
歯科医院名 歯科医師名 市 住所 診療科

1 あいはら歯科医院

粟飯原　靖司
佐野　由美子
納田　晃子
岩井　清

八千代市 八千代台東3-12-1

歯科・小児歯科・歯科口腔外科
歯科・小児歯科・歯科口腔外科
歯科・小児歯科・歯科口腔外科
歯科・矯正歯科

2 あおぞら歯科 小野房　純一 八千代市 高津1087-2 歯科・小児歯科

3 あき歯科クリニック 和野　尚子 八千代市 高津694-1-102 歯科・小児歯科

4 医療法人社団アキラ歯科 横山　朗 八千代市 大和田290-10-11 歯科

5 アクアデンタルクリニック
石和田　敏貴
中島　祐介
比嘉　一美

八千代市 緑が丘3-2-5 歯科

6 アップル歯科医院 佐藤　孝 八千代市 八千代台西3-1-12 歯科・小児歯科

7 伊藤歯科クリニック 伊藤　雅裕 八千代市 八千代台北14-6-8 歯科

8 伊澤歯科医院 伊澤　三樹 八千代市 勝田台3-26-1 歯科

9 いなやま歯科 稲山　雅治 八千代市 村上南2-6-27 歯科口腔外科

10 いまい歯科 今井　雅一 八千代市 村上1741-4 歯科

11 尚歯会ＥＳ歯科医院 梨本　正憲 八千代市 勝田台2-6 歯科・歯科口腔外科・矯正歯科・小児歯科

12 上原歯科口腔外科医院 上原　和美 八千代市 八千代台北5-1-13 歯科口腔外科・歯科・小児歯科

13 えいこう歯科クリニック 髙木　隆昌 八千代市 八千代台東1-6-11 歯科

14 江海歯科医院 竹下　江海子 八千代市 八千代台北12-4-6 歯科

15 大内歯科医院 大内　裕貴 八千代市 八千代台北1-4-3 歯科

16 おおかわ歯科クリニック
大川　勝紀
吉原　純平

八千代市 勝田台1-37-7 歯科

17 大澤デンタルクリニック 大澤　秀文 八千代市 大和田844 歯科

18 尾崎歯科医院 尾崎　正司 八千代市
勝田台1-3-21
ﾋﾟﾉｷｵ勝田台ﾋﾞﾙ1F

歯科

19 勝田台歯科医院
佐々木　脩浩
佐々木　紀子

八千代市 勝田台1-3-7 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科

20 門屋歯科医院 門屋　高靖 八千代市 八千代台東1-14八千代プラザ4Ｆ歯科

21 黒田歯科医院 黒田　光煌 八千代市 勝田台2-4-2 歯科

22 こうの歯科医院 河野　真吾 八千代市
緑が丘1-4-1
カムザスクエアエスタシオン2Ｆ

歯科・小児歯科

23 小松歯科医院 小松　修 八千代市 大和田920-2 歯科

24 さいかわ　歯科 才川　浩樹 八千代市 大和田298-1　桝屋ﾋﾞﾙ２F 歯科・小児歯科・矯正歯科

25 斎藤矯正歯科 齋藤　健志 八千代市 勝田台1-28-1　樫山ビル2Ｆ 矯正歯科

26 鷺歯科医院 鷺　二郎 八千代市 緑が丘2-31-1 歯科

27 さくら歯科医院 横田　隆 八千代市
八千代台西9-17-2
　　　クレセントパレス101

歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科

28 佐藤歯科医院 佐藤　英世 八千代市
八千代台南1-6-3
　　　八千代台メガネセンター2Ｆ

歯科・歯科口腔外科

29 嶋田歯科 嶋田　昌弥 八千代市 八千代台西2-5-13 歯科

30 柴﨑歯科医院 柴﨑　聡 八千代市 ゆりのき台3-3-1-2Ｆ 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科
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歯科医院名 歯科医師名 市 住所 診療科

31 庄司歯科クリニック
庄司　晃
庄司　悦子

八千代市 勝田台5-30-8 歯科・歯科口腔外科・小児歯科

32 城橋歯科医院 椎名　信光 八千代市 米本28 歯科

33 信愛歯科医院 高本　敏政 八千代市 八千代台南2-11-3 歯科

34 陣内歯科医院 陣内　純 八千代市 勝田台7-30-18 歯科・小児歯科

35 すきがら歯科医院 鋤柄　好伸 八千代市 勝田台北3-6-22 歯科・小児歯科

36
医療法人社団清泉会
杉山歯科医院

杉山　精一 八千代市 村上1113-1村上団地1-53 歯科・小児歯科・矯正歯科

37 鈴木歯科医院 鈴木　紘一 八千代市 八千代台東1-39-10 歯科

38 髙田歯科医院 髙田　邦彦 八千代市 八千代台東2-2-1 歯科

39 高津歯科医院 米村　薫 八千代市 高津東2-6-15 歯科・小児歯科

40
医療法人社団鶴亀会
　　　　高橋歯科

高橋　淳一 八千代市 村上2091-10　黒澤池ビル1Ｆ 歯科

41
医療法人社団
たかみね歯科医院

高峰　弘二 八千代市 高津850-152 歯科

42 高峰歯科医院 高峰　正一 八千代市 ゆりのき台1-37-1 歯科

43 タハラデンタルクリニック 田原　靖章 八千代市
ゆりのき台4-1-4
アルバヤチヨ1Ｆ-4号

歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

44 寺嶋歯科医院 寺嶋　隆次 八千代市 大和田新田15高津団地1-15-103歯科

45 豊田歯科医院 豊田　正武 八千代市 島田台872-2 歯科

46 中澤歯科 中澤　正博 八千代市 八千代台南1-13-1 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

47 ナカノ歯科医院 中野　育人 八千代市 ゆりのき台4-1-6　長岡ビル2F 歯科

48
医療法人社団雄輝会
新木戸歯科クリニック

椛田　雄一 八千代市 大和田新田3　澤田ビル1F 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

49 布川歯科医院 布川　澄 八千代市
八千代台東1-13-1
佐藤八千代台ビル3F

歯科

50 のりと歯科医院 小林　巨人 八千代市 村上南1-19-10 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

51 橋本歯科医院 橋本　俊春 八千代市 勝田台7-25-3 歯科

52 ハミング歯科医院
福林　勇一郎
福林　千恵子

八千代市 大和田新田354-203
歯科・小児歯科
歯科・小児歯科

53 はんだ歯科 半田　潤 八千代市
大和田新田510-2　プログレス花
通1F

歯科・小児歯科・矯正歯科・審美歯科

54 平嶋歯科医院 平嶋　輝雄 八千代市 大和田新田63-5 歯科

55 ひるま歯科医院
蛭間　崇善
蛭間　有紀子

八千代市 上高野306
歯科
歯科

56
医療法人社団真清会
藤本歯科医院

藤本　真存 八千代市 緑が丘4-8-2 歯科

57 フレッシュタウン歯科クリニック佐藤　輝重 八千代市 萱田町540-42 歯科

58 ほりうち歯科 堀内　一 八千代市 緑が丘2-2-9　第2秋葉ビル2Ｆ 歯科

59
医療法人社団志間会
　　マイ歯科医院

大木　志朗 八千代市 大和田新田758-1 歯科

60 まきの歯列矯正クリニック
牧野　佳代
牧野　正志

八千代市
緑が丘1-2-19
東洋リビング緑が丘ＳＫＭ201

矯正歯科

61 松木歯科医院 齋藤　まゆみ 八千代市 萱田町1036-12 歯科・小児歯科

62 水谷歯科診療所 水谷　祐二 八千代市 ゆりのき台5-21-1 歯科・小児歯科

63
医療法人社団志翠会
みどりかわ歯科

翠川　嘉男 八千代市
村上南1-21-5
　　　キャッスルテナント207

歯科

64 緑が丘駅歯科医院 内田　久雄 八千代市 緑が丘1-1104-3 歯科・小児歯科
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歯科医院名 歯科医師名 市 住所 診療科

65 みどりデンタルクリニック
石躍　聡子
塚脇　寛之

八千代市 八千代台北1-9-1
歯科
矯正歯科

66 南高津歯科医院 坂下　顕照 八千代市 高津390-274 歯科

67 むらかみだい歯科医院 池田　豊 八千代市
八千代市村上1902-44
　　　　　　　ｽｶｲﾊｲﾂ１F

歯科

68
医療法人社団ワヒネ会
　　　　モアナ歯科

甲田　真理 八千代市
緑が丘3-1-6リーセントヒルズ
パークフロントB棟104

歯科・小児歯科

69 森歯科クリニック 森　宏樹 八千代市 八千代台北12-1-13 歯科

70 八千代歯科クリニック 古屋　浩 八千代市 八千代台北5-3-17 歯科・小児歯科

71 八千代台歯科医院 溝口　万里子 八千代市 八千代台西3-4-6 歯科

72 ユーア歯科医院 浅野　祐一 八千代市 八千代市ゆりのき台8-1-1 歯科・小児歯科

73 ゆりのき台歯科クリニック 平出　功 八千代市 ゆりのき台4-20-5 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科

74 米田歯科医院 米田　孝信 八千代市 勝田台1-32-4河野ビル201 歯科

75
医療法人社団竹友会
わかば歯科

大八木　章好 八千代市 大和田新田308-1 歯科

76 わたなべ歯科クリニック 渡邊　幸哉 八千代市
ゆりのき台1-11-5
　　　　ソフィアグレース1Ｆ

歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

77 渡辺歯科医院 渡邉　敏弘 八千代市 八千代台東1-6-8 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

78 いわい歯科 岩井　淸 船橋市 宮本8-42-4　河之辺ビル2F 歯科

79 勝田台フルヤ歯科
古谷　彰伸
横山　麻由子

佐倉市 井野1554-3
歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科
歯科

80 みずきが丘歯科医院 天野　祐治 佐倉市 染井野3-40-10 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科
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