歯科医院名

ふりがな

住所

電話番号

アーツ歯科

あーつしか

南小岩6丁目30番9号

03-3671－4618

アエラ小児歯科・歯科医院

あえらしょうにしかしかいいん

松江7丁目11番14号

03-5879－4070

暁歯科医院

あかつきしかいいん

西小岩3丁目34番13号

03-3673－0418

あきしげ歯科医院

あきしげしかいいん

船堀4丁目7番18号

03-3804－0418

あきやま歯科医院

あきやましかいいん

東葛西4丁目1番4号

03-3869－3306

アクアリオ小児歯科医院

あくありおしょうにしかいいん

船堀4丁目5番16号アーバンコート船堀106

03-6663－6028

朝比奈歯科クリニック

あさひなしかくりにっく

一之江3丁目2番35号

03-5607－8211

芦澤歯科診療所

あしざわしかいいん

中葛西3丁目33番11号

03-3688－0687

あすか歯科医院

あすかしかいいん

瑞江2丁目7番15号 グレースフィル瑞江2Ｆ

03-5664－1411

あすなろデンタルクリニック あすなろでんたるくりにっく

中央1丁目2番3号 MORIビル1F

03-5879－2738

あまさき歯科

あまさきしか

西瑞江3丁目7番11号

03-5666－5188

新井歯科

あらいしか

東小岩1丁目4番4号

03-5668－8140

新井歯科医院

あらいしかいいん

平井1丁目10番16号

03-3681－4632

有坂歯科医院

ありさかしかいいん

東葛西1丁目44番12号

03-3687－7053

アリスデンタルクリニック

ありすでんたるくりにっく

西一之江3丁目36番8号 ドミールアリス1Ｆ

03-3653－8490

安藤歯科医院

あんどうしかいいん

一之江8丁目14番1号 一之江駅ビル2階

03-3654－8818

飯田歯科医院

いいだしかいいん

春江町5丁目31番9号

03-5605－5633

五十嵐デンタルクリニック

いがらしでんたるくりにっく

春江町2丁目36番13号

03-3676－7950

石川歯科

いしかわしか

一之江7丁目35番22号 一富ビルディング3階

03-3651－8888

石川デンタルクリニック

いしかわでんたるくりにっく

西小岩5丁目19番2号

03-3657－6480

石坂歯科

いしざかしかいいん

下篠崎町15番4号

03-3678－6480

いちかわ歯科医院

いちかわしかいいん

平井4丁目13番1号

03-3682－1007

一之江歯科

いちのえしか

一之江7丁目32番9号

03-3652－7707

伊東歯科クリニック

いとうしかくりにっく

瑞江2丁目3番2号 フロンティアビル3Ｆ

03-3670－5433

伊能歯科医院

いのうしかいいん

平井3丁目24番7号

03-3681－9524

今井矯正歯科

いまいきょうせいしか

船堀3丁目7番号 今井ビル

03-3878-3100

今井歯科医院

いまいしかいいん

中央2丁目18番19号 信和マンション2Ｆ

03-3655－4184

上木歯科医院

うえきしかいいん

一之江5丁目5番11号

03-3654－1810

上田歯科医院

うえだしかいいん

南葛西5丁目9番10号

03-5658－6448

宇田川歯科医院

うだがわしかいいん

南小岩7丁目6番1号

03-3650－1181

内田歯科医院

うちだしかいいん

上一色2丁目6番22号

03-3652－5762

駅前歯科クリニック〈西葛
西〉

えきまえしかくりにっくにしかさい

西葛西6丁目15番2号ほとだびる3,4Ｆ

03-3675－8418

おいかわ歯科クリニック

おいかわしかくりにっく

南篠崎町3丁目25番7号 MOビル1階

03-5666－7666

大塚歯科クリニック

おおつかしかくりにっく

中央4丁目1番15号 ブルージュタワー1階

03-3656－2611

大津歯科医院

おおつしかいいん

鹿骨3丁目17番1号 キャッスル梨本101

03-3678－6482

大津歯科医院

おおつしかいいん

北小岩6丁目15番18号 グリーンコーポ京成小岩
03-3672－9473
103号

小笠原歯科クリニック

おがさわらしかくりにっく

江戸川6丁目31番28号 大和コーポ1階

03-3688－1345

岡村歯科医院

おかむらしかいいん

船堀3丁目15番7号

03-3686－7988

岡本歯科医院

おかもとしかいいん

北小岩2丁目8番16号

03-3671－6474

岡本歯科クリニック

おかもとしかくりにっく

中葛西5丁目34番7号 昭産ビル3Ｆ

03-3869－8211

おさない歯科

おさないしかいいん

江戸川1丁目46番2号

03-3677－8288

小沢歯科クリニック

おざわしかくりにっく

南篠崎町2丁目37番12号 アルカディア1階

03-3698－1182

落合歯科医院

おちあいしかいいん

西小岩5丁目1番2号

03-3673－0118

小野寺歯科医院

おのでらしかいいん

南小岩7丁目3番1号

03-3671－0867

おんだ歯科医院

おんだしかいいん

篠崎町2丁目6番1 クサナギビル2F

03-3676－8099

柿崎歯科医院

かきざきしかいいん

船堀4丁目3番7号 リヴェールビル2階

03-3675－8200

葛西歯科

かさいしか

中葛西4丁目8番15号

03-3688－6339

葛西南歯科医院

かさいみなみしかいいん

南葛西4丁目11番10号 ヨシタケビル101号室

03-3869－1182

笠原デンタルオフィス

かさはらでんたるおふぃす

南小岩7丁目30番12号 東名観光ビル2F

03-6458－0640

柏原歯科クリニック

かしわばらしかくりにっく

上篠崎3丁目1番11号

03-3677－1321

片上歯科医院

かたがみしかいいん

西小岩3丁目12番18号

03-3658－0071

加藤歯科医院

かとうしか

中葛西6丁目20番24号

03-3689－1296

かとう歯科医院

かとうしかいいん

東松本1丁目1番3号

03-3671－1222

金栗歯科クリニック

かなくりしかくりにっく

南小岩4丁目4番20号

03-3659－0893

金沢歯科

かなざわしか

西葛西6丁目24番8号 尚伸ビル1F

03-3675－8181

金丸歯科クリニック

かなまるしかくりにっく

松江2丁目28番2号

03-3654－8148

かなまる歯科クリニック

かなまるしかくりにっく

西葛西6丁目9番12号 第3吉野ビル2階

03-5667－4184

かねこ歯科医院

かねこしかいいん

南篠崎町4丁目1番13号

03-3677－0418

川口歯科医院

かわぐちしかいいん

平井4丁目16番6号 川口ビル1階

03-3638－9768

川野歯科医院

かわのしかいいん

松島1丁目21番1号

03-3651－8148

菊池歯科

きくちしか

東小岩1丁目8番1号

菊地歯科矯正歯科

きくちしかきょうせいしか

中央1丁目14番21号

03-3655－4618

キタカタ歯科医院

きたかたしかいいん

南篠崎町3丁目3番1号 スイートヒルズ瑞江1Ｆ

03-3698－4181

北小岩歯科クリニック

きたこいわしかくりにっく

北小岩3丁目9番10号

03-3672－8671

くまがい歯科

くまがいしか

西葛西5丁目8番27号 西葛西ビル２F

03-3878－6479

熊川歯科医院

くまかわしかいいん

鹿骨1丁目27番12号

03-3677－8688

倉田歯科医院

くらたしかいいん

平井4丁目11番10号

03-3681－4003

黒木歯科医院

くろきしかいいん

南小岩5丁目16番20号

03-3671－2856

甲田歯科医院

こうだしかいいん

中葛西2丁目2番19号

03-3680－2019

古賀歯科医院

こがしかいいん

平井2丁目20番7号

03-3681－5726

小串歯科医院

こぐししかいいん

篠崎町4丁目3番12号

03-3698－6481

児玉歯科医院

こだましかいいん

下篠崎町17番5号

03-3678－4384

小林歯科

こばやししか

中葛西6丁目2番1号

03-3687－4181

小林歯科医院

こばやししかいいん

船堀1丁目6番18号

03-3689－4182

小林歯科クリニック

こばやししかくりにっく

東瑞江1丁目35番6号

03-3678－1184

こばやし歯科クリニック

こばやししかくりにっく

中央4丁目11番8号 4階

03-3651－7567

こまざわ歯科医院

こまざわしかいいん

東葛西6丁目25番3号 フローラル東葛西101 １Ｆ 03-3675－8211

小峰歯科医院

こみねしかいいん

瑞江1丁目4番6号 秋山ビル2Ｆ

03-3678－8888

こみや矯正歯科

こみやきょうせいしか

南小岩7丁目27番2号 地場ビル2階

03-5694－0048

子安歯科医院

こやすしかいいん

西小岩1丁目2番20号

03-5694－4629

こやま歯科医院

こやましかいいん

北小岩6丁目42番1号

03-3657－8511

斎藤歯科医院

さいとうしかいいん

平井3丁目21番18号

03-3681－4481

斉藤歯科医院

さいとうしかいいん

北小岩6丁目11番2号 エールプラザ京成小岩2Ｆ 03-3657－6396

さかうえ歯科医院

さかうえしかいいん

北葛西1丁目21番14号

03-3804－1555

坂梨歯科クリニック

さかなししかくりにっく

瑞江2丁目2番3号 第2ストークビル4F

03-3670－4821

さくやま歯科医院

さくやましかいいん

一之江5丁目2番13号 グレーヌメゾン101

03-3656－3775

レジデンスかしわぎ103

03-5668－2277

ささき歯科

ささきしか

松本1丁目11番3号

03-5678－6480

佐藤歯科医院

さとうしかいいん

小松川4丁目60 藤コーポ1階

03-3681－1600

鮫島歯科医院

さめじましかいいん

平井4丁目3番7号

03-3681－1790

鹿野歯科医院

しかのしかいいん

北小岩2丁目13番6号

03-3657－6188

しかの歯科医院

しかのしかいいん

春江町3丁目14番15号

03-5636－1818

篠崎歯科医院

しのざきしかいいん

南小岩7丁目9番7号

03-3657－4362

しまむら歯科医院

しまむらしかいいん

南小岩7丁目1番1号

03-5668－6480

清水歯科医院

しみずしかいいん

平井5丁目15番9号

03-3619－9084

正田歯科医院

しょうだしかいいん

本一色1丁目18番10号

03-3653－5762

しらみず歯科

しらみずしか

東葛西5丁目43番3号

03-3804－2686

仁愛歯科医院

じんあいしかいいん

小松川3丁目7番6号101

03-3683－7418

すうじい歯科医院

すうじいしかいいん

北小岩6丁目34番12号

03-3657－2280

すえよし歯科クリニック

すえよししかくりにっく

一之江町2990番2

03-5674－7648

須賀歯科クリニック

すがしかくりにっく

東瑞江3丁目10番5号 1F

03-3676－1088

鈴木歯科医院

すずきしかいいん

船堀2丁目17番5号 1F

03-3878－0841

鈴木歯科医院

すずきしかいいん

西葛西6丁目23番13号 SAKURA.BLD1F

03-3675－2210

鈴木歯科医院

すずきしかいいん

小松川3丁目89

03-3681－4736

清新南歯科

せいしんみなみしか

清新町1丁目1番6号102

03-3689－6699

関根歯科医院

せきねしかいいん

西小岩1丁目26番5号

03-3671－3623

そら歯科医院

そらしかいいん

瑞江1丁目25番1号

03-5636－0963

高木歯科医院

たかぎしかいいん

南小岩4丁目9番7号

03-3658－1188

宝田歯科医院

たからだしかいいん

北小岩2丁目12番8号

03-3659－0648

滝田歯科医院

たきたしかいいん

西一之江4丁目9番35号

03-3654－1050

竹内歯科診療所

たけうちしかしんりょうじょ

東葛西2丁目9番10号

03-6808－3313

立田歯科

たつたしか

松江2丁目20番6号 タツタビル1Ｆ・2Ｆ

03-3674－6480

田所歯科医院

たどころしかいいん

瑞江2丁目1番23番

03-3677－2881

田所歯科医院

たどころしかいいん

東瑞江2丁目42番4号

03-3679－3428

田中歯科医院

たなかしかいいん

東小岩5丁目10番14号

03-3657－5529

たなか歯科医院

たなかしかいいん

中葛西2丁目1番31号

03-3686－6607

タナカ歯科医院

たなかしかいいん

西葛西5丁目6番21号 関口ビル201,202

03-3686－5665

田中歯科医院

たなかしかいいん

南葛西3丁目24番19号 第二佐米ビル

03-5658－1818

田中歯科医院

たなかしかいいん

松江2丁目31番16号

03-3656－0648

田中歯科医院

たなかしかいいん

平井1丁目8番16号

03-3685－8041

田中歯科医院

たなかしかいいん

北小岩4丁目8番6号

03-3658－1635

田中歯科医院

たなかしかいいん

南小岩2丁目20番11号

03-3673－3361

田中歯科クリニック

たなかしかくりにっく

船堀5丁目2番23号

03-3687－8148

たなべ歯科クリニック

たなべしかくりにっく

平井4丁目14番4号

03-5609－4187

田部歯科医院

たべしかいいん

北葛西1丁目10番3号

03-3687－0118

玉城歯科医院

たまきしかいいん

東小岩6丁目17番17号

03-3672－1001

田村歯科医院

たむらしかいいん

南小岩8丁目25番14号

03-3657－0648

田村歯科医院

たむらしかいいん

江戸川3丁目39番26号

03-3678－7118

ちあき歯科

ちあきしか

南葛西6丁目12番7号 キャピタルコート8-102

03-3869－1577

チバ歯科

ちばしか

南小岩8丁目11番8号

03-3657－0568

つくし歯科

つくししか

松江5丁目20番15号 ベルメゾンＢ1号室

03-3680－0084

土谷歯科医院

つちやしかいいん

南小岩7丁目19番22号

03-3672－1651

といし歯科医院

といししかいいん

江戸川2丁目38番5号

03-5243－9118

ときわ歯科医院

ときわしかいいん

鹿骨1丁目39番4番

03-5666－8740

ドルフィンファミリー歯科

どるふぃんふぁみりーしか

南葛西4丁目1番23号 フェア・ウインド南葛西1Ｆ 03-5675－1848

なお歯科医院

なおしかいいん

瑞江4丁目22番2号

03-3677－0120

永井歯科

ながいしかいいん

南小岩6丁目25番23号

03-3659－5675

中葛西歯科・矯正歯科

なかかさいしかきょうせいしか

中葛西5丁目13番5号

03-3680－9111

中川歯科医院

なかがわしかいいん

篠崎町1丁目31番20号 司ビル2F

03-3677－6680

中川歯科医院

なかがわしかいいん

江戸川3丁目55番

03-3679－4211

中小岩歯科医院

なかこいわしかいいん

北小岩5丁目5番19号 原田ビル2F

03-5668－8211

中島歯科医院

なかじましかいいん

東小岩6丁目13番14号

03-3657－0287

ながしま歯科クリニック

ながしましかくりにっく

東小岩2丁目4番10号

03-3673－2853

中田歯科医院

なかたしかいいん

南小岩5丁目15番18号

03-3673－2678

なかの歯科クリニック

なかのしかくりにっく

西葛西7丁目6番2号

03-5674－8211

なぎさニュータウン歯科

なぎさにゅーたうんしか

南葛西7丁目1番7号-115

03-3877－0841

西葛西歯科医院

にしかさいしかいいん

西葛西5丁目11番4‐201

03-3675－0602

西葛西スマイル歯科クリニッ
にしかさいすまいるしかくりにっく
ク

西葛西6丁目7番1号 メトロセンター西葛西A棟203-3675－4182
5

西川歯科医院

にしかわしかいいん

南小岩8丁目1番12号

03-3657－6556

にしだ歯科医院

にしだしかいいん

篠崎町7丁目25番12号 プルミエール篠崎1階B
号室

03-3676－6480

にしたに歯科医院

にしたにしかいいん

南篠崎町1丁目13番22号

03-5243－8118

西平デンタルクリニック

にしひらでんたるくりにっく

北小岩3丁目1番19号 西平ﾋﾞﾙ2F

03-5622－0648

西瑞江歯科診療所

にしみずえしかしんりょうじょ

西瑞江5丁目14番49号

03-3680－6482

西村歯科医院

にしむらしかいいん

南篠崎町2丁目45番28号

03-3678-3345

ニトリ歯科クリニック

にとりしかくりにっく

西小岩1丁目27番14号

03-3672－8148

根本歯科医院

ねもとしかいいん

松江3丁目12番4号

03-5607－6689

野田歯科医院

のだしかいいん

松島1丁目8番9号

03-3651－8487

萩原歯科医院

はぎわらしかいいん

北小岩2丁目30番10号 アキラビル101号

03-5694－8241

橋本歯科医院

はしもとしかいいん

小松川1丁目5番3号104

03-3681－3461

ハタデンタルクリニック

はたでんたるくりにっく

西葛西7丁目3番2号 ハタビル２階

03-3804－8881

初田歯科医院

はつたしかいいん

中央1丁目3番7号 朝日生命ビル2Ｆ

03-3654－8466

パトリア歯科クリニック

ぱとりあしかくりにっく

清新町1丁目3番6号マルエツ葛西クリーンタウン
03-6661－3986
店2階

原歯科医院

はらしかいいん

北小岩6丁目17番10号

03-3657－5765

ひまわり歯科クリニック

ひまわりしかくりにっく

西小岩5丁目12番6号 KODAヒルズ西小岩1F

03-5622－2350

広瀬歯科医院

ひろせしかいいん

松島3丁目34番3号

03-3652－4524

ふかさわ歯科クリニック

ふかさわしかくりにっく

篠崎町7丁目27番23号 ＩＳＩビル303

03-3676－1058

ふくだ歯科クリニック

ふくだしかくりにっく

小松川3丁目12番1号

03-5628－2722

ふくら歯科医院

ふくらしかいいん

船堀4丁目6番6号203 ロートフィオーレ203

03-3680－0088

船堀歯科医院

ふなぼりしか

船堀1丁目8番22号 1階

03-3687－7070

フルカワ歯科医院

ふるかわしかいいん

中葛西1丁目15番6号

03-3878－7988

ほしば歯科医院

ほしばしかいいん

西葛西1丁目13番7号 アルベール1階

03-3686－4657

堀内歯科医院

ほりうちしかいいん

東小松川1丁目8番7号ルミエール東小松川1F

03-3651－8044

ほりうち歯科医院

ほりうちしかいいん

松本1丁目3番8号

03-3655－5688

松居歯科医院

まついしかいいん

平井5丁目21番2号 朝日生命平井ビル2階

03-3617－6480

松島歯科

まつしましか

松島3丁目3番1号

03-3655－6481

松原歯科医院江戸川診療
所

まつばらしかいいん

松本2丁目38番8号

03-3653－5187

三浦歯科医院

みうらしかいいん

新堀2丁目4番1号

03-3698－0048

みかこデンタルクリニック

みかこでんたるくりにっく

平井3丁目25番19号 大明ビル１Ｆ

03-5626－2420

瑞江歯科医院

みずえしかいいん

瑞江2丁目15番15号 サニーブラスマンション

03-3698－1181

宮澤歯科医院

みやざわしかいいん

中央1丁目14番5号

03-3655－2626

みやび歯科

みやびしか

北小岩4丁目12番3号

03-3671－0648

宮本歯科医院

みやもとしかいいん

南小岩8丁目9番11号

03-3657－0012

宮山歯科医院

みややましかいいん

平井5丁目11番2号

03-3618－3064

むろおか歯科医院

むろおかしかいいん

西葛西5丁目2番10号 牧山ビル2階

03-5658－0345

森島歯科医院

もりしましかいいん

西葛西3丁目6番3号 シェモア西葛西1階

03-5658－8241

八木歯科医院

やぎしかいいん

平井1丁目7番5号

03-3636－3498

柳沼歯科

やぎぬましか

西小岩5丁目11番12号

03-3659－2151

矢口歯科医院

やぐちしかいいん

小松川3丁目10番3号105

03-3681－2496

矢作歯科

やはぎしか

松江4丁目16番7号

03-3656－7079

ヤブキ歯科クリニック

やぶきしかくりにっく

大杉2丁目1番17号

03-5607－5934

やまもと歯科

やまもとしか

西葛西6-13-16

03-5605－3870

山本歯科医院

やまもとしかいいん

東小松川3丁目37番11号

03-3656－8626

ゆう歯科医院

ゆうしかいいん

瑞江2丁目22番5号 グリーンハウス下鎌田1F

03-6638-9253

ユウ歯科クリニック

ゆうしかくりにっく

西葛西3丁目3番1号105

03-5658－4182

ヨシ歯科クリニック

よししかくりにっく

平井4丁目12番2号 第2アントロワビル2F・3F

03-5609－8444

吉田歯科医院

よしだしかいいん

平井6丁目45番8号

03-3611－8648

吉野歯科医院

よしのしかいいん

東葛西5丁目48番5号

03-3680－0763

ヨシノ歯科クリニック

よしのしかくりにっく

松島3丁目36番7号

03-3651－9955

よしはら歯科医院

よしはらしかいいん

篠崎町7丁目27番3号

わかば歯科医院

わかばしかいいん

西葛西6丁目12番7号 ミルメゾン2Ｆ Ａ号室

栄ビル2F

03-3678－5779
03-5674－4312

