1ページ

歯科技工所
Ｈ29.4.1現在
施
設
正
式
名
称

開
設
者
氏
名

住
所

開
設
年
月
日

熊本義歯センター

熊本市西区花園６丁目４４－１１７

宗像 篤志

平成 12年01月01日

デフトテック

熊本市西区春日１－９－１

上田博文

平成 28年07月05日

Ｄ．Ｌ．飛髙

熊本市西区春日5丁目15-13

飛髙 敏行

平成 22年10月10日

有限会社 ＴＳＬ

熊本市西区春日８丁目１３－３

有限会社 ＴＳＬ

平成 16年09月01日

歯科技工所 みず田

平成 19年11月29日

歯幸社

熊本市西区小島上町２４６－１ ゆみこ歯科クリ 水田 智道
ニック２階
熊本市西区松尾町近津１０１６－２
本田 幸一郎

Ｄentたかはし

熊本市西区新土河原５７４番地

高橋 祐三

昭和 60年09月26日

デンタルラボ ＡＱＵＡ

熊本市西区池上町1128-13

池上 和宏

平成 15年01月01日

ing.D.L

児玉 和隆

平成 18年03月09日

DENTAL CARE ASSIST

熊本市西区池田1丁目35番22 Cコーポ103号
室
熊本市西区池田２丁目21-47

坂口 信彦

平成 14年12月20日

natura（ナトゥーラ）

熊本市西区池田2丁目4-32

渡邉 尚樹

平成 23年05月09日

島崎歯研

熊本市西区池田２丁目８－２

上村 敬三

平成 02年08月15日

西部デンタル企画

熊本市西区田崎１丁目５－１５５－４

坂入 孝之

平成 20年01月07日

今村歯科技工所

熊本市西区田崎１丁目7-25-3

今村 博之

平成 15年05月06日

Ｖｉｔａｌ（バイタル）

熊本市西区島崎２丁目１７－２１

根本 亜矢子

平成 25年02月18日

Ｔ－デンタルラボラトリー

熊本市西区島崎７丁目１７－２

土田 晶子

平成 27年12月10日

有限会社 三英デンタル・ラボラトリー

熊本市西区二本木３丁目１０－３

昭和 63年05月01日

ＳＵＮＳ ＤＥＮＴＡＬ

熊本市中央区琴平本町3-38

有限会社 三英デンタ
ル・ラボラトリー
木村 直樹

ブレインテック・ニシキド

熊本市中央区九品寺１丁目８－２８－３０７

錦戸 徳則

平成 13年10月09日

アール.テック.ラボラトリー

熊本市中央区迎町１丁目３－３

津守 貴

平成 18年01月05日

株式会社 伊東デンタル研究所

熊本市中央区子飼本町４－１３

ザハデンタルラボラトリー

熊本市中央区出水６丁目３－１７

株式会社 伊東デンタル 平成 07年03月22日
研究所
座覇 政次
昭和 50年03月01日

有限会社 日歯研

熊本市中央区春竹町大字春竹４８１－３

有限会社 日歯研

Dental Lover Roots

平成 22年08月16日

熊本セラキャスト

熊本市中央区新屋敷1丁目22-10 新屋敷ビル 川内 大輔
2F
熊本市中央区新屋敷３丁目１６－６ 泉ビル３Ｆ 玉置 泰明

熊本デンタルラボ

熊本市中央区新大江２－１１－９

有限会社 菅鉢商会

平成 29年03月01日

デントクラフト

熊本市中央区新大江２丁目１８－２－１Ｆ

種場 靖

平成 14年01月15日

タツヤマインターナショナルデンタルラボ 熊本市中央区新大江3-5-16 ライズ新大江
501
デンタル・ワークス
熊本市中央区新大江３丁目１４－８３

龍山 佳生（鄭 善己）

平成 29年02月01日

上田 耕太郎

平成 09年09月09日

ＤＴＳ（ディーティーエス）

熊本市中央区新町２丁目９－９

中村 徳人

平成 24年10月02日

ワタナベデンタルラボラトリー

熊本市中央区新町４丁目8-15

渡邉 一貴

平成 12年09月18日
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津原歯科技工所

熊本市中央区神水１丁目１６－２

津原 和志

昭和 58年04月01日

有限会社パン・テック

熊本市中央区神水本町９－５

有限会社パン・テック

平成 14年09月02日

笠原デンタルラボラトリー

熊本市中央区水前寺1-31-6 トーカン水前寺 笠原 雅
キャステール206
熊本市中央区水前寺３丁目２－１４ フラワービ 松下 良太郎
ル401
熊本市中央区水前寺６丁目４０－８
宮崎 淳

平成 21年10月13日

昭和 63年04月01日

中山技工所

熊本市中央区帯山１丁目４０－２３－１４ 帯山 梶尾 潔
パークマンションＤ－１
熊本市中央区帯山４丁目２０－３１
中山 諭

西守歯研

熊本市中央区大江２丁目１１－３９

昭和 50年04月01日

ジェイ テック

平成 07年06月20日

Ｃ.Ｙ.Ｌ クレスコ ヨコタ ラボ

熊本市中央区大江２丁目１５－５ エイトビル ２ 森 郁雄
Ｆ
熊本市中央区大江３丁目１０－４３
横田 敏也

西日本デンタルアート

熊本市中央区大江３丁目６－８ 三祐ビル４階

森 健司

昭和 50年05月12日

株式会社九州ＤＭＣ

株式会社九州ＤＭＣ

平成 24年07月01日

☆末川デンタルラボ

熊本市中央区大江４丁目１５－４２ ＫＴ丸徳ビ
ル２Ｆ
熊本市中央区大江４丁目１７－１７

末川 孝浩

平成 25年08月06日

Studio IMO スタジオアイエムオー

熊本市中央区大江４丁目１９－２０ ２F

平島 将臣

平成 25年03月20日

有限会社 グランツ・デンタル・ラボラト
リー
吉本 デンタルラボ

熊本市中央区大江４丁目７－９

松下デンタルラボラトリー
Rainboｗ Dental Labo レインボー、デン
タル、ラボ
カジオ・デンタル・ラボラトリー

有限会社 西守歯研

平成 16年09月17日
平成 14年05月09日

昭和 50年05月20日

平成 10年12月04日

株式会社九歯研

有限会社 グランツ・デン 平成 13年09月17日
タル・ラボラトリー
熊本市中央区大江４丁目９-２５ キングドム21 吉本 貴美夫
平成 15年01月16日
－103号
熊本市中央区大江６丁目２４－１
株式会社九歯研
昭和 53年01月06日

有限会社 ケイ・シー・デ・ラボ

熊本市中央区大江本町７－６

K'2Labo

平成 07年01月06日

熊本市中央区渡鹿7-633-4

有限会社 ケイ・シー・
デ・ラボ
隈井 信一

有限会社 ＵＤＬ

熊本市中央区内坪井町７番１６号

有限会社 ＵＤＬ

平成 26年04月01日

ライズ デンタル セラミック

熊本市中央区南熊本４丁目７－１９

吉村 和則

平成 15年10月10日

ラボ・テック、エイブル

熊本市中央区南熊本５丁目２－１７

清田 善孝

平成 13年01月15日

ＫＤＬ(有)清藤歯科技工所

熊本市中央区白山１ー６ー６５

昭和 57年01月20日

友沢デンタルサービス

熊本市中央区八王寺町３１－２５

ＫＤＬ有限会社 清藤歯
科技工所
友澤 富男

Beadsデンタルラボラトリー

Beads corporation 株式
会社
有限会社 ユメプラント

平成 29年03月15日

有限会社 ユメプラント

熊本市中央区本荘6-4-3 ミッドフィールドブロ
スビル402
熊本市中央区本荘6丁目15-28

有限会社 トーリテックス

熊本市長嶺東５丁目２９－１５

有限会社 トーリテックス 平成 19年04月02日

IDS

熊本市東区榎町７－３

今村 哲典

平成 16年03月10日

ＫＤＬ 岸本デンタル・ラボ

熊本市東区下江津１丁目５－１０５

岸本 和夫

平成 18年04月01日

マルフジ歯科ポーセーレン技工所

熊本市東区下南部３丁目７－６

丸藤 和昭

平成 13年01月01日

フクダデンタルラボラトリー

熊本市東区下南部３丁目８－３２

福田 孝

平成 03年06月01日
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ディー・ファンクション

熊本市東区健軍２丁目２５－１

上口 勝也

平成 18年05月11日

エス・デンタル工房

熊本市東区戸島6丁目212-2

佐藤 光徳

平成 22年10月12日

プライムデンタルクリエイト

熊本市東区戸島西７丁目１４－２３１

宮﨑 文広

平成 21年08月01日

如田デンタルラボ

熊本市東区御領６丁目９－４６

如田 純一

平成 15年06月02日

松本ハイテック

熊本市東区佐土原１丁目１７－１２

松本 靖夫

平成 08年08月08日

サンアート・セラミック・オフィス

熊本市東区三郎１丁目１０－４９

金子 三郎

平成 11年03月01日

戒能ラボ

熊本市東区三郎１丁目１２－８１

戒能 英彰

昭和 56年12月20日

共栄歯研

熊本市東区山ノ神２丁目１４－３４

古賀 正巳

平成 10年06月01日

フォルムデンタル

熊本市東区山之内1-3-17

瀬崎広文

平成 23年04月01日

株式会社 ＰＬＡＮＴＳ

熊本市東区若葉１－１－１ ホワイトハウス３０１ 株式会社 ＰＬＡＮＴＳ

平成 22年04月03日

若葉ラボ

熊本市東区若葉５丁目１－１８

藤﨑 文博

平成 04年01月06日

ＳＥＩ Ｄｅｎｔａｌ Ｌａｂ

熊本市東区若葉５丁目１８－９

山村 正一

平成 23年10月20日

デントハウス

中津 裕明

昭和 62年01月05日

タケダ・デンタルラボ

熊本市東区秋津新町１１－２７ 誠和ビル２０２
号
熊本市東区小山6丁目7番7号

武田 清

平成 26年10月01日

松岡技工所

熊本市東区小山町３５７７－３

松岡 伸一

昭和 61年12月01日

デンタル・デザインズ

熊本市東区小峯３丁目９－２０

登 量紀

平成 13年03月01日

マエムラデンタルラボラトリー（ＭＤＬ）

熊本市東区沼山津２丁目１４－５７

前村 邦彦

平成 19年11月01日

Ａｒｔｉ

熊本市東区新南部５丁目５-６０

井上 亮平

平成 19年10月10日

Ｔ・Ｍ デンタル アート

熊本市東区西原2丁目33-28

渡邊 孝

平成 26年02月01日

デンタルラボ Blue Cherry

熊本市東区長嶺東３丁目６－２９

笹本 美雪

平成 22年01月26日

ワタベ・デンタルラボ

熊本市東区長嶺南５丁目２－５

渡部 康生

昭和 58年03月06日

Ｔ・セラミックス

加来 知倫

平成 06年01月04日

ヤマザキ・デンタルラボ

熊本市東区東京塚町１－２５ 竹岡ビル ２０１
号
熊本市東区東本町６－３

山崎 紀親

平成 11年01月05日

東歯科技工所

熊本市東区東野３丁目２０－４

東 憲治

昭和 40年10月01日

ＲＩＺＥ

熊本市東区八反田３丁目１５－２０ 北原店舗Ａ 小糸 誠

平成 28年04月28日

大和歯研

熊本市東区尾ノ上１丁目１７－１５

坂口 一知

昭和 53年01月05日

M２・セラミック・オフィス

熊本市東区尾ノ上４丁目１９－１４

森口 光成

平成 14年12月06日

Ｋテックラボ
愛デンチャーラボ

熊本市東区保田窪２ー１ー２３ 中小路第２ビル 大村 和明
２Ｆ
熊本市東区保田窪本町8-10
金子 好伸

有限会社ネオデンタルラボラトリー

熊本市南区近見２丁目１３－１３

川﨑デンタルラボ

熊本市南区御幸笛田７丁目１２－７
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セラミック・デンタル・オフィス

熊本市南区御幸笛田８丁目２－１７

上野 勝昭

平成 06年10月10日

村島歯研

熊本市南区荒尾１丁目２－２０

村島 和成

平成 14年03月01日

デンタルラボＬＭ

平成 28年10月06日

大河デンタルラボラトリー

熊本市南区出仲間８丁目２－３３ 出光アパート 吉村 光男
１０１号
熊本市南区城南町隈床５８３
大河 博治

龍工房

熊本市南区城南町碇１９９－１０

平山 龍一

平成 21年12月08日

熊本歯研

熊本市南区城南町碇４７４

中野 建剛

昭和 60年01月01日

國﨑デンタルラボ

熊本市南区城南町鰐瀬１２９４－２

國﨑 英智

平成 22年10月20日

玉デンタルラボラトリー

熊本市南区川尻４丁目１－２７

玉置 泰伸

昭和 49年02月01日

内田デンタルラボラトリ

熊本市南区内田町１９３８－４

内田 誠

平成 03年01月20日

協福歯科技工所

熊本市南区南高江１丁目１０－９

溝口 正一

平成 14年03月04日

Ａｌｉｆｅ

熊本市南区南高江１丁目１６－２９

岡村真吾

平成 29年02月01日

Ｄ．アヴァンセ

熊本市南区白藤１丁目１１－３０

鶴長 敬一郎

平成 14年09月15日

アズテック

熊本市南区八幡１１丁目１６－１４

有限会社 アズテック

平成 11年04月26日

中林デンタルラボ

熊本市南区八分字町２９３３－６

中林 大介

平成 11年08月29日

mocoデンタルラボラトリー

熊本市南区浜口町21

植村 高志

平成 24年08月20日

Ｋ'ｓデンタルクラフト

熊本市南区富合町硴江312-1

河口義広

平成 20年11月17日

株式会社 アラキ

熊本市南区平田１丁目１－５２

株式会社 アラキ

平成 26年04月02日

酒井デンタルラボラトリー

熊本市南区野口４丁目３－８

酒井 朗

平成 14年08月15日

Ｍ．デンタルアート

熊本市南区野田１丁目２－２５ １Ｆ

斉藤 真美

平成 09年06月05日

小嶋歯科技工所

熊本市南区良町１丁目１０－３０

小嶋 国広

平成 11年07月01日

ムラカミデンタルテクノ（ｍｄｔ）

熊本市北区山室４丁目１－１１

村上 太子

平成 15年05月25日

デンチャールーム玉置

熊本市北区四方寄町６６９

玉置 泰朗

平成 02年05月05日

岩崎歯科技工所

熊本市北区四方寄町686-1

岩崎 敏博

平成 25年03月19日

デンタルラボ・エッセンス

熊本市北区植木町大和32-9 坂梨ハイツ1号

緒方 隆充

平成 26年01月06日

デンタルスタジオ田嶋

熊本市北区清水新地５丁目７－６

田嶋 恭孝

平成 05年05月06日

（有）メディカルロングサービス

熊本市北区清水町新地５丁目１０－２９

林歯科技工研究所

熊本市北区清水東町２－７９

有限会社 メディカルロン 平成 14年07月29日
グサービス
林 祐治
平成 16年01月03日

シバ・デンタル・ラボ

熊本市北区清水万石５丁目１－７１

芝 喜四男

昭和 61年09月11日

ワイジィー・デント

熊本市北区西梶尾町579-18

吉田 聖一

平成 22年03月21日

島田歯科工房２１

熊本市北区打越町１１－４１

島田 利通

平成 13年10月01日

一滴矯正ラボ

熊本市北区打越町２５－１６

一滴俊晴

平成 16年10月01日
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愛歯

熊本市北区大窪４丁目２－４２

株式会社 愛歯

平成 05年11月01日

有限会社キャスティングアイ

熊本市北区大窪４丁目２－４２

平成 16年09月24日

ｆａｋｅ（フェイク）

熊本市北区鶴羽田町１１１４－６

有限会社キャスティング
アイ
吉里 英治

IＭＤラボ

熊本市北区鶴羽田町４９２

松岡 宏

昭和 62年04月01日

セラミックス・スタジオ T'S

熊本市北区鶴羽田町584-1

高本 和宏

平成 16年01月05日

ノアデンタルラボラトリー

熊本市北区鶴羽田町７８２－６

濵﨑 保臣

平成 13年10月05日

CERAMIC ART HIGASI

熊本市北区兎谷１丁目１－１０７

東 昌夫

平成 02年04月01日

ジョイクリエイト

熊本市北区徳王2丁目1-58

中野 進也

平成 24年04月09日

アルゴラボラトリー

熊本市北区八景水谷２丁目9-5

増田 和博

平成 13年01月05日

セラ・デント・ヨシナガ

熊本市北区武蔵ヶ丘２丁目６－１０

吉永 隆志

平成 07年09月07日

Ardent アーデント

熊本市北区麻生田3丁目7-50

鹿山 誠

平成 24年07月02日

Dental Labolatory Tsuda

熊本市北区龍田４丁目１－２８

津田 裕士

平成 08年09月02日

Dental Labo エフティーク

熊本市北区龍田7丁目27-33

藤島 正敏

平成 25年04月01日

エムデンタルラボラトリー

熊本市北区龍田陣内４丁目１８－２２

磯﨑 満潮

平成 10年05月07日
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平成 18年04月03日

