
技工所名称 郵便番号 所在地 開設者氏名

先端歯科技工センター 861-0921 玉名郡和水町津田1563-7 神崎昌二

Ａ・Ｄ・Ｌ 864-0163 荒尾市野原１６３７－１ 岡本　晃

ニシムラＤ－ＬＡＢ（義歯研究所） 865-0064 玉名市中１３４２－８　グレース第７ビル２０１ 西村　新一郎

Ａデンタルラボ 869-0222 玉名市岱明町野口２６４４－８ Ａデンタルラボ合同会社

テクニックルーム・ニエダ 864-0041 荒尾市荒尾１１２９－１ 仁戸田　敏治

イトー技工所 864-0004 荒尾市宮内出目７０６－３ 伊藤　弘樹

ＧｏｏｄＮｅｅｄｓ 864-0042 荒尾市東屋形４－１－１ 脇　大史

まつなが歯科技工所 865-0124 玉名郡和水町原口８１８ 松永　靖明

デンタルラボウエダ 865-0005 玉名市玉名１７６１－１ 植田　健一

SKデンタルラボラトリー 864-0033 荒尾市緑ヶ丘４－６－７ 蒲原　信介

デンタル工房まつお 864-0014 荒尾市上平山７８－１ 松尾弘幸

オリジン 864-0005 荒尾市大平町２丁目５１－３ 下田真生

真技工 864-0162 荒尾市金山１９１３－２９ 永田　佳郎

協和精巧 864-0026 荒尾市牛水６７５ 和田　圭史

ラボＭＤ 869-0213 玉名市岱明町大字扇崎２２５ 外﨑　真樹

ラボ・ミヤモト 869-0105 玉名郡長洲町清源寺２１３７－５ 宮本　時彦

本田デンタルラボラトリー 869-0123 玉名郡長洲町大字長洲３３２４－３ 本田　崇

有明歯研 869-0123 玉名郡長洲町大字長洲２０４０－１ 谷口　洋

セレクト 861-0837 玉名郡南関町上長田１６３１－１ 山口　功

岡部歯科技工所 861-0821 玉名郡南関町下坂下４６１４ 岡部　公生

ティース工房外﨑 869-0236 玉名市岱明町西照寺２００－１ 外﨑　貴士

岡村補綴製作 869-0211 玉名市岱明町鍋１６８ 岡村　誠司

笠原歯科技工所 865-0016 玉名市岩崎１０８８－１ 笠原　充

黒川歯科技工所 865-0066 玉名市山田１８３６－１７３ 黒川　博

西口歯研 865-0044 玉名市片諏訪７３ 西口　浩行

西本歯科技工所 865-0051 玉名市繁根木９４－１０ 西本　正春

東郷デンタルラボラトリー 864-0015 荒尾市平山２２５６－２１５ 中田　勝善

サカタデンタルラボラトリー 864-0004 荒尾市宮内字鐘撞８４５－１ 坂田　敏之

玉名歯科技工センター 864-0002 荒尾市万田８６５－７ 早野　政信

ワークスデンタルラボラトリー 864-0033 荒尾市緑ヶ丘４丁目４－７ 堺　明典

岩崎デンタルラボラトリー 864-0012 荒尾市本井手３５５－２ 岩崎　司

アラオデンタルラボラトリー 864-0011 荒尾市下井手１１１２－３ 坂田　靖典

本村デンタルラボ 864-0041 荒尾市荒尾２７２１－２５ 本村　公広

田上義歯製作所 864-0041 荒尾市荒尾普源寺１２４４ 田上　保二

デンタルアート黒川 864-0162 荒尾市金山１１５４－２ 黒川　慶輔

武藤歯研 864-0163 荒尾市野原１２３２－４ 武藤　洋一

Ｇデンタル 861-0526 山鹿市下吉田１０８７－５ 宮本　敏郎

Ｔ・Ｍデンタルプロダクツ 861-0331 山鹿市鹿本町来民２３１４ 森口利美

テックス 861-0501 山鹿市山鹿１７５８－５ 今井　喜美男

景 861-0501 山鹿市山鹿１ 有限会社景

藤田歯科技工所 861-0532 山鹿市鹿校通４－３－１４ 藤田　昭敏

歯科技工法に基づき開設した歯科技工所一覧（平成２９年１月末時点営業中のみ）

1



技工所名称 郵便番号 所在地 開設者氏名

株式会社トライアングル 869-1108 菊池郡菊陽町光の森7-7-8 株式会社トライアングル

Ｏｚ　Dental　Ｌａｂ 869-1233 菊池郡大津町大津1-5 中田賢治

株式会社　芳晟 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼494 株式会社　芳晟

株式会社　愛歯 869-1102 菊池郡菊陽町原水 株式会社　愛歯

立石歯研 861-1112 合志市幾久富１９０９－１２２４ 立石　末富

菊南ラボラトリー 861-1102 合志市須屋２８７－１７ 中元　賀惠

Teeth　Atelier  KAWAGUTI 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼３８６５－１４ 河口　宗広

ライズデンタルセラミック 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼３９２７－２ 吉村和則

Ｉ，Ｏデンタルオフィス 861-1213 菊池市泗水町南田島492 小川　勇

ＴＳラボ 861-1103 菊池郡西合志町野々島5620-4 松川秀昭

千代田歯研 861-1102 菊池郡西合志町須屋２９７２－１２２ 有限会社千代田歯研

御代志ラボ 861-1104 菊池郡西合志町御代志１８７３－２５ 村上　陽一

財津歯科技工所 861-1103 菊池郡西合志町野々島５０７６－２ 財津　正明

デンタル工房ニシダ 861-1102 菊池郡合志町幾久富１９０９－２３０ 西田　一生

杉並歯研 861-1102 菊池郡合志町幾久富１６４２－４８ 宮本　博

金井歯研 861-1115 菊池郡合志町豊岡２０１１－７６ 金井　俊明

デンタルクリエイト 861-1112 菊池郡合志町幾久富１８６６－８７２ 片山　直樹

甫喜本歯科技工所 861-1115 菊池郡合志町豊岡２５２７－３２８ 甫喜本　一人

エムズデンタルスタジオ 861-1115 菊池郡合志町豊岡２０１１－５９ 森　慎一

デンタルラボ自然堂 861-1112 菊池郡合志町幾久富１９０９－８６３ 宿輪　亮二

デンタルラボキモト 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼４３０５－２３ 木本　拓郎

村上歯科工房ガイア・テクノロジー 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼２２５－４ 村上　和夫

デンタルラボノダ 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼７７８－２ 野田　孝幸

ＮＤＬワタナベ 869-1233 菊池郡大津町大津２２０１－４ 渡辺　康治

デンタルラボ城 861-1331 菊池市隈府１３８１ 城　健司

デンタルトラスト 861-1331 菊池市隈府１１５－１５ 有限会社デンタルトラスト

北村歯科技工所 861-1325 菊池市袈裟尾１０１３－１ 北村　明男

ＹａｍａＤｅｎｔ 861-1313 菊池市出田２６７５－２ 山下　憲太朗

ZERO-Art匠 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1451 金子 貴史

デンタル工房　中村 869-2301 阿蘇市内牧１９６０－２ 中村　洋介

石松歯科工房 869-2502 阿蘇郡小国町黒渕３５１６ 石松　賢二

歯科工房Ｉ 869-2501 阿蘇郡小国町宮原２７８１－８ 高野　博幸

デンタルアート松本 869-2302 阿蘇市三久保４４３－２４ 松本　良幸

森工房 869-2224 阿蘇市蔵原７４０ 森　美津子

大阿蘇歯研 869-2225 阿蘇市黒川７５ 園田　頼一

坂梨技工所 869-2601 阿蘇市一の宮町手野２７０８ 坂梨　弘幸

Ｕ－ｗａ　ｄｅｎｔ 861-2231 上益城郡益城町安永８７０－５１ 吉本　友和

㈱デンタ・プランニング         上益城郡御船町陣１９９７－４ ㈱デンタ・プランニング

D－craft 861-3103 上益城郡嘉島町井寺2860 藤澤　暁

ウエツカデンタルラボ 861-4616 上益城郡甲佐町田口１２５９ 上塚　良一

吉永歯科技工所 861-2236 上益城郡益城町広崎８２３－４ 吉永　裕恒

広崎歯研 861-2236 上益城郡益城町広崎１３０３－１ 富永　謙一
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技工所名称 郵便番号 所在地 開設者氏名

デンタルテックマシキ 861-2232 上益城郡益城町馬水８－６ 原口　雅伸

タケナガ・デンタル・ラボ 861-2236 上益城郡益城町広崎１０２２－１４ 竹永　晴彦

斉藤歯研 861-2236 上益城郡益城町広崎１３６２－２３ 斉藤　学

坂本デンタルラボ 861-3322 上益城郡御船町上野１５３８－２ 坂本　裕二

インターデンタルラボラトリー 861-3202 上益城郡御船町小坂２４７０－９ 須﨑　慎一

池田製作所 869-0552 宇城市不知火町高良２５１６ 池田　伸一郎

デンタルプランニングサービス 869-0521 宇城市松橋町浦川内８２４－８
有限会社デンタル・プランニング・
サービス

園田歯科技工所         宇城市小川町南新田１２４６－２ 園田　幸夫

高野デンタルラボラトリー 869-0502 下益城郡松橋町松橋1051 高野　正也

プラネットデンタルラボ 869-0431 宇土市本町１丁目１０１ 西浦　和正

みさとデンタルラボ 861-4406 下益城郡美里町馬場字麻生平３４４－１４ 渡邊　健

おやまデンタルラボ 869-0422 宇土市入地町２３８－１３ 小山　喜久

ＯＹＡＭＡデンタルラボラトリーズ 869-0533 宇城市松橋町両仲間２９０－１ 小山　智巳

デンタルラポラトリー　プレスト 869-0521 宇城市松橋町浦川内８２４－８ 立山　政記

光工房 869-0633 宇城市小川町新田１３１６－８ 前﨑　光治

ワイデンタル 869-0512 宇城市松橋町曲野２８３３－１７ 木村　好来

ＭＳデンチャー 869-0543 宇城市松橋町南豊崎７１１－１４ 志賀　政史

鶴技工所 869-0532 宇城市松橋町久具２０６８ 鶴　辰雄

川口デンタルラボ 869-0416 宇土市松山町１４０５－２４ 川口　浩

ｂ．ｂｒｉｄｇｅ 869-4212 八代市鏡町下有佐１０２ 岡本　諭香

合同会社Dental Labor Berg 866-0815 八代市長田町２９００－２藤田アパート１０１号 合同会社Dental Labor Berg

ＪＩＮ．デンタリックス 866-0805 熊本県八代市宮地町１８３６－２ 仁田原　浩

有限会社D．スタッフ 866-0805 八代市宮地町１８９１－１ （有）D．スタッフ

LABO adapt 866-0053 八代市千反町２丁目１２－１０　ブランビル２F 伊佐　章夫

Dental　Studio　リアル 866-0893 八代市海士江町3247-8 田添祐子

K・スタジオ 866-0014 八代市高島町４２８９－６ 久保　貴裕

有限会社デンタルトラスト八代営業所 866-0813 八代市上片町１５６１－１ 有限会社デンタルトラスト

Ｋ＇ｓ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｒａｆｔ 869-4812 八代郡氷川町網道２１５－１２ 涌田　健

杉本歯科技研 869-4225 八代市鏡町北新地１４０６ 杉本　伸一郎

Ｄｅｎｔａｌ工房ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ 866-0884 八代市松崎町２６－３ 宮下　康志

Ｓ・ＤＥＮＴ 866-0844 八代市旭中央通り１１－１０ 佐波　勇一

Ｉ＆Ｉデンタルラボ 866-0896 八代市日置町７１４－１ 楠本　智章

永田デンタル・スタジオ 869-4211 八代市鏡町上鏡９１８ 永田　伸一郎

カワハラカンパニー 866-0053 八代市千反町１丁目８－１０ 川原　寿文

有限会社デンタルラボ　上三垣 866-0085 八代市植柳元町５３６６－５ （有）デンタルラボ上三垣

有限会社ムラサキ・デンタル・ラボラトリー 866-0825 八代市井上町２６１
（有）ムラサキ・デンタル・ラボラト
リー

山口歯科技工所 866-0805 八代市宮地町４８９ 山口　春男

八代技工舎 866-0893 八代市海士江町３１６４－５ 渡辺　幸治

ヤマガ・デンタル・ラボラトリー 866-0898 八代市古閑中町３０３３ 山鹿　悟

植田歯科技工所 866-0866 八代市鷹辻町２－１１ 植田　好

（有）森八代歯科精密技工所 869-4223 八代市鏡町貝洲１６８ （有）森八代歯科精密技工所

坂本歯科技工所 866-0831 八代市萩原１－３－８ 坂本　勝太郎
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技工所名称 郵便番号 所在地 開設者氏名

井上歯科技工所 866-0884 八代市松崎町２５６－７ 井上　勝範

イケダレンタルラボ 867-0012 水俣市古城２－８－３ 池田　達哉

デンタルラボマエダ 869-5603 津奈木町岩城１４８９－４ 前田　守康

山口ラボラトリー 867-0058 水俣市丸島町２－１－２ 山口　幸夫

弥生歯科技工所 867-0011 水俣市陣内１－２－５ 弥生　英次朗

ユース　デンタル　ラボラトリー 868-0501 球磨郡多良木町多良木3115-1 渕田　祐紀

甲斐裕美歯科技工所 868-0701 熊本県球磨郡水上村岩野２５４６ 甲斐　裕美

一武歯科技工所 868-0421 球磨郡あさぎり町上東１５３６番地 西　悟志

ＮＳＤ 868-0422 球磨郡あさぎり町上北１５５４－１ 新谷　信夫

株式会社　ＴＲＹ工房 868-0303 球磨郡錦町大字西３２８７番地の３２ 株式会社　ＴＲＹ工房

エースデンタル 868-0092 球磨郡山江村大字山田丁２２４６ 川辺　英輔

歯夢工房ラボ・よしはら 868-0086 人吉市下原田町瓜生田８８４－２ 吉原　敬二

平野技研 868-0422 球磨郡あさぎり町上北９５３－６ 平野　信行

真和技工所 868-0021 人吉市鬼木町１３８９－１ 浦崎　文夫

ＫＤＬ 868-0607 球磨郡湯前町９７７ 久保　寛成

三裕 868-0072 人吉市西間下町１０４９－３ 緒方　洋一

多良木歯科技工所 868-0501 球磨郡多良木町多良木１０４５－８ 柳本　忠臣

小本歯科技工所 868-0302 球磨郡錦町一武２１１１ 小本　文雄

東山デンタルラボラトリー 868-0302 球磨郡錦町一武１９９９－１ 東山　敏美

まるごわーくす 863-0002 天草市本渡町本戸馬場６００－２ 後藤　克允

やだぎこうしつ 863-1901 天草市牛深町１５２２－５ 矢田　伸一郎

はらだラボ 861-6305 天草市栖本町湯船原６２２－１ 原田　一孝

森本デンタルクラフト 863-0041 天草市志柿町5422-20 森本伸二

コスモデンタルスタジオ 863-0048 天草市中村町１０－１７ 鶴﨑　寿久

佐々木・デンタル・ラボラトリー 963-1721 天草市魚貫町１９３０ 佐々木　進

坂口歯研 866-0101 上天草市姫戸町姫浦９５５ 坂口立身

倉田ラボラトリー 863-0041 天草市志柿町５３０７－３ 倉田　政也

ＫＳ１　デンタルアート 863-0038 天草市南町１１０６の２ 白坂　健一

天草歯科技工所 863-2804 天草市天草町高浜南２７０８－１ 吉田　義輝

ＫＵＲＡ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 861-7203 天草市有明町大浦３６８６－２ 久良　伸二

松本歯科技工所 863-1901 天草市牛深町２１８２ 松本　省吾

金中デンタルアート 863-1901 天草市牛深町２０４－１ 金中　公平

Ｕ　Ｄ　Ｌ 863-0044 天草市楠浦町１１５４－１ 梅川　良一

ＤＬカマダ技工室 863-0003 天草市本渡町本渡９３５ 釜田　康志

天草ラボセンター 863-0003 天草市本渡町本渡２６８０－１ 神　雅廣

中村ラボラトリー 863-0003 天草市本渡町本渡１９５８－１３ 中村　義昭

小川デンタルラボラトリー 863-0041 天草市志柿町５１８５－１４ 小川　初喜

丸全ティースファクトリー 863-2171 天草市佐伊津町２１４４ 全　富貴男
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