
歯科技工所台帳   

（令和 4年７月 19日時点） 

1.  船橋歯科補綴研究所 船橋市新高根３－９－１ 

2.  斎藤歯科技工所 船橋市松が丘１－１８－２ 

3.  センターラボ京葉 船橋市西船１－２０－３ 

4.  西野歯科補綴研究所 船橋市東船橋５－１１－８ 

5.  アラタ歯科技工研究室 船橋市滝台町５ 

6.  Ｄ．Ｌ．Ｋ 船橋市高根台１－１４－７ 

7.  松戸歯科補綴研究室 船橋市高根町２７６７ 

8.  永井デンタルラボ 船橋市習志野台１－９００ 

9.  須賀デンタルラボラトリー 船橋市旭町７４－６ 

10.  石橋デンタルラボ 船橋市本町７－１２－１４ 

11.  北爪歯科技工所 船橋市丸山１－３０－７ 

12.  谷澤歯科補綴研究所 船橋市夏見３－１１－１７ 

13.  鳥羽技工所 船橋市二和東５－５４－１０ 

14.  板野歯科技工所 船橋市駿河台２－２６－１２ 

15.  木栖歯科技工所 船橋市前原東５－３８－２３ 

16.  モリナガ・デンタルラボ 船橋市二和東５－５９－１ 

17.  庄司デンタル・ラボラトリー 船橋市前原西２－１０－２ サニーマンション２０７ 

18.  田口歯科補綴 船橋市三山２－４０－５ 

19.  ＲＣデンタルラボラトリー 船橋市二和東４－１－３０ 

20.  デンタルラボラトリー澤田 船橋市飯山満町３－１５１５－７ 

21.  株式会社ヤマフジ 船橋市宮本２－３－４ 

22.  スキップデンタルラボラトリー 船橋市金杉９－１６－３０ 

23.  アイ・ラボ・アズマ 船橋市三山９－１－９ 

24.  ＡｔｅｌｉｅｒＰｏｗｅｒ－Ｔｅｃ ＤＥＮＴＡＬ ＳＵＰＰＬＹ 船橋市本中山３－９－４ コスモス吉野１０１ 

25.  Ｍ・Ｋデンタルラボ 船橋市咲が丘４－１０－９ 

26.  有限会社Ｋデンタルアーツ 船橋市習志野台２－４９－１５ 波切ビル４０１ 

27.  京葉デンタルラボラトリー 船橋市二宮１－４２－１ 

28.  歯科工房齋藤 船橋市大穴北４－１５－９ 

29.  原澤デンタル・ラボラトリー 船橋市本中山３－８－１４ 

30.  有限会社デンタルラボ・サノ  船橋市咲が丘２－６－１５ 

31.  レインボーデンタル 船橋市松が丘５－４５－１１ 

32.  有限会社日本アート 船橋市大穴北１－２２－２２ 

33.  谷口デンタルラボラトリ 船橋市三山７－１１－１ 

34.  河田歯科技工所 船橋市藤原６－７－８ 

35.  ライト クラフト 船橋市丸山３－１７－１４ 



36.  ソルトデンタルラボ 船橋市習志野台６－２６－１０ 

37.  オクムラ・デンタルクラフト 船橋市本郷町４０５ 高津マンション１０２ 

38.  アート・Ｄ・クラフト 船橋市二和西３－２－３８ 

39.  有限会社ジェイディエル 船橋市山野町１８０－３ 藤ビル１Ｆ 

40.  デンタル工房志摩 船橋市新高根２－１６－６ 

41.  細谷歯科補綴研究所 船橋市旭町１－９－３１ 

42.  Ｅ＆Ｆ横内デンタルラボ 船橋市豊富町１４８２－５９ 

43.  ペアーデンタルラボラトリー 船橋市上山町１－２１４－６５ 

44.  ビームアーテック（ＢＥＡＭ ＡＲＴＥＣ） 船橋市金杉５－３０－２２ 

45.  カイホコ DL 船橋市習志野台８－６－２ 

46.  矯正歯科技工所・ａJａｘ（アヤックス） 船橋市湊町１－２０－２４ 

47.  プログレス・セラミック・オーソドンティック 船橋市二宮１－１０－７ 

48.  株式会社チョウケンデンタルサービス 船橋市東船橋５－２３－２１ セブンストーンビル２Ｆ 

49.  甲斐歯科技研 船橋市松が丘２－１９－１３ 

50.  野村歯科技工所 船橋市大穴南２－１５－２９ 

51.  ＹＵーＳＨＯＵ 船橋市二和東５－１３－１１ 

52.  イソザキ歯研 船橋市芝山５－３－１０ 

53.  もろはしＤｅｎｔａｌ Ｌａｂ 船橋市高根台４－１２－２ 

54.  髙萩矯正ラボ 船橋市薬円台５－１８－８ ルネッサンスハイム１０５ 

55.  タカハシセラミックス 船橋市松が丘２－２６－７ 

56.  有限会社ケイツーラボ 船橋市大穴北２－４６－３ 

57.  デンタルラボラトリ鶴 船橋市薬円台５－１６－１８ 

58.  Ｅｓ ＤＥＮＴＡＬ．ＬＡＢＯ 船橋市田喜野井４－４－１ 

59.  株式会社 Remco 船橋市芝山７－３３－１ 

60.  デンタルラボ松本 船橋市湊町１－１１－１３ 

61.  阿彦デンタルワークス 船橋市田喜野井１－２－３ 

62.  デンタルラボ・アベ 船橋市西船５－２２－１３ 

63.  アベ・デンタル・ラボ 船橋市大穴北３－２７－１６ 

64.  Ｔ－ＦＡＣＴＯＲＹ 船橋市二和西１－３－３ 

65.  は組デンタルサービス株式会社 船橋市二和東４－１１－１７ 

66.  株式会社仁務 （伊藤歯科技研） 船橋市前原西３－１８－１０ 

67.  シグマクラフト 船橋市薬円台６－１２－４ 小倉セントラルビル２０１ 

68.  株式会社ＺＯＯ ＬＡＢＯ 千葉事業所 船橋市西習志野３－２７－１１ 1Ｆ 

69.  株式会社 Dental Base M-Design 船橋市南三咲２－５－１８ 第２ワーゲンビル２F 

70.  アイデンタルラボ 船橋市高野台５－２０－１３ 

71.  イイダデンタルラボ 船橋市大穴北８－１５－２４ 

72.  株式会社 SPARKLE 船橋市夏見６－２２－９ 



73.  TDL 船橋市夏見４－３８－１ 

74.  ジャパンデンタルユナイテッドラボ 船橋市三山２－４３－６ レジデンス本田１F 

75.  株式会社ニューズデンタルラボ 船橋市東船橋２－８－８ 渡辺ビル２０１ 

76.  ＦＤラボラトリー 船橋市本町６－１７－３ エトワール船橋１０１号 

77.  株式会社ＡＰＥＸ 船橋市前原西２－１－７ 津田沼コーポレイティブ２Ｆ 

78.  矯正歯科技工研究所ケーズ 船橋市湊町２－１２－２３ アーバンヒルズ船橋３０４ 

79.  ＹＴデンタル 船橋市大穴北４－７－１７ 

80.  フォレスト・ワン ラボラトリー 船橋市前原西２－３２－５ 

81.  ティースライン 船橋市三山２－４３－６ レジテンス本田３０３ 

82.  株式会社日本キャストプレート 船橋市湊町１－１－３ 吉本ビル３Ｆ 

83.  つるデンタルラボ 船橋市新高根１－２６－５ 

84.  株式会社Ｄ－エスペランサ 船橋市西船４－１９－１０ 田島ビル３Ｆ 

85.  株式会社 CIMA 船橋市前原西２－１－７ 津田沼コーポレイティブ２F 

86.  株式会社ニューデンタル 船橋市本町５－１１－２ 

87.  株式会社 Dental Blue Ocean 早川丸 船橋市高根台６－２－２２ ロイヤル SXビル４階４０２ 

88.  株式会社Minowa Magi Dental Systems  船橋市三山８－８－４ 

89.  デンタルスペシャリティーズ 船橋市藤原３－３１－１５ 

90.  株式会社 HT LABO 船橋市西船４－２９－１６ エステート・ショーエー２０３ 

91.  医療法人社団佑健会 CRAFT ZERO 船橋市芝山３－１２－１５ メルベーユ１階 

92.  有限会社ディタ 船橋市東船橋２－１０－３ 

93.  キャットデンタルセラミクス 船橋市西船４－１５－２４ 

94.  歯一ツクル 船橋市二和西４－２１－３ 

95.  Beauty D-LAB 船橋市本町１－１７－１ フロレンティーナ２０１号室 

96.  シエルブルーラボラトリー 船橋市本町７－２５－１ 

 


