
睡眠時無呼吸症対応歯科医療機関 令和３年５月10日現在

診療所名 氏名 郵便番号 住所 電話番号
濱野歯科医院 濱野　英也 260-0012 千葉市中央区本町３－２－７ 043-227-4922

喜多詰歯科診療所 喜多詰　規雄 260-0016 千葉市中央区栄町４０－１３ 043-222-5448
医療法人社団皓歯会　央歯科医院 下向　央 260-0031 千葉市中央区新千葉１－７－３　ＣＳＢ新千葉ビル３Ｆ 043-247-4180

小川歯科医院 小川　貞夫 260-0032 千葉市中央区登戸３－１５－８ 043-241-1716
坂口歯科医院 坂口　豊 260-0033 千葉市中央区春日１－２０－５ 043-242-5076
小手歯科医院 上保　文子 260-0044 千葉市中央区松波４－１４－１３ 043-251-6195

医療法人社団尚歯会　千葉ＥＳ歯科医院 花澤　由美 260-0045 千葉市中央区弁天１－１－３　鈴木ビル４Ｆ 043-251-4182
医療法人社団祐一会　そが駅前歯科医院 小林　大介 260-0842 千葉市中央区南町２－９－４　マルエイ第６ビル４Ｆ 043-308-8802

医療法人社団輝　藤本歯科長洲医院 藤本　俊男 260-0854 千葉市中央区長洲２－２０－１７ 043-225-2030
医療法人社団輝　藤本歯科長洲医院 藤本　俊輝 260-0854 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 加藤　佳宏 260-0855 千葉市中央区市場町２-１３ 043-201-7133
ジャスミン歯科クリニック 丸山　勤 261-0001 千葉市美浜区幸町２－１７－１－１０１ 043-204-5648

やまざき歯科 山﨑　伸子 261-0004 千葉市美浜区高洲１－２１－１　三基ビル２F 043-278-7117
始平堂歯科医院 始平堂　弘昌 261-0012 千葉市美浜区磯辺１－４９－１ 043-277-3337
高橋歯科医院 高橋　正明 261-0012 千葉市美浜区磯辺７－１７－１５ 043-278-4182

医療法人社団守徳会　とのぎ小児歯科 外木　徳子 261-0012 千葉市美浜区磯辺４－１５－２５ 043-278-5241
医療法人社団慧仁会　幕張西歯科医院 池田　仁崇 261-0026 千葉市美浜区幕張西３－３－３ 043-273-7373

すがや歯科クリニック 菅谷　充男 262-0005 千葉市花見川区こてはし台６－１７－８ 043-286-3833
はやしだデンタルクリニック 林田　耕治 262-0025 千葉市花見川区花園１－８－２０　第２花園ビル２Ｆ 043-205-4118

あすか歯科医院 菅　眞男 262-0026 千葉市花見川区瑞穂３－１－１ 043-350-0120
中村歯科医院 中村　誠二 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷１－３－６　市原第一ビル２０１ 043-275-8900

医療法人社団健尚会　いわね歯科 岩根　健二 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷２－２１－３ 043-276-1118
小口デンタルクリニック 小口　亘 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷２－６－１８　坐古ビル１Ｆ 043-272-6471

花見川歯科医院 田北　昌城 262-0048 千葉市花見川区柏井１－３－１７ 043-258-6566
ながぬま歯科医院 近藤　真 263-0005 千葉市稲毛区長沼町５００－６ 043-286-1195

文教通り歯科クリニック 三邉　メイ 263-0024 千葉市稲毛区穴川２－４－１ 043-285-2560
文教通り歯科クリニック 三邉　正人 263-0024 千葉市稲毛区穴川２－４－１ 043-285-2560

鈴木歯科医院 鈴木　常夫 263-0043 千葉市稲毛区小仲台２－５－３　稲栄ビル６Ｆ 043-255-8847
富永歯科医院 富永　和徳 263-0043 千葉市稲毛区小仲台６－１４－１ 043-287-5922

恵愛歯科クリニック 杉原　新 263-0043 千葉市稲毛区小仲台１－４－２０　イオン稲毛４Ｆ 043-256-5400
三浦歯科医院 三浦　隆徳 263-0044 千葉市稲毛区小中台町１３４１－１　中村ビル３０２ 043-256-6565
三田歯科医院 三田　肇 263-0051 千葉市稲毛区園生町１４６－７ 043-284-8484

西都賀歯科医院 尹　錫哲 264-0026 千葉市若葉区西都賀３－１４－２ 043-256-5582
白鳥歯科医院 白鳥　修 264-0027 千葉市若葉区若松台３－２２－６ 043-233-6261
谷中歯科医院 谷中　真一 266-0005 千葉市緑区誉田町２－２４ 043-291-7008
高村歯科医院 高村　豪 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央７－１８－３ 043-292-4827

医療法人社団彰美会　吉本矯正歯科 吉本　彰宏 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央６－１４－８ 043-292-6480
桐谷歯科医院 桐谷　愼一 267-0066 千葉市緑区あすみが丘４－２１－２ 043-205-8040
半田歯科医院 半田　悦夫 270-0014 松戸市小金１６－５ 047-344-5280
クリスタル歯科 安田　直美 270-0017 松戸市幸谷２２８－５ 047-345-8901
谷津歯科医院 谷津　利夫 270-0021 松戸市小金原６－５－１０－２Ｆ 047-343-2020
神谷歯科医院 神谷　俊樹 270-0025 松戸市中和倉１８３－４ 047-343-8958

医療法人社団尚友会　むつみデンタルクリニック 脇谷　尚宏 270-2204 松戸市六実３丁目７－３ 047-385-2502
山本歯科医院 山本　真次 270-2215 松戸市串崎南町２６　サンモールモリヤ１Ｆ 047-389-8841

中村デンタルクリニック 中村　孝 270-2222 松戸市高塚新田１３８－２９８ 047-391-6683
ようこ歯科クリニック 高野　陽子 270-2243 松戸市野菊野６－６－１０７ 047-367-1230
平賀デンタルオフィス 平賀　努 270-2261 松戸市常盤平１－２５－１０ 047-388-3188
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医療法人社団大育会　いで歯科医院 井出　壹也 271-0045 松戸市西馬橋相川町１１７ 047-340-3718

医療法人社団健望会　あらき歯科クリニック 荒木　誠 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町６　飯島ビル２０２号 047-309-2610
スギタ歯科医院 杉田　和実 271-0062 松戸市栄町３－１７０－７ 047-365-3945

医療法人社団誠歯会　加藤歯科クリニック 加藤　嘉哉 271-0063 松戸市北松戸２－７－１６ 047-363-4182
森本歯科医院 森本　文子 271-0087 松戸市三矢小台２－１６－２ 047-360-1955
明石歯科医院 明石　大輔 271-0091 松戸市本町１９－１６　松戸ウエストビル３Ｆ 047-365-3712

医療法人社団虹彩会　オズデンタルクリニック 吉﨑　ゆかり 271-0092 松戸市松戸２０４１－２ 047-363-0100
たけだ歯科クリニック 武田　讓 271-0092 松戸市松戸１２８１－１ 047-366-8887

平山歯科 平山　達也 271-0092 松戸市松戸１１７８　小松ビル４Ｆ 047-367-9631
マーブルファミリー歯科クリニック 笹本　祐馬 270-0101 流山市東深井８７１－１８５ 04-7168-0330

白須賀歯科クリニック 宮　忠仁 270-0115 流山市江戸川台西１－８９－１ 04-7152-1355
ここなつ歯科 五十嵐　仁志 270-0119 流山市おおたかの森北２－６６－１ 04-7155-5572

医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 武田　貢 270-0121 流山市西初石３－１４４６－２６ 04-7154-2024
医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 小林　諒 270-0121 流山市西初石３－１４４６－２６ 04-7154-2024
医療法人社団歯聖会　ファミリー歯科医院 武田　佳之 270-0121 流山市西初石３－１４４６－２６ 04-7154-2024

ひがしデンタルクリニック 東　洋平 270-0128 流山市おおたかの森西２丁目１－３　Villa Est １Ｆ 04-7178-7888
おおたかの森歯科クリニック 齊藤　大 270-0138 流山市おおたかの森東１－２－１　ライフガーデン４Ｆ 04-7178-3111
おおたかの森ＬＥＶＥＮ歯科 松本　充正 270-0139 流山市おおたかの森南３－８　ＬＥＶＥＮおおたかの森２Ｆ 04-7157-1348

小川歯科医院 小川　博章 270-0157 流山市平和台３－８－１３ 04-7159-1140
福山歯科 福山　富久 270-1164 我孫子市つくし野６－４－１２ 04-7182-9229

前山歯科医院 前山　宏光 270-1175 我孫子市青山台２－３－１６ 04-7184-4560
たかくら歯科 髙倉　克博 272-0021 市川市八幡３－２３－４ 047-329-1188

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 西田　隆行 272-0021 市川市八幡６－２－２ 047-711-0113
杉山デンタルクリニック 倉田　慎吾 272-0021 市川市八幡２－９－１４ 047-333-9721

西方歯科医院 西方　讓 272-0023 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
中野歯科 中野　初代 272-0034 市川市市川２－３１－２ 047-321-0819

エムデンタルクリニック 佐藤　雅之 272-0133 市川市行徳駅前４－６－１６　グランベール１号館１Ｆ 047-711-2101
医療法人社団翠希会　みどりかわ歯科クリニック 翠川　鎭生 272-0138 市川市南行徳２－１５－１２ 047-358-8800

新谷歯科矯正歯科 新谷　明昌 272-0138 市川市南行徳３－４－１１ 047-397-7561
医療法人社団如月会　澤野歯科クリニック 澤野　宗如 272-0143 市川市相之川４－９－６ 047-357-8877

ファミリ－歯科 篠塚　光久 272-0144 市川市新井３－４－６　キョウエイビル３０３ 047-358-8446
医療法人社団聖祥会ビバ・ファミリー歯科・矯正歯科 関本　志貴 272-0831 市川市稲越町２７－３９ 047-373-2731

医療法人社団桑歯会　桑田歯科医院 桑田　やよい 273-0002 船橋市東船橋３－３－１２ 047-425-1007
医療法人社団聖祥会　ビバ歯科・矯正小児歯科 関本　聖美 273-0002 船橋市東船橋１－３７－１０ 047-421-0118

大木歯科医院 大木　守 273-0003 船橋市宮本５－１－１１ 047-422-2980
大沢歯科医院 大澤　有輝 273-0003 船橋市宮本２－１０－４ 047-426-4618

医療法人社団朝日緑志会　あおば歯科医院 崔　剛 273-0005 船橋市本町７－５－２　あおばビル 047-422-8918
ららぽーと歯科 赤井　淳二 273-0012 船橋市浜町２－１－１　ららぽーとTOKYO-BAY北館２Ｆ 047-434-6141
加藤歯科医院 加藤　和子 273-0021 船橋市海神５－３－２２ 047-431-2691
青山歯科医院 青山　芳定 273-0031 船橋市西船６－２－３２ 047-333-7067
佐藤歯科医院 佐藤　謙次郎 273-0031 船橋市西船４－２１－１１ 047-431-6229

医療法人社団廣陽会　パステル歯科医院 権藤　暁曠 273-0031 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 荒木　隆宏 273-0031 船橋市西船４－２１－４ 047-431-6243
つちや歯科医院 土屋　賢 273-0031 船橋市西船４－２３－８　プルニエ６３　２Ｆ 047-432-8812
秋本歯科医院 秋本　廣貴 273-0035 船橋市本中山５－８－１３ 047-333-2188

竹元歯科クリニック 積田　裕子 273-0035 船橋市本中山２－１８－９ 047-335-6715
竹元歯科クリニック 矢﨑　由佳 273-0035 船橋市本中山２－１８－９ 047-335-6715
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鈴木歯科クリニック 鈴木　篤 273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１１　塚田プラザ３０２ 047-438-4182
長谷川歯科医院 長谷川　和貴 274-0063 船橋市習志野台１－１－１　高根木戸駅前店舗２Ｆ 047-466-4237
藤平歯科医院 藤平　崇志 274-0063 船橋市習志野台４－７－１０　かねたやビル２Ｆ 047-461-8181
あおぞら歯科 小野　彰久 274-0065 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
米谷歯科医院 米谷　敬司 274-0067 船橋市大穴南５－２３－１０ 047-466-8586
竹原歯科医院 竹原　弦 274-0071 船橋市習志野５－１－１２　ユタカビル１F 047-476-4478
神保歯科医院 神保　明徳 274-0802 船橋市八木ケ谷１－２５－１２ 047-448-7000

こしば歯科 小柴　麻理子 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－８－１３ 047-444-6666
東鎌ケ谷歯科 柴　寧 273-0104 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３－２３－４６ 047-445-4184

みつもり歯科医院 三森　昭彦 273-0116 鎌ケ谷市馬込沢２－１６　２Ｆ 047-438-8090
鎌ケ谷総合病院　歯科口腔外科 三橋　寛 273-0121 鎌ケ谷市初富９２９－６ 047-498-8111

永峰堂歯科医院 273-0122 鎌ケ谷市東初富４－１７－１８ 047-443-1182
さつま歯科 宮﨑　加容子 273-0135 鎌ケ谷市中佐津間２－１０－４ 047-446-0418

カノンデンタルクリニック 波木　英樹 275-0011 習志野市大久保１－２３－１　雷門ビル２Ｆ 047-403-3304
杉山歯科医院 杉山　大仁 275-0014 習志野市鷺沼５－６－１２ 047-454-2042
杉山歯科医院 杉山　仁 275-0014 習志野市鷺沼５－６－１２ 047-454-2042

医療法人社団徳壮会　新津田沼歯科クリニック 小澤　宏徳 275-0016 習志野市津田沼１－１０－４０　ダイワビル３Ｆ 047-478-8841
わたなべ歯科医院 渡邉　洋次 275-0022 習志野市香澄６－１６－１ 047-451-2654
マモル歯科医院 齋藤　守 275-0026 習志野市谷津７－１２－１ 047-472-8141

医療法人社団日恵会　砂川歯科袖ケ浦医院 砂川　稔 275-0026 習志野市谷津２－３－１ 047-453-6611
アイエムきくち歯科 菊地　正毅 275-0026 習志野市谷津４－４－２４－１０１ 047-454-1182

医療法人社団リアン　アルト歯科奏の杜 山本　孝 275-0026 習志野市谷津１－１７－２４ビルド３４　２Ｆ 047-406-4050
すきがら歯科医院 鋤柄　好伸 276-0020 八千代市勝田台北３丁目６番２２号 047-486-1182
庄司歯科クリニック 庄司　晃 276-0023 八千代市勝田台５－３０－８ 047-487-4487

おおかわ歯科クリニック 大川　勝紀 276-0023 八千代市勝田台１－３７－７ 047-751-6480
森歯科クリニック 森　宏樹 276-0031 八千代市八千代台北１２－１－１３ 047-483-3000

上原歯科口腔外科医院 上原　和美 276-0031 八千代市八千代台北５－１－１３ 047-486-4182
門屋歯科医院 門屋　高靖 276-0032 八千代市八千代台東１－１４　八千代プラザ４Ｆ 047-482-0551

中澤歯科 中澤　正博 276-0033 八千代市八千代台南１－１３－１ 047-486-6161
鷺歯科医院 鷺　二郎 276-0049 八千代市緑が丘２－３１－１ 047-458-2010

兼坂歯科医院 兼坂　英二 277-0017 柏市東柏１－１２－１ 04-7166-6444
いしざき歯科 石崎　隆弘 277-0024 柏市若葉町５－８ 04-7164-8648

柏千代田歯科・小児歯科 井上　直樹 277-0025 柏市千代田２－２－１　第２三光ビル１０２ 04-7197-7162
金剛寺歯科クリニック 金剛寺　高宏 277-0052 柏市増尾台３－８－３４ 04-7175-8811

ナガシマ歯科医院 長島　郁乃 277-0074 柏市今谷上町４３－５２ 04-7174-2265
柏たなか　かねこ歯科クリニック 金子　貞之 277-0803 柏市小青田１－５－４　ライオンズ柏たなか１Ｆ 04-7137-3715

金丸歯科医院 金丸　俊一 277-0863 柏市豊四季１００６－６ 04-7139-3860
神長歯科医院 神長　篤 277-0871 柏市若柴９１－１３　角ビル１Ｆ 04-7128-9791
沼南愛立歯科 小城　幸三 277-0944 柏市南高柳１－１９ 04-7192-2305
よつば歯科 岸田　真太郎 277-0945 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 277-8518 柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉３F 04-7135-0896
かわま歯科 山田　洋輔 270-0235 野田市尾崎８９０ 04-7128-5006

中林歯科医院 中林　隆 278-0017 野田市大殿井１５０－１０１ 04-7123-6822
角脇歯科医院 角脇　進 278-0022 野田市山崎字東大和田１４７２－２５ 04-7124-6106

いずみ歯科医院 戸邉　武一 278-0043 野田市清水４３１ 04-7124-5678
土田歯科医院 土田　隆司 278-0051 野田市七光台４２８－４８ 04-7129-1817

医療法人社団尚歯会　コート・マリーナ歯科 花澤　清文 279-0013 浦安市日の出１－３－３６－２Ｆ 047-305-4182



睡眠時無呼吸症対応歯科医療機関 令和３年５月10日現在

診療所名 氏名 郵便番号 住所 電話番号
医療法人社団iCube　i Cube Dental Clinic新浦安 深川　周 279-0023 浦安市高洲３－２１－１２ 047-720-3192

福嶋歯科医院 福嶋　史郎 279-0031 浦安市舞浜２－１７－１１ 047-354-3541
医療法人社団星陵会　オーラルケア浦安歯科・小児歯科・矯正歯科 平　健人 279-0042 浦安市東野３－４－１　アクロスプラザ浦安東野２Ｆ 047-354-0025

めいわ歯科医院 津守　將充 284-0043 四街道市めいわ１－２３－１４ 043-420-5250
加納歯科診療所 加納　博 285-0039 佐倉市野狐台町７５－２ 043-486-1182

医療法人社団ＥＢＤ　ドルフィンデンタルクリニック 中原　達郎 285-0836 佐倉市生谷１３３７－１ 043-488-2236
医療法人社団春陽会　佐倉歯科医院 出澤　政隆 285-0837 佐倉市王子台３－８－８ 043-461-3535

プラムデンタルオフィス 塚本　亮一 285-0837 佐倉市王子台３－１－８　うめやビル１階 043-460-9880
上志津中央歯科 秤屋　尚生 285-0846 佐倉市上志津１６５６－６　蜂谷ビル 043-461-3557

医療法人社団　梅村歯科医院 梅村　義成 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－１６－６ 043-496-7774
ポプラ歯科医院 日暮　寛之 286-0025 成田市東町２３６ 0476-22-9578
熱田歯科医院 熱田　衛政 288-0063 銚子市清水町１４３０ 0479-22-0006

かもめ歯科クリニック 西川　弘一 288-0821 銚子市小浜町２０１７－８ 0479-23-9211
平野歯科クリニック 平野　光信 289-0313 香取市小見川８４５ 0478-83-1309

さの歯科医院 佐野　健太郎 289-0337 香取市木内８６－１ 0478-82-5066
グリーンデンタルクリニック 菅谷　京子 289-0601 香取郡東庄町笹川イ-４５３９－７４ 0478-86-2020

医療法人社団盛徳会　川野歯科医院 川野　壽彦 289-1101 八街市朝日５３９ 043-443-6565
塩野谷歯科医院 塩野谷　暢利 289-1115 八街市八街ほ２４４ 043-444-4182

医療法人みつや会　新八街総合病院 柴原　知明 289-1115 八街市八街ほ１３７－１ 043-443-7311
真壁歯科医院 真壁　洋平 289-1527 山武市松尾町大堤１６－１ 0479-86-5137

城之内歯科医院 江波戸　正順 289-1732 山武郡横芝光町横芝１５５３－１０ 0479-82-2772
小西歯科医院 小西　雅史 289-2106 匝瑳市飯塚９２０ 0479-74-0014

まつお歯科クリニック 松尾　好 290-0011 市原市能満３１５－７ 0436-42-2332
医療法人社団志領会　石渡歯科医院 石渡　純也 290-0023 市原市惣社１－３－１３ 0436-22-8800

稲葉歯科医院 稲葉　洋 290-0038 市原市五井西４－２５－９ 0436-21-1140
医療法人社団大岡会　光デンタルクリニック 大岡　令 290-0050 市原市更級１－７－１６ 0436-20-4618
医療法人社団創和会　片倉歯科市原診療所 片倉　利和 290-0062 市原市八幡１２４５－６ 0436-41-1184

初芝歯科医院 初芝　成之 290-0062 市原市八幡５７９－２ 0436-42-2525
常泉歯科医院 常泉　正明 290-0081 市原市五井中央西１丁目３６番地１ 0436-24-0104
佐藤歯科医院 佐藤　由信 290-0081 市原市五井中央西２－１４－３　プロント１－Ｄ 0436-25-6818
長野歯科医院 長野　高志 290-0142 市原市ちはら台南５－５－４ 0436-52-4180

よこた歯科・矯正歯科クリニック 横田　哲史 290-0142 市原市ちはら台南３－２１ 0436-37-3037
ユタカ歯科 豊田　博志 290-0255 市原市光風台１－５ 0436-36-4618

小泉歯科医院 小泉　真子 299-0110 市原市姉崎東三丁目１番地３　小泉ビル２階 0436-62-8241
小泉歯科医院 小泉　一明 299-0110 市原市姉崎東三丁目１番地３　小泉ビル２階 0436-62-8241
よしき歯科医院 洪　良基 299-0125 市原市有秋台西１－６－１０ 0436-60-6480

グリーン歯科医院 池田　貴裕 292-0055 木更津市朝日３－１０－１９　イオン木更津店２階 0438-20-2334
勝呂歯科医院 勝呂　泰樹 292-0057 木更津市東中央２－９－３ 0438-22-3561

あきよし歯科医院 玉利　彰良 292-0807 木更津市請西南２－２４－１ 0438-38-3388
八幡台歯科医院 平山　政彦 292-0814 木更津市八幡台３－１－３２ 0438-36-4618
ふしい歯科医院 伏居　教男 292-0823 木更津市桜井新町５－２－１４ 0438-36-3040

木更津きらら歯科 中谷　一空 292-0835 木更津市築地１－４　イオンモール２階 0438-37-6487
医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 熊切　篤 293-0001 富津市大堀１８３０ 0439-87-6480

医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 間瀬　慎一郎 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 丸山　慶一郎 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211
医療法人社団幸陽会　間瀬デンタルクリニック 古市　奈津美 293-0001 富津市大堀２－１６－１０ 0439-87-8211

ひかる歯科 飯塚　晃 293-0012 富津市青木二丁目２０－２１　フラットフィールドＤ号 0439-88-1185
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診療所名 氏名 郵便番号 住所 電話番号
医療法人社団　林歯科矯正歯科医院 林　宏己 294-0036 館山市館山１０５２ 0470-22-0187

歯科北条診療所 石井　治 294-0045 館山市北条２２２６ 0470-22-0888
石川歯科医院 石川　直人 297-0015 茂原市東部台３－３－７ 0475-27-3232

医療法人社団慶生会　小倉歯科医院 小倉　英美 297-0026 茂原市茂原４１７－１ 0475-25-0375
関歯科医院 関　幸夫 297-0029 茂原市高師４１３－３８ 0475-23-8781

ながら歯科医院 阿多　章二 297-0214 長生郡長柄町長富４１－６ 0475-35-4878
医療法人社団創正会　睦沢歯科医院 谷中　正幸 299-4414 長生郡睦沢町下之郷２０１３－１ 0475-44-2193

佐久間歯科医院 佐久間　宣行 299-1144 君津市東坂田１－５－２３ 0439-55-6655
おおの歯科医院 大野　清美 299-1162 君津市南子安４－８－６ 0439-54-8211
出口歯科医院 出口　晃 299-2402 南房総市富浦町豊岡８３６ 0470-33-2152

みどりが丘歯科医院 山本　雄輔 299-3255 大網白里市みどりが丘１－１０－７ 0475-86-7701
岩瀬歯科医院 岩瀬　由幸 299-5103 夷隅郡御宿町新町１０７－１ 0470-68-2104


