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名　称 所在地 電話番号 マップ
つばさクリニック 富岡 1-6-5 404-7989 4図F-2

内藤耳鼻咽喉科医院 道野辺本町 1-3-1
カーラシティ鎌ケ谷 2F 443-3387 4図F-2

中井小児科内科 鎌ケ谷 1-4-15 446-0105 5図C-3

中川内科胃腸科クリニック 道野辺本町 1-3-1
カーラシティ鎌ケ谷 2F 498-6661 4図F-2

のむらファミリークリニック 新鎌ケ谷 1-18-5
ディア・ヴェルジュ 1F 401-3611 8図D-2

長谷川皮膚科 鎌ケ谷 1-6-49 445-4112 5図D-3
畑医院 道野辺中央 5-1-74 443-4051 4図F-3
初富内科医院 初富本町 1-1-24 468-8103 2図F-3
原沢外科内科整形外科 鎌ケ谷 3-3-45 443-8226 7図C-1
ひまわり眼科 右京塚 7-8 444-6623 5図B-2
堀江皮膚科医院 富岡 1-6-5 445-9888 4図F-2
本田産婦人科クリニック 鎌ケ谷 1-5-79 446-0733 5図D-3
まるやま眼科 丸山 1-2-14 441-5633 5図C-3
三田医院 右京塚 7-8 444-7122 5図B-2
みちのべクリニック 東道野辺 4-1-38 446-5957 6図F-1
道野辺診療所 道野辺 226-1 446-3307 6図D-1
和田耳鼻咽喉科 東初富 4-34-17 443-1113 5図C-2
鎌ケ谷総合病院 初富 929-6 498-8111 8図B-3
アクロスモール
新鎌ケ谷クリニック

新鎌ケ谷 2-12-1
アクロスモール 3F 401-1171 8図D-2

鎌ヶ谷第一クリニック 東初富 6-9-47 441-7730 5図D-3
くぬぎ山ファミリークリニック くぬぎ山 4-2-40 ワコーレ鎌ケ谷Ⅰ号館 1F-2 047-712-1511 2図B-2
しんかま駅前整形外科 新鎌ケ谷 1-15-2 1F 498-5585 8図C-2

新鎌ヶ谷駅前クリニック 新鎌ケ谷 1-17-2　新鎌ヒルズ 2F 441-3336 8図C-2

新鎌ケ谷眼科 新鎌ケ谷 2-12-1
アクロスモール新鎌ケ谷 2F 404-4111 8図D-2

新鎌ケ谷皮ふ科 新鎌ケ谷 1-18-5
ディア・ヴュルジュ 202 号室 407-1601 8図D-2

永田皮膚科クリニック 馬込沢 2-44 438-1467 6図E-3
まこと医院 鎌ケ谷 1-10-37 489-1899 7図D-1

※太枠内は、鎌ケ谷市医師会会員。鎌ケ谷市医師会には、本市の予防接種、がん検診などの実施にご協力いただいています。

※市外局番は（047）です。
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●鎌ケ谷市医療機関一覧
名　称 所在地 電話番号 マップ

秋元病院 初富 808-54 446-8100 3図D-2
第２北総病院 初富 803 445-5552 3図E-3
東邦鎌谷病院 粟野 594 445-6411 1図B-3
初富保健病院 初富 114 442-0811 2図D-1
あいざわキッズクリニック 初富本町 1-1-24 446-1170 3図B-3
青い鳥こどもクリニック 南鎌ケ谷 1-5-24 441-5457 7図B-2
有本眼科医院 馬込沢 8-1 438-3100 6図D-3
飯ケ谷内科クリニック 東道野辺 5-19-15 445-8881 6図F-3
石川整形外科クリニック 道野辺中央 2-5-16 441-8818 5図A-2
いそのクリニック 南鎌ケ谷 1-5-27 498-5500 7図B-2
宇野眼科 富岡 1-6-5 445-6767 4図F-2
うらわ整形外科 道野辺本町 1-3-1 カーラシティ鎌ケ谷 2F 441-7888 4図F-2
大石内科胃腸科医院 東初富 6-7-16　1F 498-5700 5図D-3
片桐内科医院 道野辺 1051-1 446-2000 6図D-3
かのう内科クリニック 道野辺中央 2-5-18 446-7122 4図F-2

鎌ヶ谷駅前眼科 道野辺本町 2-1-28
カーラシティ鎌ケ谷弐番館 202 404-4058 4図F-3

かまがや診療所 東中沢 1-15-61 446-3611 4図D-1
鎌ヶ谷整形外科・内科 南初富 6-5-14 444-2236 5図B-2
鎌ケ谷山下眼科 鎌ケ谷 1-6-49　金子ビル 2F 444-6979 5図D-3
くぬぎ山内科医院 くぬぎ山 4-2-40-106 047-388-5931 2図B-2
倉橋産婦人科 道野辺中央 3-2-14 445-3080 4図E-2
さらしな耳鼻咽喉科クリニック 東初富 6-7-16 2F 443-3346 5図D-3
庄司内科医院 富岡 1-6-5 2F 445-9855 4図F-2
白戸胃腸科外科 初富 924-1844 445-8001 3図C-3
仁愛医院 道野辺中央 1-10-46 442-0515 4図E-2
新鎌ヶ谷北口クリニック 新鎌ケ谷 1-14-36 401-3376 8図C-2

新鎌ヶ谷耳鼻咽喉科 新鎌ケ谷 1-18-5
ディア・ヴェルジュ 2F 441-3387 8図D-2

鈴木整形外科 道野辺中央 4-17-10 445-5020 4図E-3
十河産婦人科医院 中央 1-19-12 445-0187 3図B-3
大仏整形外科 鎌ケ谷 1-5-56 442-0281 5図D-3
高橋医院 丸山 1-17-31 445-9543 5図C-3
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月15日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０８５
コード番号：０１０
顧客名称 ：白戸胃腸科外科 御中

医療 エリアマップ3図 C‐3

医療法人社団寿和会

白戸胃腸科外科
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

15:00～18:00 ● ● ● ● ● － － －

【診療科目】
小児科・内科・消化器内科

予防接種（月～金）
14：30～17：00
※診療受付時間は午前11：45まで 午後は17：45まで

■鎌ケ谷市初富924‐1844
■TEL:047-445-8001 ■FAX:047-445-9781
■URL:http://www.myclinic.ne.jp/shirato/ あり（約25台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月15日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０８８
コード番号：００３
顧客名称 ：あすなろ薬局 御中

薬局 エリアマップ4図 D‐1

（有）千葉保健共同企画

あすなろ薬局
薬のことだけでなく健康に関わる気になることなどお気軽に
ご相談下さい。親身になってお応え致します。
ぜひ皆さまのかかりつけ薬局としてご利用下さい。

■鎌ケ谷市東中沢1-15-55
■TEL:047-441-7701 ■FAX:047-441-7702
■営業時間／平日 9:00～16:30 土曜日 9:00～12:30
■定休日／日曜・祝日（5/1・12/29～1/3）
■URL:http://www.min-iren-c.or.jp

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済
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歯科医院名 所在地 電　話 フッ化物塗布 マップ
深江歯科医院 東道野辺 7-18-2 442-3419 ○ 6図F-3
ほうじょう歯科医院 鎌ケ谷 5-1-39 443-1455 ○ 7図D-1
真木歯科医院 西道野辺 6-41 445-5521 - 6図D-2
マーブル歯科クリニック 鎌ケ谷 1-5-44 タカラビル 442-6381 ３歳以上 5図D-3
みずさわ歯科医院 東鎌ケ谷 2-21-5 446-4422 ○ 5図D-3
みちのべ歯科医院 道野辺本町 1-4-1 谷村ビル 442-6480 ○ 4図F-2
みつはし歯科医院 東道野辺 7-19-44 439-8241 ○ 6図F-3
みつもり歯科医院 馬込沢 2-16　石山ビル 2F 438-8090 ○ 6図E-3
皆川歯科医院 東中沢 2-1-50 446-0888 ○ 2図E-3
宮島歯科 馬込沢 4-25 438-2766 ○ 6図E-3
宮本歯科医院 中央 1-3-20  山新ビル 2F 444-2379 ○ 4図F-1
あおい歯科医院 富岡 1-1-1 441-2111 ○ 4図F-1
あおぞら歯科クリニック鎌ケ谷 東道野辺 5-16-38 ヨークタウン 1F 443-8848 ○ 6図F-2
秋元病院（歯科） 初富 808-54　 446-8100 ○ 3図D-2
浅賀歯科クリニック 初富本町 1-10-19 442-5005 ○ 2図F-3
荒井歯科クリニック 西道野辺 10-26-2 444-8441 ○ 6図D-2
永峰堂歯科医院 東初富 4-17-18 443-1182 ○ 5図C-2
オリオン歯科
イオン鎌ケ谷クリニック 新鎌ケ谷 2-7-1 441-4618 ○ 8図D-3

くまさんデンタルクリニック 丸山 3-15-15 446-3666 ○ 5図B-3
コスモス歯科診療所 鎌ケ谷 3-2-37 444-8244 ○ 7図D-1

新鎌ケ谷歯科 新鎌ケ谷 2-19-11
プロスパー 1F 444-4124 ○ 8図D-1

すみれ歯科診療所 北初富 5-17 445-8241 ○ 2図E-3
たんぽぽ歯科診療所　 東道野辺 6-5-33 498-8214 ○ 7図B-2
ひがしだ歯科クリニック 中央 2-16-16 404-2474 ○ 8図F-4
東初富アルプス歯科医院 東初富 5-7-15 442-1354 ○ 5図D-2
ほほえみ歯科 東中沢 3-35-1 443-8020 ○ 4図E-2
ホワイトエッセンス
アクロスモール歯科

新鎌ケ谷 2-12-1
アクロスモール 新鎌ケ谷 3F 401-1182 ○ 8図D-2

馬込沢歯科クリニック 馬込沢 1-13 438-2468 ３歳以上 6図E-3
やまだ歯科医院 東道野辺 4-16-36 442-2002 ○ 7図B-1

※太枠内は、船橋歯科医師会会員。船橋歯科医師会には、本市の乳幼児歯科検診・学校歯科検診などの実施にご協力いただいています。
※『フッ化物塗布』欄の『○』は、年齢制限なしで実施

※市外局番は（047）です。
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●市内歯科医院一覧
歯科医院名 所在地 電　話 フッ化物塗布 マップ

あき歯科医院 鎌ケ谷 4-6-47-4 446-2666 ○ 7図D-1
甘利歯科医院 中央 1-8-16 442-1321 ○ 2図F-3
石川歯科クリニック 西道野辺 4-3 443-4184 ○ 6図D-1

今井歯科医院 くぬぎ山 4-7-11
ワコーレ鎌ケ谷 2 号 047-384-8211 ○ 2図B-2

江藤歯科クリニック 東初富 4-16-19 446-0230 ○ 5図C-2
大野歯科医院 東中沢 1-15-45 446-1748 ○ 4図D-1
大山歯科医院 初富 23-117 445-5987 ○ 2図C-2
鎌ケ谷総合病院歯科口腔外科 初富 929-6 498-8111 障がい者のみ 8図B-3
鎌ヶ谷ファミリー歯科 東鎌ケ谷 2-1-45 498-8884 ○ 5図E-2
かもめ歯科クリニック 右京塚 1-18　KEI ビル 2F 442-3585 ○ 5図B-2
木下歯科医院 初富 318-4 445-8220 ○ 8図A-3
くぬぎ山デンタルクリニック くぬぎ山 4-8-29 047-385-5040 ３歳以上 2図B-2
こしば歯科小児歯科 富岡 1-8-13 444-6666 ○ 4図F-2
五本松歯科 南初富 2-1-11 446-4181 ○ 5図B-1
さくら歯科医院 南鎌ケ谷 3-1-18 446-4182 ○ 7図B-3
さつま歯科 中佐津間 2-10-4 446-0418 ○ 1図B-1
しろみず歯科 道野辺中央 2-10-10 444-6760 ○ 4図E-2
鈴木歯科医院 中央 1-17-31 444-6661 - 3図B-3
だいぶつ歯科 東初富 6-7-16  Sk ビル 2F 442-8241 ○ 5図D-3
大門歯科 鎌ケ谷 1-8-2 442-1182 ○ 7図D-1
髙澤歯科 道野辺中央 5-1-21 444-6886 ○ 4図F-3
たかだ歯科・口腔外科
クリニック

新鎌ケ谷 1-10-5
グランツ 1F 498-5525 ○ 8図C-3

寺本歯科医院 道野辺 1041-5 446-0012 ○ 6図D-2
東武歯科クリニック 道野辺中央 2-7-8 445-4411 - 4図F-2

なかたに歯科 新鎌ケ谷 1-11-20
メルベーユ新鎌ケ谷 101 441-3322 ○ 8図C-3

長浜歯科医院 丸山 3-3-59 407-2332 ○ 5図B-3
花香歯科医院 東初富 5-19-37 444-8215 ○ 5図D-3
はら歯科クリニック 東初富 3-3-8 446-8434 ○ 5図D-1
東鎌ケ谷歯科 東鎌ケ谷 3-23-46 445-4184 ○ 5図F-3

ひまわり歯科診療所 道野辺本町 1-4-29
サムズ鎌ケ谷ビル 1F 446-8214 ○ 4図F-3
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月20日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０８９
コード番号：０３３
顧客名称 ：たかだ歯科・口腔外科クリニック 御

中

歯科 エリアマップ8図 C‐3

予防を重視した歯科診療を行っています！

たかだ歯科・口腔外科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:30～13:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:30～19:00 ● ● ● ● ● ▲ － －

※土曜午後は14:00～17:00

【診療科目】
歯科・小児歯科
歯科口腔外科・矯正歯科（非常勤医）

キッズルームを設けています。
お子様のお口のケアも当院におまかせください。

■鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-10-5 グランツ1F
■TEL:047-498-5525
■URL:http://www.takada-d-c.com/ インターネットでの予約も承っております！

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月15日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０９１
コード番号：００６
顧客名称 ：皆川歯科医院 御中

歯科 エリアマップ2図 E‐3

皆川歯科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:30～13:00 ● ● ● ● ● ● － －

15:00～20:00 ● ● ● ● ● ● － －

【診療科目】
歯科

受付時間・休診日が変更になるこ
とがありますので、事前にお電話
にてご確認ください。

■鎌ケ谷市東中沢2-1-50（新京成北初富駅前通）
■TEL:047-446-0888 ■FAX:047-446-0855

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月15日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０９０
コード番号：０２５
顧客名称 ：五本松歯科 御中

歯科 エリアマップ5図 B‐1

鎌ケ谷小学校そば

五本松歯科
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～12:30 ● ● ● － ● ● － －

14:00～19:00 ● ● ● － ● ● － －

※休診日：木曜・日曜・祝日

【診療科目】
・歯科

■鎌ケ谷市南初富2-1-11
■TEL:047-446-4181

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2016年1月15日
案件名 ：シティマップ 鎌ケ谷こそだてハンドブック
商品コード： 8FL413H0A
割付番号 ：０９２
コード番号：０２６
顧客名称 ：かもめ歯科クリニック 御中

歯科 エリアマップ5図 B‐2

素敵な笑顔はお口の健康から

かもめ歯科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～13:00 ● ● ● － ● ● － －

14:00～17:00 ● ▲ ● － ● ▲ － －

※火曜・土曜の午後は18:00まで

【診療科目】
・歯科
・小児歯科
・歯科口腔外科

■鎌ケ谷市右京塚1-18 KEIビル2F
■TEL:047-442-3585
■URL:http://kamome-dc.com/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 047－343－5481

■画像著作権：確認済



医
療
・
歯
科
・
薬
局
一
覧

かまっこ応援団52

医療・歯科・薬局一覧
●一般社団法人　船橋薬剤師会員・薬局・薬店リスト ※市外局番は（047）です。 

薬局・薬店名 所在地 電話番号 マップ
あすなろ薬局 東中沢 1-15-55 441-7701 4図D-1

アデム薬局 富岡 1-3-29 444-6909 5図B-2

イオン薬局鎌ヶ谷店 新鎌ケ谷 2-7-1 441-7899 8図D-3

イシクラ薬局 東初富 4-18-3 445-6129 5図C-2

かのこや薬局 道野辺中央 2-2-26 443-1863 4図F-2

くぬぎ山ハート薬局 くぬぎ山 4-2-40 394-5611 2図B-2

サトウ薬品 中央 2-6-38 443-6401 3図B-3

しんかま薬局 新鎌ケ谷 1-17-2  新鎌ヒルズ 0005 497-8117 8図C-2

大正堂薬局 南初富 6-1-17 443-1260 4図F-1

なのはな調剤薬局 粟野 606-3 444-3731 1図B-3

ニコニコ薬品 東道野辺 2-13-46 443-0846 4図F-3

みどり薬局 西道野辺 15-21 445-4778 6図D-2

薬局くすりの福太郎
アクロスモール新鎌ケ谷店 新鎌ケ谷 2-12-1 441-6210 8図D-2

薬局くすりの福太郎 鎌ケ谷駅前店 道野辺本町 1-3-1
カーラシティ鎌ケ谷 1F 498-5129 4図F-2

薬局くすりの福太郎 鎌ケ谷大仏店 鎌ケ谷 1-6-4 443-9829 5図D-3

薬局くすりの福太郎 新鎌ケ谷北口店 新鎌ケ谷 1-18-5
ディア・ヴェルジュ 1F 441-7329 8図D-2

薬局くすりの福太郎 新鎌ケ谷南口店 新鎌ケ谷 1-9-9 441-3029 8図C-3

薬局タカサ鎌ケ谷大仏店 東初富 6-8-51 443-2230 5図D-3

山口薬局 初富 848-106 442-4820 3図D-3

友愛薬局みちのべ店 東道野辺 4-1-40 443-1020 6図F-1

（有）岡村薬局 道野辺本町 1-17-10 オカムラビル 1F 443-0807 4図F-2

わかば薬局鎌ケ谷 道野辺中央 2-5-21 446-6501 4図F-2

船橋薬剤師会には、市内小中学校の学校環境衛生調査などの実施にご協力いただいています。
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2016年01月06日
鎌ケ谷こそだてハンドブック
8FL413H0A
093
038
船橋薬剤師会

FAX 047-343-5481

子供たちの毎日が健康に

過ごせるよう願っております 災害時、または旅行先でも

『お薬手帳』があれば

あなたのお薬の情報を

正しく伝えることができます

お薬手帳はいつも携帯しましょう

船橋薬剤師会（鎌ケ谷市・船橋市）


