医療機関名

所在地

電話番号

千葉市中央区
太田歯科クリニック

千葉市中央区都町２－２０－１６

043-233-5015

旭町歯科医院

千葉市中央区旭町１９－１０

043-224-1615

医療法人社団皓歯会 下向歯科医院

千葉市中央区東本町８－２６

043-222-3059

木村歯科

千葉市中央区祐光４－１－１０

043-227-0118

愛保歯科医院

千葉市中央区本町１－３－１

043-222-4329

宮崎歯科医院

千葉市中央区本町３－１－６

043-225-0338

医療法人社団明陽会 メイヨ歯科診療所

千葉市中央区中央１－１－１

043-224-6863

石神歯科

千葉市中央区中央１－１０－６榎家ビル３Ｆ

043-225-6256

本間歯科医院

千葉市中央区中央３－９－１０グリーンランド千葉中央ビル１０２

043-222-8778

医療法人社団仁静堂 平山歯科医院

千葉市中央区中央３－１２－３仁静堂ビル２階

043-223-0808

宮下歯科

千葉市中央区中央３－１８－６なかはらビル５Ｆ

043-222-7759

医療法人社団済世会 デンタルオフィス蓮

千葉市中央区本千葉町１－１ ４F

043-222-6777

医療法人社団聖裕会 井上歯科

千葉市中央区富士見２－３－１塚本大千葉ビル５Ｆ

043-222-7000

大百堂歯科医院

千葉市中央区富士見２－５－１５塚本千葉第三ビル ７Ｆ

043-222-1766

ア歯科水戸診療所

千葉市中央区富士見２－９－２８山崎ビル９Ｆ

043-227-0219

おぎはら歯科クリニック

千葉市中央区富士見２－１５－１ワラビビル３F

043-224-7038

小林歯科医院

千葉市中央区富士見２－２５－１ショッピングセンター内

043-222-4814

喜多詰歯科診療所

千葉市中央区栄町４０－１３

043-222-5448

新井歯科医院

千葉市中央区要町１６－１１

043-224-7911

医療法人社団済世会 デンタルオフィス凛

千葉市中央区院内２－１５－１ベッリーノ伊藤１Ｆ

043-225-1155

藤本歯科医院

千葉市中央区新宿１－２５－２

043-242-4650

医療法人社団稔会タナベデンタルクリニック

千葉市中央区新宿２－５－８アサヒロイヤルマンション２Ｆ

043-243-2560

小林歯科医院

千葉市中央区新宿２－５－１２

043-246-7738

斉藤歯科クリニック

千葉市中央区新宿２－１２－１新宿レジデンス１０１

043-247-8281

柳井歯科医院

千葉市中央区新宿２－１２－７

043-203-0418

佐藤歯科医院

千葉市中央区出洲港１３－１５みなと住宅管理棟１Ｆ

043-241-8041

松本歯科

千葉市中央区新田町３－１０

043-243-0222

たきもと歯科・矯正歯科

千葉市中央区新町１９－１１新町Ｎビル２Ｆ

043-247-3306

額賀歯科クリニック

千葉市中央区新町２１－３

043-247-6363

医療法人社団皓歯会 央歯科医院

千葉市中央区新千葉１－７－３ＣＳＢ新千葉ビル３Ｆ

043-247-4180

内山歯科医院

千葉市中央区新千葉２－１８－４

043-241-2019

藤本歯科登戸医院

千葉市中央区登戸１－４－１０

043-248-1030

秋山歯科医院

千葉市中央区登戸２－７－９

043-242-5451

水谷歯科医院

千葉市中央区登戸２－１４－５

043-243-8211

小川歯科医院

千葉市中央区登戸３－１５－８

043-241-1716

坂口歯科医院

千葉市中央区春日１－２０－５

043-242-5076

阿左見歯科医院

千葉市中央区春日２－２１－６

043-241-4913

小峯歯科医院

千葉市中央区汐見丘町９－１７

043-241-2515

滝沢歯科医院

千葉市中央区東千葉１－５－７

043-287-0058

高品歯科医院

千葉市中央区東千葉２－１－８アスールカーサ２０２

043-256-7770

片岡歯科

千葉市中央区東千葉２－７－７ナイスアーバン千葉１０２

043-255-5858

星野歯科クリニック

千葉市中央区椿森２－４－３

043-251-4524

橋本歯科医院

千葉市中央区松波２－５－８

043-251-8043

矢部歯科医院

千葉市中央区松波２－１３－１８

043-251-5821

小手歯科医院

千葉市中央区松波４－１４－１３

043-251-6195

医療法人社団愛和会 アイボリー歯科医院

千葉市中央区松波４－２０－１２

043-287-0538

医療法人社団尚歯会 千葉ＥＳ歯科医院

千葉市中央区弁天１－１－３鈴木ビル４Ｆ

043-251-4182

弁天歯科クリニック

千葉市中央区弁天１－２－３ＫＭビル６Ｆ

043-285-0230

新井歯科クリニック

千葉市中央区弁天１－１０－３白樺フラッツ１階

043-255-0709

かおる歯科

千葉市中央区弁天２－２３－１弁天プラザ１F

043-253-9486

さくら歯科医院

千葉市中央区弁天３－８－２

043-287-8804

医療法人社団致祥会 尾﨑歯科医院

千葉市中央区仁戸名町３６８

043-261-3921

医療機関名

所在地

電話番号

小川歯科医院

千葉市中央区仁戸名町５５３－４

043-261-1663

浜野歯科

千葉市中央区仁戸名町５５５－２

043-264-1251

花輪歯科医院

千葉市中央区花輪町１０１－４

043-263-8269

しんかわ歯科クリニック

千葉市中央区宮崎町４７－１１８

043-268-6660

篠宮歯科医院

千葉市中央区星久喜町９４６－７

043-265-8148

高原歯科医院

千葉市中央区星久喜町１１６２－１６

043-261-3762

國分歯科医院

千葉市中央区大森町２６８－７島田ビル２Ｆ

043-264-8308

ハマダ歯科

千葉市中央区大森町４７６－１

043-262-0818

セントラル歯科医院

千葉市中央区生実町９３１－１５

043-268-3116

すずき歯科

千葉市中央区蘇我１－３－５

043-309-5677

みつなり歯科医院

千葉市中央区浜野町１８９－１３

043-266-6688

星野歯科医院

千葉市中央区浜野町１１１３－１星野ビル２Ｆ

043-264-8241

医療法人社団秀和会 浜野歯科医院

千葉市中央区浜野町１３９８

043-264-7164

コスモ歯科医院

千葉市中央区今井１－２３－１０コスモ１５ビル２Ｆ

043-266-2888

めぐみ歯科医院

千葉市中央区白旗２－２－５

043-264-3317

医療法人社団福寿会 鷲見医院歯科

千葉市中央区今井２－７－９

043-266-4325

若菜デンタルオフィス

千葉市中央区南町２－１０

043-265-7886

小山歯科医院

千葉市中央区南町２－１１－１

043-208-2525

有明歯科医院

千葉市中央区白旗２－１８－７ニューハイツ白旗１０１

043-265-5354

ここのえ歯科医院

千葉市中央区南町３－４－５古市ビル２Ｆ

043-266-7020

そがみなみ歯科クリニック

千葉市中央区南町３－１６－２６マルエツ蘇我南町店２F

043-208-6480

南町歯科医院

千葉市中央区南町３－１８－１５

043-265-1810

磯貝歯科

千葉市中央区末広１－１５－１４

043-224-5300

たけい歯科

千葉市中央区千葉寺町３１０－１

043-266-3334

おおもり歯科クリニック

千葉市中央区千葉寺町１１９５－５青葉パークプラザビル２０２号

043-262-1818

医療法人社団千光会 やまぐち歯科

千葉市中央区千葉寺町１２２３－４

043-300-8148

石川歯科医院

千葉市中央区青葉町１２３９－１６

043-208-1482

柳川歯科医院

千葉市中央区葛城２－１２－５５

043-224-3723

医療法人社団ちばの杜 デンタルクリニックＴＭＰ

千葉市中央区長洲１－２２－２プラーズ長洲２０１号

043-307-8585

松岡歯科

千葉市中央区長洲１－２４－１エスカイア本千葉第１ ２０８

043-225-9044

医療法人社団紫源会 鈴木歯科医院

千葉市中央区長洲１－２６－１０

043-222-4574

医療法人社団輝 藤本歯科長洲医院

千葉市中央区長洲２－２０－１７

043-225-2030

ナイスデンタルクリニック

千葉市中央区市場町２-１３

043-201-7133

千葉市中央区市場町９－１９

043-222-4474

医療法人社団修友会 中山歯科医院

千葉市美浜区
若林歯科クリニック

千葉市美浜区幸町１－２－２桑田ビル１階

043-301-6715

けやき通り歯科クリニック

千葉市美浜区幸町１－１４－３

043-245-0024

ジャスミン歯科クリニック

千葉市美浜区幸町２－１７－１－１０１

043-204-5648

保科歯科

千葉市美浜区高浜１－１１－１

043-248-2406

高浜デンタルクリニック

千葉市美浜区高浜３－４－２

043-279-8148

ひまわり歯科医院

千葉市美浜区高浜４－７－５

043-277-1310

医療法人社団恭和会 中村デンタルクリニック

千葉市美浜区高浜６－３－２

043-279-8814

医療法人社団 吉田歯科医院

千葉市美浜区高洲１－３－９

043-248-0561

こうず歯科医院

千葉市美浜区高洲１－１６－３

043-247-4182

秋山歯科医院

千葉市美浜区高洲１－１６－５４

043-243-3431

やまざき歯科

千葉市美浜区高洲１－２１－１三基ビル２F

043-278-7117

吉川歯科医院

千葉市美浜区高洲１－２４－２不動産会館２Ｆ

043-279-9991

ふくだ歯科

千葉市美浜区高洲２－３－１６

043-245-1992

伊藤歯科医院

千葉市美浜区高洲３－２－１８

043-277-1597

医療法人社団康樹会 海岸歯科室

千葉市美浜区高洲３－１４－６ストニービル３Ｆ

043-278-7318

稲浜歯科

千葉市美浜区稲毛海岸３－１－２９

043-244-9088

医療法人社団峯友会 木島歯科医院

千葉市美浜区真砂２－２－７

043-278-3688

医療法人社団尚歯会 フェリア歯科医院

千葉市美浜区真砂４－２－６

043-270-2969

医療機関名

所在地

電話番号

エーデル歯科クリニック

千葉市美浜区真砂５－３５－１３

043-279-0030

始平堂歯科医院

千葉市美浜区磯辺１－４９－１

043-277-3337

医療法人社団守徳会 とのぎ小児歯科

千葉市美浜区磯辺４－１５－２５

043-278-5241

ほそい歯科医院

千葉市美浜区磯辺４－１９－８

043-277-1044

医療法人社団峯友会 峯デンタルクリニック

千葉市美浜区磯辺５－１０－１パークシティ検見川浜西の街１Ｆ

043-303-1681

高橋歯科医院

千葉市美浜区磯辺７－１７－１５

043-278-4182

サンライト歯科医院

千葉市美浜区打瀬２－１－１公園東の街

043-350-3900

医療法人社団慈瑛会 アイデンタルクリニック

千葉市美浜区打瀬２－１１パティオス６番街５

043-239-9993

うたせデンタルオフィス

千葉市美浜区打瀬３－７パティオス２１番街１３３

043-213-7506

松田矯正歯科

千葉市美浜区ひび野１－４－３新日本ビル２階

043-274-7111

医療法人社団玄同会 古賀テクノガーデン歯科

千葉市美浜区中瀬１－３幕張テクノガーデンＦ－１Ｆ

043-274-6480

大林歯科医院

千葉市美浜区幕張西２－５－２

043-272-3695

おだか小児歯科

千葉市美浜区幕張西２－７－１６ＣＵＢＥリノベーションビル１Ｆ

043-441-3786

医療法人社団慧仁会 幕張西歯科医院

千葉市美浜区幕張西３－３－３

043-273-7373

千葉市花見川区
医療法人社団祥和会 こてはし台歯科医院

千葉市花見川区こてはし台５－１－９

043-259-7003

飯髙歯科医院

千葉市花見川区こてはし台５－２０－１６

043-257-6474

すがや歯科クリニック

千葉市花見川区こてはし台６－１７－８

043-286-3833

小室歯科医院

千葉市花見川区千種町２２６－１８

043-250-4117

山崎歯科

千葉市花見川区千種町２９５－２千葉鉄工団地会館３Ｆ

043-257-0316

ちぐさ歯科クリニック

千葉市花見川区千種町３３３－９こてはしショピングセンター南店２Ｆ

043-257-7003

真壁歯科医院

千葉市花見川区西小中台５－２３

043-271-1332

岡本歯科クリニック

千葉市花見川区畑町４２６－１２Ｆ

043-275-1551

畑町歯科クリニック

千葉市花見川区畑町４４６－６９

043-273-5316

今井歯科医院

千葉市花見川区畑町６６２－２３８

043-272-7597

沢井歯科医院

千葉市花見川区朝日ケ丘１－１－１ふきのとうビル２Ｆ

043-273-6480

佐藤歯科医院

千葉市花見川区朝日ケ丘１－２５－１

043-274-0303

さいとう歯科医院

千葉市花見川区朝日ヶ丘１－２８－１８中台ビル１Ｆ

043-272-8441

南花園歯科医院

千葉市花見川区南花園２－２－２１

043-213-2220

医療法人社団優英会 宮間歯科医院

千葉市花見川区南花園２－９－７

043-272-4000

砂川歯科検見川医院

千葉市花見川区検見川町３－３１２－１６

043-272-7272

馬場歯科医院

千葉市花見川区検見川町３－３０４－５

043-271-4322

中村歯科医院

千葉市花見川区検見川町３－３０２－１

043-271-2218

５丁目歯科クリニック

千葉市花見川区検見川町５－２２９２－５

043-274-7157

髙橋歯科医院

千葉市花見川区花園２－１－１１

043-271-7326

斎藤歯科クリニック

千葉市花見川区花園２－１－２５万仁ビル１Ｆ

043-275-2004

横山歯科医院

千葉市花見川区花園１－８－２

043-275-1035

さくらい歯科クリニック

千葉市花見川区花園１－１５－６

043-273-5777

医療法人社団康進会 たかデンタルクリニック

千葉市花見川区花園１－２１－１１ １Ｆ

043-276-8110

あすか歯科医院

千葉市花見川区瑞穂３－１－１

043-350-0120

医療法人社団アイワ会 アイワ歯科医院

千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５イトーヨーカ堂幕張店２Ｆ

043-271-4834

おおたけ歯科医院

千葉市花見川区幕張町５－１５０－７

043-299-2210

大橋歯科クリニック

千葉市花見川区幕張町５－４１７－２８１第８マチイビル２Ｆ

043-275-2882

かわしまデンタルクリニック

千葉市花見川区幕張町５－２２７－７

043-272-4618

川崎歯科医院

千葉市花見川区幕張町６－２７３

043-272-8656

笠原歯科医院

千葉市花見川区幕張本郷１－３－１１－２０４号

043-272-2326

中村歯科医院

千葉市花見川区幕張本郷１－３－６市原第一ビル２０１

043-275-8900

しおざわ歯科クリニック

千葉市花見川区幕張本郷１－４－３５

043-213-0661

三浦歯科医院

千葉市花見川区幕張本郷１－１１－２ワコービル３０１

043-297-2552

医療法人社団健尚会 いわね歯科

千葉市花見川区幕張本郷２－２１－３

043-276-1118

まくはり本郷歯科

千葉市花見川区幕張本郷５－４－１ＥＳビル２Ｆ

043-276-6480

６丁目いとう歯科

千葉市花見川区幕張本郷６－２５－５

043-274-0590

医療法人社団理誠会 蔵本歯科医院

千葉市花見川区幕張本郷７－２８－１－１０１

043-297-3633

医療機関名

所在地

電話番号

石川デンタルクリニック

千葉市花見川区幕張本郷７－４１－９

043-275-7565

小口デンタルクリニック

千葉市花見川区幕張本郷２－６－１８坐古ビル１Ｆ

043-272-6471

高木歯科医院

千葉市花見川区長作町１２６６－６

043-216-0648

じぬし歯科医院

千葉市花見川区作新台１－６－１０

043-258-4618

木屋歯科医院

千葉市花見川区花見川２－４４－１０２

043-259-2032

はやし歯科

千葉市花見川区長作台２－２７－１７

043-257-8848

小野歯科医院

千葉市花見川区柏井１－１－３２

043-259-6646

千葉市稲毛区
おおぞら歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７フレスポ稲毛イーストモール１Ｆ

043-312-1051

市川歯科医院

千葉市稲毛区山王町９９－１３

043-422-4102

ひるた歯科クリニック

千葉市稲毛区山王町１５９－３９

043-312-3173

かずなか歯科クリニック

千葉市稲毛区山王町３４６－２

043-424-3023

イオンタウン稲毛長沼歯科クリニック

千葉市稲毛区長沼町１１２－２

043-216-6480

松上歯科医院

千葉市稲毛区長沼町２５９－７１

043-250-2300

ながぬま歯科医院

千葉市稲毛区長沼町５００－６

043-286-1195

藤尾歯科医院

千葉市稲毛区作草部町６５８－１

043-287-8654

高橋歯科医院

千葉市稲毛区作草部１－７－１１

043-254-3040

佐々小児歯科クリニック

千葉市稲毛区天台４－３－３－１０９

043-254-6480

井上歯科医院

千葉市稲毛区天台４－１－１３宏友ビル２Ｆ

043-251-1701

天台歯科医院

千葉市稲毛区天台５－１－１６

043-256-0558

西千葉フラワー歯科医院

千葉市稲毛区轟町１－７－１７－１０２

043-287-6480

吉野歯科医院

千葉市稲毛区轟町４－８－１６吉野ビル１Ｆ

043-206-1839

おおにし歯科クリニック

千葉市稲毛区緑町１－８－５

043-238-0024

松本歯科医院

千葉市稲毛区緑町２－２－１８

043-247-2032

文教通り歯科クリニック

千葉市稲毛区穴川２－４－１

043-285-2560

斉藤歯科医院

千葉市稲毛区穴川２－１１－２２

043-252-1375

穴川３丁目歯科

千葉市稲毛区穴川３－１－２２

043-252-3520

倉沢歯科クリニック

千葉市稲毛区稲毛東２－２－１１

043-246-2211

さかい歯科クリニック

千葉市稲毛区稲毛東２－３－１２

043-243-9010

医療法人社団昭明会 かがみ歯科医院

千葉市稲毛区稲毛東３－２－１８

043-247-9522

医療法人社団明佳会 稲毛デンタルクリニック

千葉市稲毛区稲毛東３－１５－７１５藤ビル３F

043-241-0002

柴田歯科医院

千葉市稲毛区稲毛東３－１９－２０菊地ビル３Ｆ

043-242-0452

ふせ歯科クリニック

千葉市稲毛区稲毛町５－６１６

043-246-1800

前川歯科医院

千葉市稲毛区黒砂台３－５－１２

043-287-2526

諸隈歯科医院

千葉市稲毛区黒砂１－１５－１

043-241-0431

鈴木歯科医院

千葉市稲毛区小仲台２－５－３稲栄ビル６Ｆ

043-255-8847

医療法人社団稲翠会 稲毛ファミリー歯科

千葉市稲毛区小仲台２－６－５中元ビル３F

043-207-8322

やじまデンタルクリニック

千葉市稲毛区小仲台３－９－１０

043-254-7343

医療法人社団昭明会 かがみデンタルクリニック

千葉市稲毛区小仲台６－２３－１

043-305-4682

富永歯科医院

千葉市稲毛区小仲台６－１４－１

043-287-5922

西村歯科医院

千葉市稲毛区小仲台８－１８－１藤野ビル２Ｆ

043-256-3511

小中台歯科クリニック

千葉市稲毛区小仲台９－５－１４

043-253-1855

医療法人社団歯門会 小代歯科医院

千葉市稲毛区小中台町２７４－３

043-255-3351

三浦歯科医院

千葉市稲毛区小中台町１３４１－１中村ビル３０２

043-256-6565

永井歯科医院

千葉市稲毛区園生町１３８－８

043-255-1778

三田歯科医院

千葉市稲毛区園生町１４６－７

043-284-8484

しのはら歯科医院

千葉市稲毛区園生町２５３－１０

043-256-6474

高原歯科クリニック

千葉市稲毛区園生町３９２－７コンフォール園生１Ｆ

043-286-1122

医療法人社団優美会 きらら歯科医院

千葉市稲毛区園生町４０７－７ＴＳビル１Ｆ

043-207-3266

いけだ歯科医院

千葉市稲毛区園生町４４４－６４

043-284-4848

法花堂歯科医院

千葉市稲毛区園生町１２２３－１稲毛パークハウスＡ－１０７

043-255-2510

信愛歯科医院

千葉市稲毛区あやめ台１－１４－１０５

043-284-4182

北野歯科医院

千葉市稲毛区宮野木町９９５－２９

043-285-2626

医療機関名

所在地

電話番号

大岩歯科医院

千葉市稲毛区宮野木町１７２２－１２３

043-257-3055

宮野木歯科医院

千葉市稲毛区宮野木町１７３７－１１

043-257-6143

千葉市若葉区
みどり歯科

千葉市若葉区千城台西１－４－３平山ビル２Ｆ

043-237-8082

大林歯科

千葉市若葉区千城台西１－３６－１

043-237-1055

さいとう歯科クリニック

千葉市若葉区千城台北３－１１－１２

043-237-8241

神田歯科クリニック

千葉市若葉区千城台北３－２１－１

043-237-4180

羽成歯科医院

千葉市若葉区小倉台３－９－７

043-232-1459

三愛歯科クリニック

千葉市若葉区小倉台６－２６－８

043-235-3328

丸山歯科医院

千葉市若葉区小倉町１６６８－８

043-232-6318

かくた歯科医院

千葉市若葉区北大宮台１５－１０

043-264-8020

大宮台歯科医院

千葉市若葉区大宮台６－３－１４

043-266-7427

いちょう通り歯科クリニック

千葉市若葉区若松町２３７５－２０

043-233-2100

医療法人社団泉涌会 オサダ歯科医院

千葉市若葉区高品町１５９７－９

043-233-4182

田中歯科医院

千葉市若葉区都賀１－１９－４

043-233-3516

星野歯科

千葉市若葉区都賀２－１９－１

043-232-6883

岡崎歯科医院

千葉市若葉区都賀３－９－１都賀Ｍ３ビル １階Ｂ－２

043-231-8194

医療法人社団海星会 都賀デンタルクリニック

千葉市若葉区都賀３－２－５なかや第２ビル４Ｆ

043-235-4182

医療法人社団弘済会 さえぐさ歯科クリニック

千葉市若葉区都賀３－１３－１

043-235-5252

医療法人社団春葉会 松浦歯科医院

千葉市若葉区都賀３－１５－１７

043-232-7732

大寄歯科医院

千葉市若葉区都賀３－１８－５

043-233-2261

小澤歯科医院

千葉市若葉区都賀３－２４－１都賀ＭＴビル２Ｆ

043-232-6785

金子歯科医院

千葉市若葉区西都賀１－１５－４ヤマヨビル２Ｆ

043-287-5928

ヒデ歯科医院

千葉市若葉区西都賀３－８－６

043-256-1500

西都賀歯科医院

千葉市若葉区西都賀３－１４－２

043-256-5582

白鳥歯科医院

千葉市若葉区若松台３－２２－６

043-233-6261

河野歯科医院

千葉市若葉区西都賀３－２４－７

043-253-0262

医療法人社団青慈会 原田歯科クリニック

千葉市若葉区桜木２－１６－２４

043-232-9988

はせがわ歯科

千葉市若葉区桜木４－１６－４８

043-234-8241

ルーミス歯科医院

千葉市若葉区桜木５－２－９モデラート・シティ１０７

043-234-6480

藤井歯科医院

千葉市若葉区桜木北１－３－５８

043-233-6262

小川歯科医院

千葉市若葉区みつわ台２－１０－１０

043-284-9773

本間歯科

千葉市若葉区みつわ台２－３８－８

043-253-0648

医療法人社団 桑波田歯科医院

千葉市若葉区みつわ台３－１４－２３

043-290-8080

うえの歯科医院

千葉市若葉区みつわ台４－１－８－２０１

043-207-5150

池田歯科医院

千葉市若葉区都賀の台１－２２－１３

043-255-8487

尾﨑歯科医院

千葉市若葉区東寺山町５８１－４

043-254-8217

ひまわり歯科クリニック

千葉市若葉区中野町２０１－３

043-372-6480

千葉市緑区
しみず歯科クリニック

千葉市緑区誉田町１－１３９－４

043-291-8704

亀澤歯科医院

千葉市緑区誉田町１－７９０－３２

043-291-6639

谷中歯科医院

千葉市緑区誉田町２－２４

043-291-7008

石川歯科医院

千葉市緑区誉田町２－２１－６５

043-292-1464

鎌取中央歯科医院

千葉市緑区鎌取町１１４

043-265-0641

古市場デンタルクリニック

千葉市緑区古市場町９０６－２９

043-261-1540

村田歯科医院

千葉市緑区おゆみ野１－１２－６

043-300-4888

かまとり歯科医院

千葉市緑区おゆみ野２－１７－７

043-292-2525

むろふし歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野３－５－１７－１０２

043-292-4818

ゆかこ歯科医院

千葉市緑区おゆみ野３－１０－３ＩＴオフィスＨＡＮＡ１０２

043-497-2885

トムラ歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野３－２２－６かまとりクリニックビル５Ｆ

043-293-1770

氏家歯科医院

千葉市緑区おゆみ野４－３９－２

043-292-6474

おゆみ野歯科医院

千葉市緑区おゆみ野５－５－１３

043-292-4618

医療法人社団Rheb おがわ歯科医院

千葉市緑区おゆみ野中央１－２１－１

043-291-6555

医療機関名

所在地

電話番号

医療法人社団彰美会 吉本矯正歯科

千葉市緑区おゆみ野中央６－１４－８

043-292-6480

高村歯科医院

千葉市緑区おゆみ野中央７－１８－３

043-292-4827

７５３（なごみ）歯科医院

千葉市緑区おゆみ野中央８－１８－１

043-300-1346

あきにわ歯科クリニック

千葉市緑区おゆみ野中央９－１６－１９

043-312-1802

徳田歯科医院

千葉市緑区おゆみ野南２－５－１７

043-292-6224

有吉歯科医院

千葉市緑区おゆみ野有吉６－１１

043-291-2422

木屋歯科診療所

千葉市緑区越智町８２２－６１

043-294-5151

毛利歯科医院

千葉市緑区土気町１６３２－１

043-294-7821

石原歯科医院

千葉市緑区あすみが丘１－１８－４

043-205-6480

佐久間歯科医院

千葉市緑区あすみが丘１－２４－４

043-294-0382

医療法人社団松濤会 まつもと歯科医院

千葉市緑区あすみが丘１－３８－９

043-295-0414

医療法人社団 おおきど歯科医院

千葉市緑区あすみが丘１－４７－３

043-294-8341

あべ歯科医院

千葉市緑区あすみが丘４－１－１和光ビル２Ｆ

043-294-9933

桐谷歯科医院

千葉市緑区あすみが丘４－２１－２

043-205-8040

