
 2022年度　市川市フッ化物（フッ素）塗布指定歯科医院一覧表

2022年4月15日更新（第2版）

①堀之内・稲越・東国分・須和田 ⑥北方・本北方・中山

②市川・市川南・真間 ⑦八幡・南八幡

③新田・平田・大和田 ⑧鬼高・高石神・原木・本中山

④南大野・大野町 ⑨行徳地区

⑤菅野・東菅野・下貝塚・宮久保

※⑥～⑨の地区一覧は裏面をご覧ください

①堀之内・稲越・東国分・須和田

歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号
つのだ歯科クリニック 堀之内3-17-28 375-6613 そやばし歯科医院 東国分1-27-17 374-8020
北国分駅前歯科 堀之内3-19-30 375-2418 須和田歯科医院 須和田1-8-20 371-3452
 ビバファミリー歯科・矯正歯科 稲越1-14-5 373-2731

②市川・市川南・真間
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号
内田歯科医院 市川1-6-14 321-0667 中野歯科 市川2-31-2 321-0819
あいこう歯科クリニック 市川1-7-15 326-2282 田中矯正歯科 市川南1-1-1 321-0880
市川歯科医院 市川1-9-11 325-2693 尾崎デンタルクリニック 市川南1-9-21 324-2324
財部歯科医院 市川1-21-7 326-5060 大川歯科医院 真間1-6-22 326-6699
三本松歯科医院 市川1-23-2 322-0377 岸田歯科口腔外科クリニック 真間2-10-8 322-3298
手児奈通り歯科医院 市川1-23-10 325-6480 神戸歯科医院 真間2-21-8 322-5920
すずいし歯科医院 市川2-1-1 324-1011

③新田・平田・大和田

歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号
長谷川歯科医院 新田1-16-23 326-7522 オオサカヤ歯科クリニック新田5-7-18 324-3328
こみやま歯科医院 新田3-17-9 314-4618 デンタルクリニック吉田 新田5-13-14 321-3817
安藤歯科医院 新田4-7-9 370-3711 おおたに歯科 平田4-4-1 377-5730
なかがわ歯科医院 新田5-4-19 321-1541 たかはし歯科医院 大和田4-6-17 378-5508

④南大野・大野町
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

かわじり歯科医院 南大野1-1-26 337-7878 大野駅前歯科 大野町3-105-1 338-4184
こんの歯科医院 南大野2-4-41 339-6363 楠歯科医院 大野町3-1686 338-6527
共田歯科医院 南大野2-20-12 337-1999

⑤菅野・東菅野・下貝塚・宮久保
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

小磯歯科医院 菅野4-3-3 321-0335 氏原歯科医院 東菅野1-18-15 324-6480
しばた歯科 菅野4-6-3 711-4236 近橋歯科医院 下貝塚1-18-12 372-9189
滝沢歯科クリニック 菅野4-18-27 711-0118 石井歯科医院 宮久保1-16-3 300-5585
みどり歯科医院 菅野6-18-25 322-2570 むらおか歯科矯正歯科クリニック 宮久保1-23-23 372-6645
小泉歯科医院 東菅野1-6-10 334-6362 すずき歯科クリニック 宮久保2-19-20 703-9837

地区別に指定歯科医院が記載されています

※指定歯科医院以外では市川市フッ化物（フッ素）塗布を受けることはできません
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⑥北方・本北方・中山
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

市川鬼越北方ファミリー歯科 北方1-25-10 334-4785 K歯科クリニック  本北方1-34-11 334-4333
今関歯科医院 北方2-6-3 334-2826 小林歯科  本北方1-47-9 335-5736
共立歯科医院 本北方1-25-22 336-5858 くまのみ歯科医院  中山4-7-13 300-0001

⑦八幡・南八幡
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

さくら歯科クリニック 八幡1-4-22 332-3348 石橋歯科医院 八幡4-4-13 334-4174
やわた歯科医院 八幡1-12-1 334-6252 小舩歯科医院 八幡4-6-8 335-5579
浮谷歯科医院 八幡1-16-23  334-7253 アーツ歯科＆小児デンタルランド 八幡6-2-2 711-0113
河内歯科医院 八幡2-3-8 320-1599 田歯科医院 八幡6-3-27 333-4182

杉山デンタルクリニック 八幡2-9-14 333-9721 小出歯科医院 南八幡1-23-1 712-8500

デンタルオフィス本八幡 八幡2-15-10 336-3456 本八幡デンタルクリニック 南八幡3-4-1 377-1975

森歯科医院 八幡2-16-15 335-0418 佐藤歯科 南八幡3-10-9 370-5897
たかくら歯科 八幡3-23-4 329-1188 西方歯科医院 南八幡4-6-3 377-6480
並木デンタルクリニック 八幡3-25-10 322-5280 三上歯科医院 南八幡5-2-12 376-1357
土橋歯科 八幡4-4-7 333-6201

⑧鬼高・高石神・原木・本中山
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

ヒロデンタルクリニック 鬼高2-9-10 332-0385 上田歯科医院 高石神33-20 334-2185
岡永歯科 鬼高3-11-9 376-3503 あいしん歯科クリニック 原木1-18-18 327-4461

下総中山アール歯科 鬼高3-27-1 321-4118 アルファ歯科医院 船橋市本中山3-22-10 334-1758

伊藤歯科医院 高石神32-15 335-0557

⑨行徳地区
歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号

妙典みやけ歯科 妙典2-16-15 359-8217 リムデンタルクリニック行徳駅前 行徳駅前2-8-9 711-4180
マミー歯科クリニック 妙典4-3-17 397-6480 行徳スマイル歯科 行徳駅前2-25-7 395-4618
妙典オハナおとな・こども歯科 妙典4-9-21 398-7221 行徳駅前歯科 行徳駅前3-7-26 397-8777
ひろ歯科クリニック 妙典5-3-1 300-4182 のま歯科クリニック 行徳駅前3-15-1 397-2258
めぐりデンタルクリニック 妙典5-4-22 712-5530 長谷川歯科医院 行徳駅前4-1-6 395-3326
あまがさ歯科クリニック 妙典5-5-22 701-1182 コウノ歯科医院 相之川1-4-11 398-8800
石川歯科クリニック 妙典5-5-27 701-3718 行徳南歯科医院 相之川3-1-1 358-7077
みなとデンタルクリニック 湊新田1-9-18 701-6337 木村歯科医院 相之川4-4-14 358-8300
松井歯科医院 湊新田2-9-5 359-1182 澤野歯科クリニック 相之川4-9-6 357-8877
井桁歯科医院 富浜1-1-27 356-5360 山脇歯科医院 相之川4-14-5 357-2288
竜崎歯科医院 富浜2-3-24 358-7303 ファミリー歯科 新井3-4-6 358-8446
かたりな歯科 富浜2-5-4 383-9189 中島歯科医院 日之出3-3-101 399-4782
松原歯科医院 富浜3-5-14 395-1694 ひので歯科医院 日之出21－1 396-8085
藤田歯科医院 塩焼3-1-3 396-4680 はぎわら歯科クリニック福栄2-11-15 396-6956
鈴木歯科医院 宝1-3-10 395-3737 小原歯科医院 福栄4-4-3 395-8143
しいの歯科医院 宝1-10-22 399-6471 ふかざわ歯科クリニック 南行徳1-2-13 306-0118
かわうち歯科 宝2-4-5 314-1911 南行徳いしかわ歯科 南行徳1-9-20 307-2233
しんやデンタルクリニック 欠真間2-16-3 356-4848 アイヴォリー歯科医院 南行徳1-20-7 397-8600
石黒歯科医院 行徳駅前1-2-2 357-2298 野田歯科医院 南行徳1-20-12 397-5337
藤田第一歯科診療所 行徳駅前1-8-5 396-5410 みどりかわ歯科クリニック 南行徳2-15-12 358-8800
今井歯科医院 行徳駅前1-13-9 399-2502 新谷歯科矯正歯科 南行徳3-4-11 397-7561
たけうち矯正歯科クリニック 行徳駅前1-20-10 358-8411 塩浜歯科 南行徳4-1-13 399-1180

【ご不明な点・お問合わせ】 市川市保健センター健康支援課 歯科担当 ☎ 047－377－4511
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