
協力歯科医療機関一覧表
市町村名 医療機関名 所在地 郵便番号 電話番号

木更津市 医療法人社団朱由佑会　こうの・デンタルクリニック 木更津市高柳１－５－２７ 292-0014 0438-41-3363

木更津市 石村歯科医院 木更津市高柳３－２－９ 292-0014 0438-41-7800

木更津市 医療法人社団芳明会　なるかわ歯科医院 木更津市本郷１－２７７０三浦ビル２F　A・B号 292-0015 0438-40-1118

木更津市 医療法人社団香樹会 今井矯正歯科クリニック 木更津市ほたる野１－２０－４ 292-0038 0438-30-4618

木更津市 医療法人社団史祥会　房総メディカルクリニック 木更津市ほたる野３－２４－１９ 292-0038 0438-72-9917

木更津市 清見台いしい歯科 木更津市清見台東３－１－７ 292-0041 0438-97-7090

木更津市 松清歯科医院 木更津市清見台南１－９－７ 292-0042 0438-98-1818

木更津市 太田歯科診療所 木更津市太田２－１４－１０ 292-0044 0438-25-7066

木更津市 市川歯科医院 木更津市太田３－３－７ 292-0044 0438-23-6591

木更津市 礒貝歯科医院 木更津市清見台１－２３－１３ 292-0045 0438-25-0285

木更津市 清見台歯科医院 木更津市清見台２－４－１９ 292-0045 0438-22-0751

木更津市 萬年橋歯科医院 木更津市清川１－４－１７ 292-0051 0438-98-1711

木更津市 天野歯科医院 木更津市清川１－２１－１７ 292-0051 0438-98-5721

木更津市 瀬戸歯科医院 木更津市朝日２－１－３０ 292-0055 0438-25-8841

木更津市 玄々堂歯科医院 木更津市朝日２－７－２３アンソスビル２Ｆ 292-0055 0438-20-8117

木更津市 山口歯科医院 木更津市木更津２－９－１３ 292-0056 0438-23-8848

木更津市 大和歯科医院 木更津市東中央２－３－２０ 292-0057 0438-22-4181

木更津市 勝呂歯科医院 木更津市東中央２－９－３ 292-0057 0438-22-3561

木更津市 すえよしデンタルクリニック 木更津市岩根２－３－１ 292-0061 0438-42-1242

木更津市 細井歯科医院 木更津市岩根３－７－２２ 292-0061 0438-41-8300

木更津市 医療法人社団史祥会　房総メディカル第２クリニック 木更津市吾妻２４３－１ 292-0065 0438-38-6771

木更津市 安達歯科医院 木更津市中央１－４－２１ 292-0067 0438-22-2568

木更津市 高橋歯科医院 木更津市中央１－７－２２ 292-0067 0438-22-2473

木更津市 医療法人社団青空会　渡辺歯科医院 木更津市中央２－３－１３ 292-0067 0438-23-5858

木更津市 医療法人社団髙盛会　髙野歯科医院 木更津市真里谷７９－７ 292-0201 0438-53-5544

木更津市 磯貝歯科医院 木更津市真里９８７ 292-0212 0438-53-2052

木更津市 大塚歯科医院 木更津市請西１５４７－１ 292-0801 0438-37-0588

木更津市 真舟中央歯科医院 木更津市真舟５－８－５ 292-0802 0438-37-1184

木更津市 けんもつ歯科医院 木更津市文京２－２－５ 292-0804 0438-25-3010

木更津市 杉山歯科医院 木更津市文京６－１－１０ 292-0804 0438-25-6480

木更津市 さくら歯科クリニック 木更津市請西東２－２－１ 292-0806 0438-37-8648

木更津市 ふるや歯科医院 木更津市請西東６－１０－６ 292-0806 0438-36-4970

木更津市 医療法人社団玉歯会　あきよし歯科医院 木更津市請西南２－２４－１ 292-0807 0438-38-3388

木更津市 医療法人社団裕博会　やましたデンタルクリニック 木更津市請西南３－２－１ 292-0807 0438-36-6455

木更津市 八幡台歯科医院 木更津市八幡台３－１－３２ 292-0814 0438-36-4618

木更津市 羽鳥野歯科クリニック 木更津市羽鳥野７－１８－５ 292-0819 0438-38-0821

木更津市 つるおか歯科医院 木更津市桜井５７１ 292-0822 0438-37-5500

木更津市 ふしい歯科医院 木更津市桜井新町５－２－１４ 292-0823 0438-36-3040

木更津市 医療法人社団楽仁会　鍛治口歯科医院 木更津市畑沢２－３７－５ 292-0825 0438-36-5411

木更津市 須藤歯科医院 木更津市畑沢南４－１３－１５ 292-0826 0438-36-0089

木更津市 医療法人社団高雅会　畑沢南歯科クリニック 木更津市畑沢南６－１－３ 292-0826 0438-30-7007

木更津市 小竹歯科医院 木更津市新田３－２－５ 292-0832 0438-25-4591

木更津市 木更津きらら歯科 木更津市築地１－４イオンモール２階 292-0835 0438-37-6487

君津市 大隅歯科医院 君津市久留里市場８４９ 292-0421 0439-50-5111

君津市 おきつ歯科医院 君津市久留里市場９１５－７ 292-0421 0439-27-3918

※令和４年４月１日時点



協力歯科医療機関一覧表
市町村名 医療機関名 所在地 郵便番号 電話番号

※令和４年４月１日時点

君津市 俵田わたなべ歯科 君津市俵田７２２－５ 292-0455 0439-35-3337

君津市 大御歯科医院 君津市大井戸３１５ 292-1146 0439-32-2164

君津市 医療法人社団　鎌田歯科医院 君津市鎌滝２９７ 292-1158 0439-37-3100

君津市 鈴木歯科クリニック 君津市中島２７０－３ 299-1106 0439-27-1182

君津市 山中歯科クリニック 君津市中島６６８－３ 299-1106 0439-32-3633

君津市 神歯科クリニック 君津市常代５－３－８ 299-1121 0439-54-8141

君津市 佐久間歯科医院 君津市東坂田１－５－２３ 299-1144 0439-55-6655

君津市 かわさき歯科 君津市東坂田２－６－１４マルキビル１Ｆ 299-1144 0439-52-1864

君津市 けいひろ歯科クリニック 君津市東坂田２－６－１６サンプラザ１Ｆ 299-1144 0439-52-4182

君津市 内山歯科医院 君津市人見２－１９－７ 299-1147 0439-52-8912

君津市 中野歯科クリニック 君津市中野２－１０－１０ 299-1151 0439-55-1845

君津市 原歯科医院 君津市中野４－１－４ 299-1151 0439-55-8148

君津市 あきら歯科クリニック 君津市久保２－２－３ 299-1152 0439-55-8841

君津市 やまだ歯科 君津市久保３－７－１５ 299-1152 0439-55-6480

君津市 松葉歯科医院 君津市南久保１－１－１ 299-1154 0439-54-8241

君津市 おおの歯科医院 君津市南子安４－８－６ 299-1162 0439-54-8211

君津市 林歯科クリニック 君津市南子安６－２２－１ 299-1162 0439-50-1818

君津市 杢師歯科医院 君津市杢師３－２０－２０ 299-1163 0439-55-8888

君津市 加藤歯科医院 君津市八重原１７２－１５１ 299-1171 0439-72-6480

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

富津市 しいづ歯科医院 富津市大堀四丁目５番地１５ 293-0001 0439-87-7711

富津市 医療法人社団慶山会　熊切歯科医院 富津市大堀１８３０ 293-0001 0439-87-6480

富津市 水町歯科医院 富津市上飯野１６９１ 293-0005 0439-87-3366

富津市 ひかる歯科 富津市青木二丁目２０－２１フラットフィールドＤ号 293-0012 0439-88-1185

富津市 医療法人社団一桃会　やながわ歯科医院 富津市千種新田１６－２２ 293-0036 0439-80-5577

富津市 いわせ歯科 富津市岩瀬１００９－９ 293-0043 0439-65-0111

富津市 三枝歯科クリニック 富津市佐貫１６５－１ 293-0058 0439-66-2033

富津市 よしみ歯科クリニック 富津市更和１１－１ 299-1603 0439-29-7040

富津市 医療法人社団天歯会　天羽歯科医院 富津市湊４９２－１ 299-1607 0439-67-3660

富津市 今村歯科医院 富津市売津１５３－１ 299-1617 0439-67-8070

袖ケ浦市 高浦歯科医院 袖ケ浦市横田１１７７ 299-0236 0438-75-2566

袖ケ浦市 加藤歯科医院 袖ケ浦市蔵波台１－２１－６ 299-0245 0438-62-8934

袖ケ浦市 麦野歯科医院 袖ケ浦市蔵波台６－１－６ 299-0245 0438-64-0118

袖ケ浦市 医療法人社団ＭＭＴ　長浦マリン歯科 袖ケ浦市長浦駅前６－１８－５ 299-0246 0438-60-8070

袖ケ浦市 医療法人社団羽立会　のぞみ野歯科医院 袖ケ浦市のぞみ野６９－２ 299-0251 0438-63-4618

袖ケ浦市 医療法人社団夢仁会　中村歯科医院 袖ケ浦市神納１－７－５ 299-0257 0438-62-4849

袖ケ浦市 近藤歯科クリニック 袖ケ浦市福王台１－１４－１ 299-0261 0438-62-6639

袖ケ浦市 袖ケ浦歯科医院 袖ケ浦市福王台２－１－１いそのビル２F 299-0261 0438-63-6544

袖ケ浦市 医療法人社団アイ・ティ－ 袖ケ浦市福王台２－１３－５ 299-0261 0438-63-7458

袖ケ浦市 やまぐち歯科 袖ケ浦市福王台４－２１－８ 299-0261 0438-62-9633

袖ケ浦市 和田歯科医院 袖ケ浦市奈良輪２－１１－６ 299-0263 0438-62-2150

※近隣４市以外の県内市町村については保険年金課までお問い合わせください。


