
医療機関名 所在地 電話番号

中央歯科 柏市柏１－１－８かまやビル２階 04-7166-5658

カシワ・ファミリ歯科 柏市柏１－１－１１ 04-7163-5856

細井歯科医院 柏市柏１－３－３ 04-7167-2443

小板橋歯科医院 柏市柏２－１０－１１武藤眼科ビル２０８ 04-7163-3312

医療法人社団ＹＤＣ　山田歯科クリニック 柏市柏３－７－２６ 04-7167-5210

花澤歯科医院 柏市柏３－１１－２７－１０１ 04-7166-6620

中島歯科医院 柏市柏４－７－３ 04-7164-4188

いりえ歯科クリニック 柏市柏５－８－３ 04-7163-4182

医療法人社団葉山会　葉山歯科医院 柏市柏７－９－３ 04-7164-6480

サクライ歯科クリニック 柏市柏３４０－３１ 04-7166-7821

医療法人社団久修会　大島歯科医院 柏市柏１３２６－１２ 04-7164-9112

大島歯科クリニック 柏市東１－１－１６－１０１　 04-7164-1182

パール歯科クリニック 柏市東１－２－６ 04-7107-6480

アマリ歯科クリニック 柏市東１－３－１６ 04-7179-5670

兼坂歯科医院 柏市東柏１－１２－１ 04-7166-6444

加藤歯科医院 柏市中央町２－３１ 04-7167-6615

高野歯科医院 柏市泉町１－４ 04-7167-2611

にしまき歯科 柏市泉町１５－１０ 04-7167-6538

みわ歯科クリニック 柏市中央２－２－１８－２０１ 04-7166-8148

神尾歯科クリニック 柏市中央２－１２－２ 04-7106-8211

ウィング歯科 柏市若葉町３－３第２グランドフォート１０３ 04-7170-4340

いしざき歯科 柏市若葉町５－８ 04-7164-8648

柏千代田歯科・小児歯科 柏市千代田２－２－１第２三光ビル１０２ 04-7197-7162

田中歯科医院 柏市千代田３－１５－１ 04-7164-3000

桜井歯科医院 柏市増尾４－１－１ 04-7175-1251

今村歯科医院 柏市藤心１－１－３ 04-7175-2671

伊藤歯科クリニック 柏市逆井藤ノ台１－２ 04-7175-1165

高橋歯科医院 柏市逆井１－１２－２９ 04-7172-4059

ほそや歯科医院 柏市逆井２－１９－３９ 04-7171-7170

加文字歯科医院 柏市逆井４－７－１３ 04-7174-1925

染井歯科医院 柏市南逆井１－１２－６ 04-7176-0650

福島歯科クリニック 柏市南逆井４－８－１２ 04-7174-6118

逆井歯科医院 柏市東逆井１－１－３岡本ビル 04-7175-0808

医療法人社団　ほのぼの歯科・矯正歯科 柏市加賀３－２４－６伊藤ビル２Ｆ 04-7160-0303

柴原歯科医院 柏市加賀３－２５－３ 04-7172-0130

金剛寺歯科クリニック 柏市増尾台３－８－３４ 04-7175-8811

鈴木歯科医院 柏市増尾台４－３－１２ 04-7176-3688

木村歯科医院 柏市酒井根３－２１－７ 04-7174-9000

医療法人社団誠友会　きたうら歯科クリニック 柏市酒井根４－３－３３ 04-7173-2721

塚田歯科医院 柏市南増尾４－１７－１２ 04-7174-9333

武田歯科医院 柏市東中新宿４－６－１ 04-7174-3422

かなだ歯科医院 柏市光ケ丘２－２１－２１ 04-7176-1112

おの歯科医院 柏市光ケ丘４－３－６ 04-7197-3469

医療法人社団剣幸会　福島歯科医院 柏市中新宿２－６－１ 04-7175-2545

坂野歯科医院 柏市豊住１－４－１８ 04-7173-0727

桑木歯科医院 柏市つくしが丘２－４－１ 04-7174-1118

田口歯科医院 柏市つくしが丘３－８－８ 04-7175-6480

大石歯科医院 柏市つくしが丘５－７－２９ 04-7176-3355

ナガシマ歯科医院 柏市今谷上町４３－５２ 04-7174-2265

柏市
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おおの歯科医院 柏市今谷上町６６－２ 04-7176-5232

つばさ歯科医院 柏市南柏中央１－６宇佐美ビル２Ｆ 04-7175-8700

旭歯科クリニック 柏市南柏中央２－１１ 04-7175-1182

柏　緑ヶ丘歯科 柏市緑ケ丘１３－８ 04-7167-7519

新柏歯科クリニック 柏市新柏１－４－５ 04-7167-1600

セイワ歯科医院 柏市新柏１－１６－６ 04-7166-6482

医療法人社団マハロ会　英デンタルクリニック 柏市新柏４－８－１０ 04-7199-8836

西野歯科医院 柏市中原１－１６－６ 04-7175-1001

大森歯科医院 柏市ひばりが丘１３－１２ 04-7166-6679

きらら歯科 柏市小青田１丁目１番地１１ 04-7197-4997

柏たなか　かねこ歯科クリニック 柏市小青田１－５－４ライオンズ柏たなか１Ｆ 04-7137-3715

タカシマ歯科医院 柏市花野井１８１４－１３ 04-7132-2572

渡辺歯科医院 柏市大室２４９－２ 04-7133-1416

関口歯科医院 柏市布施新町４－２３－７ 04-7133-2667

とみせ歯科室 柏市布施１４６－１９ 04-7133-2228

宿連寺歯科クリニック 柏市宿連寺４４３－１６ 04-7134-1188

ライフタウン歯科クリニック 柏市松葉町１－１６－６ 04-7135-0748

すえいし歯科矯正歯科 柏市松葉町２－１－２１ 04-7132-5652

てらだデンタルクリニック 柏市松葉町２－１５－２ 04-7136-8846

天野歯科医院 柏市松葉町３－２２－１８加藤園ビル１Ｆ 04-7134-0118

松葉デンタルクリニック 柏市松葉町４－９－２ 04-7132-7761

医療法人社団歯優会　加納歯科医院 柏市松葉町６－９－１ 04-7133-0418

やくやま歯科 柏市根戸３８６－１ 04-7133-1184

医療法人社団秀和会高橋歯科医院 柏市根戸４６９－１１ 04-7131-3853

医療法人社団ニコライ会　千代田ホワイト歯科 柏市北柏１－２－６ 04-7163-1841

シゲタ歯科医院 柏市北柏３－１－１昭信ビル３Ｆ 04-7163-7341

永木歯科医院 柏市北柏３－１３－１０ 04-7163-5228

菅野歯科医院 柏市松ケ崎３９８－１０ 04-7134-0011

医療法人社団美生会　モラージュ柏デンタルクリニック 柏市大山台２－３－１モラージュ柏２階　２１３ 04-7137-6001

長野歯科医院 柏市末広町１－１柏高島屋ステーションモール８Ｆ 04-7148-2080

出井歯科医院 柏市末広町６－７ 04-7145-6059

医療法人社団　榎本歯科クリニック 柏市末広町１２－７ 04-7143-2077

山中歯科医院 柏市明原２－１－１４ 04-7145-2503

医療法人社団Ａ．ＯＤＣ　大越歯科クリニック 柏市明原３－４－１７ 04-7145-8222

細田歯科医院 柏市明原４－１１－８ 04-7145-8084

中野歯科医院 柏市明原４－１２－２０ 04-7147-0263

小柳歯科医院 柏市かやの町２－１５ 04-7145-8225

黒滝歯科 柏市向原町１－１１ 04-7144-0911

山口歯科医院 柏市旭町１－９－１４ 04-7147-6765

ながお歯科医院 柏市旭町２－５－４ 04-7145-2080

佐久間歯科医院 柏市旭町７－３－６ 04-7148-6611

医療法人社団オハナ会　ウィズ歯科クリニック 柏市吉野沢２－３ 04-7145-0002

大河原歯科クリニック 柏市南柏１－２－２中村ビル４Ｆ 04-7144-0896

医療法人社団誠明会ＡＣＴデンタルクリニック 柏市南柏１－５－１トレランス１Ｆ 04-7192-7030

柏クレイン総合歯科 柏市南柏１－１２－３ 04-7186-6610

谷口歯科医院 柏市新富町１－２－２８ 04-7148-6474

青野歯科医院 柏市豊上町１６－１０ 04-7143-4045

たかだ歯科 柏市高田８８０ 04-7144-4182

にじの街歯科 柏市高田１２８４－３ 04-7168-0648

フラワーデンタルクリニック 柏市篠籠田１４８４－３ 04-7146-8247
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医療法人社団塩路会　矢部歯科医院 柏市豊四季１５０－５２ 04-7143-3639

菅谷歯科クリニック 柏市豊四季２１０－１４ 04-7144-8400

わしんデンタルクリニック 柏市豊四季２４９－１７ 04-7186-7015

しんのすけ歯科クリニック 柏市豊四季３４１－１６ 04-7143-0010

南柏歯科クリニック 柏市豊四季４９４－１３４ 04-7144-6561

内堀歯科医院 柏市豊四季５１４－６ 04-7174-1710

金丸歯科医院 柏市豊四季１００６－６ 04-7139-3860

なかたに歯科 柏市豊四季１００８－１２アヴニール豊四季１０１ 04-7141-2145

たかの歯科医院 柏市若柴１－８１ 04-7100-0008

神長歯科医院 柏市若柴９１－１３角ビル１Ｆ 04-7128-9791

あおい歯科医院 柏市若柴１７３－８柏の葉キャンパス１５１街区B棟SB－１ 04-7132-8122

釜崎歯科医院 柏市十余二２４９－２３１ 04-7147-4433

よしい歯科医院 柏市十余二２９７ 04-7134-4182

老沼医院歯科 柏市みどり台５－１－５８ 04-7131-3729

鏑木歯科 柏市西原１－１－２ 04-7154-2800

井上歯科クリニック 柏市西柏台２－２－１６ 04-7152-5688

五味歯科医院 柏市大井７６４－１ 04-7191-7081

石戸歯科医院 柏市大井８４３－２ 04-7191-6903

医療法人社団ＯＤＣ大津ヶ丘歯科クリニック 柏市大津ヶ丘３－５－１ 04-7191-0084

八木歯科医院 柏市大津ケ丘４－２４－１７ 04-7193-1184

国田歯科医院 柏市大津ヶ丘４－２９－７ 04-7191-3123

えのきど歯科医院 柏市塚崎２－２－１５ 04-7191-8401

永田歯科医院 柏市塚崎１００４－１３ 04-7193-1000

高柳歯科医院 柏市高柳１４７８－４ 04-7191-4950

かめおか歯科クリニック 柏市高柳１７７１－２３ 04-7191-8455

沼南愛立歯科 柏市南高柳１－１９ 04-7192-2305

よつば歯科 柏市しいの木台５－２５－１８ 047-394-4180

医療法人社団ＮＴＭ　ららぽーと柏の葉歯科クリニック 柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉３F 04-7135-0896
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