
歯 科 技 工 所 名 簿 令和4年4月１日現在

名称 郵便番号 所在地 電話 開設年月日 開設者氏名 管理者氏名

アイセイ歯研 440-0853 佐藤二丁目１８－２ 63-3312 H02.05.14 杉浦敏美 杉浦敏美

安形技研 441-8104 山田二番町８２－６ 45-6445 S55.02.18 安形敏男 安形敏男

有限会社イーオルソサービス 440-0806 八町通三丁目１２番地３ 53-4819 H12.10.6 (有)イーオルソサービス 山﨑　亜由

有限会社　稲熊歯研 440-0885 中柴町６５番地　鈴木歯科医院内 52－6827 H9.2.1 (有)稲熊歯研 稲熊　宏美

今泉歯科技工所 440-0853 佐藤三丁目２－３３ 61-2303 H17.01.11 今泉武士 今泉武士

ｉｎｇデンタル・ラボ・ハウス 440-0843 東幸町字大山１３７－３ 62-6348 H17.01.05 八木文之 八木文之

Ａ－Ｄｅｎｔａｌ．Ｌａｂｏ 440-0038 平川本町二丁目４番地１７
070-5251-

9804
H26.10.30 (株)Ａ－Ｄｅｎｔａｌ 川出　賢志

ＭＤＬ 441-8111 江島町８１－５ 38-1338 H18.01.05 守田秀和 守田秀和

Ｍ．Ｄ．ラボラトリー 440-0083 下地町字横山３－１ 54-5144 H10.01.05 前川正充 前川正充

大田デンタル・ラボ 441-3147 大岩町字東畑２９－４ 43-0925 H13.08.01 大田司 大田　司

大林補綴 440-0028 多米東町二丁目１９－１４ 63-2647 S63.03.25 大林英二 大林英二

岡本デンタル・ラボラトリー 441-8156 高師町字西沢６３－２ 46-6108 H11.03.16 (有)岡本デンタルラボラトリー 岡本明雄

オダカノデンタルラボ 440-0013 西小鷹野二丁目１１－８ 63-4049 H07.03.23 大山悟 大山　悟

垣内デンタルラボ 441-8032 花中町１７０－３ 33-1766 H08.09.17 垣内幹晴 垣内幹晴
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かたな歯科工房 440-0843 東幸町字水神９－２ 61-7611 H12.06.01 鈴木勝也 鈴木勝也

カワイデンタルスタジオ 440-0814 前田町二丁目１－１６ 56-3344 H02.04.02 河合範明 河合範明

キムラボ 440-0033 東岩田三丁目１０－２ 61-5982 H25.5.31 木村　一歩 木村　一歩

株式会社グラードメディカルサービス 440-0881
広小路三丁目５４番地７
ダイアパレス６０２

080-5153-

4480
H27.4.1 (株)グラードメディカルサービス 村上　真也

クラフト歯研 441-8032 花中町３２－１０ 32-6580 H29.11.27 佐野浩二 佐野浩二

くりんちゃー 441-0152 前芝町字青木４０－３ 32-0141 H19.09.21 北河尚生 北河尚生

小林歯科技工所 440-0864 向山町字伝馬７９－４ 61-4913 H30.06.18 小林廣行 小林廣行

酒井歯科技研 441-8134 植田町字大池６０－７ 25-6706 H02.09.11 酒井健吉 酒井健吉

株式会社　坂根デンタルラボ 440-0025 井原町１５０番地３ 63-2033 R3.7.1 株式会社　坂根デンタルラボ 坂根　盟

(有)サンシャインデンタルラボラトリー 441-8087 牟呂大西町１９－１９ 33-0345 H10.10.08 (有)サンシャインデンタルラボラトリー 尾崎秀成

歯科技工所　オーライズ 441-8014 吉川町３１番地２
080-5110-

6689
H21.9.1 小野　正裕 小野　正裕

歯科工房ＡＫＩ 440-0013 西小鷹野一丁目１２－２８ 63-5581 H08.11.01 中村昭彦 中村昭彦

シバタ歯科技工所 441-8157 上野町字上野８３－３ 45-0214 H12.02.02 柴田訓伸 柴田訓伸

清水ラボ 441-8016 新栄町字南小向１４９－６ 31-9323 H04.04.01 清水達浩 清水達浩
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杉浦技工所 440-0078 絹田町７２ 54-7653 H16.06.10 杉浦重造 杉浦重造

株式会社　スギノ 441-8077 神野新田町ハノ割24 21-8630 R3.11.12 株式会社　スギノ 安形　繁紀

鈴銀 441-8122 天伯町字三ツ山１６－２７ 46-9026 H22.2.22 牧野圭志 牧野圭志

スズケンラボ 441-8062 東小浜町１６２－３ 45-4345 S62.07.10 鈴木健行 鈴木健行

先端歯科技工所 440-0888 駅前大通1丁目67 54-1541 H20.08.01 (医)正眼堂 榊原綱亮

Solo 441-8124 野依町字神明山６３－１　２F 39-3301 H21.4.2 伊奈則幸 伊奈則幸

TZデンタルラボ 440-0833
飯村町字高山１８２－１（TZデンタルク
リニック内）

39-8148 H30.10.31 瀧澤　利光 瀧澤　利光

(有)テクニカ歯研 440-0051 東雲町９－１　３Ｆ 64-9955 H07.08.28 (有)テクニカ歯研 西崎拓弥

デンタルクラフトウェーブ 441-8073 大崎町字東里中５ 25-9076 H13.03.22 辻村恭直 辻村恭直

デンタルサポーター可知 441-8141 草間町字郷裏４２－１０ H07.01.12 可知哲治 可知哲治

(有)デンタルサポートユタカ 440-0832 中岩田三丁目１５－４ 64-5300 H06.05.24 (有)デンタルサポートユタカ 林 由美子

デンタルスタジオファンクション 440-0865 向山台町１０－１６ 55-1413 H08.09.16 小口之宣 小口之宣

デンタルラボシミズ 441-8014 花田二番町１１３－３ 31-4562 H14.08.01 清水良浩 清水良浩

（有）デンタルワールド 441-8077 神野新田町字ワノ割８８－１ 21-7108 H20.08.18 (有)デンタルワールド 山田裕由
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(有)東海オクルージョン 440-0053 老松町１１８番地１ 62-5125 H26.8.18 (有)東海オクルージョン 村上　進

とよはし歯研 441-8112 牧野町８４－６ 47-9295 H07.03.22 権田年伸 権田年伸

豊橋デンタルラボラトリー 440-0011 牛川通一丁目１２番地１０ 62-5206 H26.3.18 中村　和寿 中村　和寿

中野デンタルサービス 440-0027 多米中町四丁目２３－４２ 64-0566 H02.04.01 中野正吉 中野正吉

中村セラミック 441-8117 浜道町字桜６０－１４ 45-3533 H13.02.28 中村剛敏 中村剛敏

ニートデンタル 440-0858
つつじが丘三丁目３５番地３
ジュネス６２－１０２

63-8796 H24.12.20 中神　淳夫 中神　淳夫

ヒロデンタルクリニック技工所 441-8104
山田二番町３２ＴＹマンション１Ｆ　医療
法人ヒロデンタルクリニック診療所内

48-0648 R3.2.11 (株)Dr Incubation 小嶋　有美子

フタガワクラフト 441-3133 大岩町西荒田５４番地の１４８ 41-4741 H22.5.21 林大輔 林大輔

ホワイト・ラボラトリー 441-8134 植田町字関取１１の２ 25-3354 H23.12.20 小林竜士 小林竜士

マキノ技工室 440-0858 つつじが丘二丁目７－１５ 61-4053 H02.04.02 牧野充良 牧野充良

マキノラボ 440-0894 魚町７２ 52-8219 S58.07.07 牧野宏 牧野　宏

マックデンタルアート
(R1.8.7～休止中 )

441-1114 森岡町１８－２ 74-0778 H21.2.1 平松邦宏 平松邦宏

マックデンタルアート 441-1114 豊橋市森岡町１８－２８ 88-0808 H30.8.8 平松邦宏 平松邦宏

松下歯科技工所 440-0028 多米東町三丁目１７－１２ 61-6956 S61.01.07 松下勇 松下　勇
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水野デンタルラボラトリー 440-0012 東小鷹野四丁目１９－１０ 66-2712 H23.4.1 水野啓司 水野啓司

みのわデンタルラボ 440-0837 三ノ輪町字本興寺２２－２ 62-2644 H08.01.06 山田和久 山田和久

村上デンタルラボラトリー 441-3301 老津町字今下１２６－１ 23-4186 S63.06.08 村上昌英 村上昌英

(有)名豊ラボ 441-8034 松村町２９－５ 48-0021 S58.08.01 (有)名豊ラボ 小早川勝教

矢崎ラボ 440-0864 向山町字池下７－５ 64-4558 H09.10.01 矢崎啓一 矢崎啓一

山口デンタル・らぼ 441-8122 天伯町字天伯１９３ 45-8041 H25.10.1 山口　将弘 山口　将弘

山田歯科技研 441-8002 吉川町１９０ H07.12.08 山田邦仁 山田邦仁

ヤマモト歯科技工 440-0822 伝馬町１０４－３ 63-8851 H08.11.30 山本尋久 山本尋久

和心技工房 440-0838 三ノ輪町４丁目３０－２ 63-5107 H20.11.27 鈴木和弘 鈴木和弘

全施設数：65施設
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