木歯科医院 市川市市川南１－７－２０さかえマンション１Ｆ 047-326-5943

医療法人社団臥竜会　上原歯科医院 市川市市川南３－１４－１６－１１３ 047-324-6407

市川歯科クリニック 市川市市川１－１－２ＫＡＮＥＭＵＲＡビル　ＮＯ２　１Ｆ 047-326-8271

内田歯科医院 市川市市川１－６－１４市川金子ビル５Ｆ 047-321-0667

あいこう歯科クリニック 市川市市川１－７－１５カメイビル３Ｆ 047-326-2282

青山歯科クリニック 市川市市川１－９－２青山ビル５Ｆ 047-325-0469

市川歯科医院 市川市市川１－９－１１サン市川ハイツ３０２号 047-325-2693

財部歯科医院 市川市市川１－２１－７プラザピコ２０５ 047-326-5060

手児奈通り歯科医院 市川市市川１－２３－１０アルファツインビル２０１ 047-325-6480

市川市
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三本松歯科医院 市川市市川１－２３－２アクティブ市川１Ｆ 047-322-0377

中野歯科 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819

岸歯科医院 市川市市川３－２７－２０－１０９ 047-322-2028

長谷川歯科医院 市川市新田１－１６－２３ 047-326-7522

鈴木歯科医院 市川市新田２－２８－８ 047-377-5674

なかがわ歯科医院 市川市新田５－４－１９市川真間マンション１Ｆ 047-321-1541

デンタルクリニック吉田 市川市新田５－１３－１４ 047-321-3817

妙典みやけ歯科 市川市妙典２－１６－１５モア２－２Ｆ 047-359-8217

マミー歯科クリニック 市川市妙典４－３－１７ 047-397-6480

ひろ歯科クリニック 市川市妙典５－３－１イオン市川妙典店一番街３Ｆ 047-300-4182

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

石川歯科クリニック 市川市妙典５－５－２７－１０２ 047-701-3718

藤田歯科医院 市川市塩焼３－１－３メゾンクレール１０２ 047-396-4680

井桁歯科医院 市川市富浜１－１－２７ 047-356-5360

医療法人社団潤和会　竜崎歯科医院 市川市富浜２－３－２４ 047-358-7303

松原歯科医院 市川市富浜３－５－１４ 047-395-1694

かたりな歯科 市川市富浜２丁目５－４ミツヤ富浜マンション１０２ 047-383-9189

鈴木歯科医院 市川市宝１－３－１０ 047-395-3737

しいの歯科医院 市川市宝１－１０－２２ 047-399-6471

石黒歯科医院 市川市行徳駅前１－２－２ 047-357-2298

藤田第一歯科診療所 市川市行徳駅前１－８－５ 047-396-5410

今井歯科医院 市川市行徳駅前１－１３－９ 047-399-2502

のま歯科クリニック 市川市行徳駅前３－１５－１ルファールホリキ１F 047-397-2258

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

エムデンタルクリニック 市川市行徳駅前４－６－１６グランベール１号館１Ｆ 047-711-2101

医療法人社団広和会　萩原歯科クリニック 市川市福栄２－１１－１５ 047-396-6956

小原歯科医院 市川市福栄４－４－３ 047-395-8143

ふかざわ歯科クリニック 市川市南行徳１－２－１３プライムNS１F 047-306-0118

南行徳いしかわ歯科 市川市南行徳１－９－２０ランドビル１Ｆ 047-307-2233

渡辺歯科クリニック 市川市南行徳１－１７－８エステートピアＩＡビル１Ｆ 047-395-1182

野田歯科医院 市川市南行徳１－２０－１２加納ビル２０４ 047-397-5337

医療法人社団翠希会　みどりかわ歯科クリニック 市川市南行徳２－１５－１２ 047-358-8800

新谷歯科医院 市川市南行徳３－４－１１ 047-397-7561

塩浜歯科 市川市南行徳４－１－１３ベルシティ１Ｆ 047-399-1180

コウノ歯科医院 市川市相之川１－４－１１ 047-398-8800
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あいのかわ歯科 市川市相之川４－２－１８ 047-356-0321

木村歯科医院 市川市相之川４－４－１４飯田ビル２Ｆ 047-358-8300

医療法人社団如月会　澤野歯科クリニック 市川市相之川４－９－６ 047-357-8877

医療法人社団フロンティア　山脇歯科医院 市川市相之川４－１４－５エディフィシオ南行徳２Ｆ 047-357-2288

ファミリ－歯科 市川市新井３－４－６キョウエイビル３０３ 047-358-8446

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

川野歯科医院 市川市南大野３－２４－２４ 047-337-6480

医療法人社団レモン会　鎌田歯科室 市川市大野町２－２３１ 047-338-1701

楠歯科医院 市川市大野町３－１６８６ 047-338-6527

阿部歯科医院 市川市大野町３－１８３２－８ 047-338-6413

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

三橋歯科医院 市川市北方町４－１３３４－２ 047-338-4182

医療法人社団桜会　市川東歯科医院 市川市北方町４－２１５７－２６ 047-339-0511

くまのみ歯科医院 市川市中山４－７－１３仲石黒門ビル２１１ 047-300-0001

伊藤歯科医院 市川市高石神３２－１５ 047-335-0557

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

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

Ｋ歯科クリニック 市川市本北方１－３４－１１ 047-334-4333

小林歯科 市川市本北方１－４７－９ 047-335-5736

近橋歯科医院 市川市下貝塚１－１７－８ 047-372-9189

石井歯科医院 市川市宮久保１－１６－３ 047-300-5585

むらおか歯科矯正歯科クリニック 市川市宮久保１－２３－２３ 047-372-6645

すずき歯科クリニック 市川市宮久保２－１９－２０ 047-703-9837

小泉歯科医院 市川市東菅野１－６－１０ 047-334-6362

氏原歯科医院 市川市東菅野１－１８－１５ 047-324-6480

藤野歯科医院 市川市東菅野３－１－２７ 047-334-6200

吉田歯科医院 市川市菅野２－１０－１６ 047-321-2257

小磯歯科医院 市川市菅野４－３－３ 047-321-0335

しばた歯科 市川市菅野４－６－３西家店舗２号室 047-711-4236

滝沢歯科クリニック 市川市菅野４－１８－２７ 047-711-0118

みどり歯科医院 市川市菅野６－１８－２５ 047-322-2570

須和田歯科医院 市川市須和田１－８－２０ 047-371-3452

宇野沢デンタルクリニック 市川市須和田２－１－４ 047-372-0005

宇野沢歯科医院 市川市真間２－１２－６ 047-323-1797

神戸歯科医院 市川市真間２－２１－８ 047-322-5920
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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

前岡歯科医院 市川市曽谷５－２５－６ 047-374-1472

加藤歯科医院 市川市中国分２－１２－４ 047-372-7735

じゅんさい池歯科医院 市川市中国分４－２６－６ 047-373-6400

塚本歯科医院 市川市堀之内１－１５－３ 047-373-6311

つのだ歯科クリニック 市川市堀之内３－１７－２８リバティーヒル弐番館１Ｆ－Ｂ 047-375-6613
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