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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

佐久保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

関歯科技工所 個人 384-0027 小諸市六供乙632-2 関　敏夫 S.39.10. 1

依田デンタルラボラトリー 個人 384-0033 小諸市市町3-69 依田　俊介 H25.3.21

木内技工所 個人 384-0095 小諸市大字御影新田2515-6 木内もとえ H. 5. 1. 8

ベストテック 個人 384-0061 小諸市大字加増1200-2 高橋　亮 H18.3.9

（同）M・T・F 合同会社 384-0802 小諸市乙656-5 元田　和博 R1.8.8

土屋歯科技工所 個人 385-0053 佐久市野沢190-4 土屋　幸男 S.32.11.21

浅科歯科技工所 個人 384-2104 佐久市甲1606-9 加藤　悌一 S.51.12.17

東信デンタルラボラトリー 個人 385-0006 佐久市志賀3295 神津　祥一 S.53. 1. 1

二見歯科補綴研究所 個人 384-2102 佐久市塩名田1348 二見　邦彦 S.53.12. 1

Ｋ．Ｏ．デンタルラボラトリー 個人 385-0021 佐久市長土呂1117-9 神津　和徳 S.54. 7. 7

小林技工所 個人 384-2204 佐久市協和5458 小林　正夫 S.60. 7.30

上野歯科技工所 個人 384-2205 佐久市春日357-3 上野　敏夫 S.61. 4. 1

ユー・デンタル・ラボラトリー 個人 385-0052 佐久市原628 上原　成弘 S.61. 5.30

高野デンタルラボ 個人 384-2102 佐久市塩名田446-3 高野　智 S.61. 9. 1

佐藤歯研 個人 384-2204 佐久市協和329 佐藤　嘉洋 H. 4. 1. 6

Ａ.Ｆ.デンタルラボ 個人 384-0412 佐久市田口2260 深海　厚生 H. 4. 6. 8

市川歯科補綴研究所 個人 384-0412 佐久市田口1066-1 市川　海造 H. 6. 8.18

佐久ナイス・フィット 個人 385-0004 佐久市安原1424-12 池田　幸登 H. 6.11. 7

大塚歯科技工所 個人 385-0002 佐久市上平尾882-1 大塚　誠 H. 9. 1.15

竹内歯科技工所 個人 385-0052 佐久市原15 竹内　俊廣 H. 9. 7. 1

市川歯科技工所 個人 385-0011 佐久市猿久保字下原608-3 市川　勝男 H. 9. 8.11

エス・ディー・エル 個人 384-2102 佐久市塩名田896-1 佐藤　法生 H.10. 5.15

Ｄental Ｌab Ｋ（デンタル ラボ ｹｲ) 個人 385-0007 佐久市新子田1779-2 香坂　京子 H12.8.22

渡辺歯科技工所 個人 385-0022 佐久市岩村田９４２－１ 渡辺　幸一 H12.12.1

（有）サン・デンテック 有限会社 384-2204 佐久市協和6934-2 小林　克吉 H15.8.4

Urdela（ｱｰﾃﾞﾗ) 個人 385-0051 佐久市中込２３４－８ 村上　学 H18. 4.14

佐久デンタルラボ 個人 385-0051 佐久市中込２９５７－３ 古屋　賢一 H19.1.12

ＡＳＡＭＡ歯研 個人 385-0006 佐久市志賀６５２３－５ 花里　英治 H25.1.1

Luke・D・Labo
（ﾙｰｸ・ﾃﾞｨｰ・ﾗﾎﾞ）

個人 384-2106 佐久市八幡1,127-63 小林　勝博 H26.6.30
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

佐久保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

正木屋歯科技工所 個人 385-0034 佐久市平賀5161-1 高見沢俊彦 H24.12.16

鷹野歯科技工所 個人 384-1103 小海町大字豊里4346-2 鷹野　啓二 H. 5. 9. 3

輿水歯科技工所 個人 384-0702 佐久穂町大字穂積1380-3 輿水　文雄 S.33. 1.14

東邦歯科ほてつ研究所 個人 384-0611 佐久穂町大字平林64-3 岩田　征洋 S.44. 5. 8

佐久歯研 個人 384-0613 佐久穂町大字高野町1774-4 三井　邦夫 H. 7. 5.19

セラミックアート油井 個人 384-0503 佐久穂町大字海瀬231 油井　司 H.11. 4. 8

軽井沢歯研 個人 389-0115 軽井沢町大字追分1675 小林　邦一 S.56. 4. 1

浅間歯研 個人 389-0111 軽井沢町大字長倉4737 土屋　和雄 S.60. 4. 1

ヨダ・デンタル・サービス 個人 389-0111 軽井沢町大字長倉3398-3 依田　照則 H. 3. 4. 6

園部デンタルアート 個人 389-0102 軽井沢町大字軽井沢1019-185 園部　盛生 H. 9. 5. 6

デンタル・ラボＣＲＡＦＴ 個人 389-0111 軽井沢町大字長倉5718-6 島田　孝緒 H18.1.5

鋳れ歯屋 個人 389-0111 軽井沢町大字長倉5605-17 舘　智之 H18.11.20

ＳＳデンタル 個人 389-0206 御代田町大字御代田2714-62 佐々木文雄 S.61.10.29

テイス企画 個人 389-0206 御代田町大字御代田2531-14 日下部正則 H21.7.15

アイ デンタルラボラトリー 個人 389-0206 御代田町上小田井2,771-1 今井　勝幸 H25.11.6

ラボ．ＤＲＥＡＭ 個人 384-2306 立科町大字宇山1248-1 寺島　聡 H. 4. 8.26

永井歯科技工所 個人 384-2304 立科町大字茂田井2284-1 永井　潤一 H. 4.10. 1

46
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

上田保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

伊藤歯科技工所 個人 386-0032 上田市諏訪形1218-4 伊藤　千秋 S48.1.1

関歯科技術研究所 個人 386-1104 上田市福田40-5 関　敏幸 S49.5.25

藤沢ポ－セレンセンタ－ 個人 386-0014 上田市材木町1-1-4大王ﾋﾞﾙ2F 藤澤　岸雄 S51.8.1

増田技工所 個人 386-0406 上田市下丸子1-3 増田　昭 S55.4.10

ニュ－デンタルラボラトリ－ 個人 386-0001 上田市上田3082-5 緑川　祐裕 S57.2.4

上田歯研 個人 386-1434 上田市新町145-2 沓掛　寿郎 S57.6.3

Ｇ＆Ｆ　ＤＥＮＴＡＬ 個人 386-1324 上田市五加1054-1 米津　宏治 S59.3.20

篠原デンタルスタジオ 個人 386-0005 上田市古里1963-27 篠原　正男 S59.4.10

みすずデンタルラボ 個人 386-0407 上田市長瀬1351 永井　幹雄 S60.11.13

オザサデンタルラボラトリ－ 個人 386-2202 上田市真田町本原774-8 小笹　正二 S61.4.1

（有)コスモ・デント 法人 386-0003 上田市上野340-9 下村　仁 S63.3.22

小林歯科技工所 個人 386-1102 上田市上田原759-23 小林　久修 H1.4.8

長峯デンタルラボラトリ－ 個人 386-0012 上田市中央2-16-3 長峯　優 H4.4.1

オチアイデンタルラボ 個人 386-1327 上田市八木沢1066-10 落合　秀匡 H4.4.15

ＰＡＮＡ　ＴＥＱ 個人 386-0001 上田市上田2116-16 柳沼　広志 H5.3.15

一口腔単位技工館 個人 386-0407 上田市長瀬2766-5 横山　清春 H5.7.1

歯科技工ラボテック 個人 386-0032 上田市諏訪形1637-8 小林　功一 H5.9.1

テクニカルサ－ビスタキザワ 個人 386-0022 上田市緑が丘3-21-10 滝澤　哲夫 H6.4.3

田中デンタルラボ 個人 386-0002 上田市住吉120-4 田中　稔 H7.6.1

有限会社プロテック 法人 386-1102 上田市上田原1194-7 池田　浩生 H7.7.1

堀内デンタルラボラトリ－ 個人 386-0402 上田市藤原田372-8 堀内　進 H7.11.2

院内ラボＵＤＯ 個人 386-0012 上田市中央6-7-5 保科　勝 H8.10.1

上田デンタル工房 個人 386-0034 上田市中之条1071-6 成田　隆之 H10.7.6

補綴工房オオノ 個人 386-0003 上田市上野1451-121 大野　晃一 H10.7.21

アクティヴ　デンタル 個人 386-0503 上田市下武石165-7 小林　雅彦 H11.11.10

ヨシエ・Ｄ・ラボラトリ－ 個人 386-0152 上田市大屋611-4 角　良恵 H12.4.10

歯科技工ワン・ティース 個人 386-2201 上田市真田町長6201-32 堀内　健治 H20.4.1

金山らぼ 個人 386-0001 上田市上田1494-3 金山　敦 H22.3.14

ｹｰｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 386-1213 上田市古安曽1777-8 中村　一博 H22.4.2
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

上田保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

宮澤デンタルワ－クス 個人 386-1211 上田市下之郷717-5 宮澤　信哉 H22.8.17

髙杉デンタルラボ 個人 386-1101 上田市下之条30-23 髙杉　直樹 H25.6.10

株式会社長野デンタル 法人 386-0032 上田市諏訪形1257-8 渡邉　浩一 H26.6.2

ティース・ファクトリー 個人 386-0003 上田市上野479-15 小山　素明 H29.8.8

小山デンタルア－ト 個人 386-0701 長和町和田1495 小山　洋一 S62. 6.25

沓掛歯科補綴研究所 個人 386-1602 青木村村松243-2 沓掛　満寿 S46. 9. 6

橋詰デンタルオフィス 個人 386-1601 青木村田沢2429 橋詰　清人 H9.1.14

36
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

諏訪保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

平井デンタルセンター 個人 394-0025 岡谷市大栄町1-6-8 平井　一郎 S52.11.20

（有）ｹｲ･ｱｲ ﾃﾞﾝﾀﾙ 有限会社 394-0002 岡谷市赤羽1-1-10 宮坂　敬愛 S53.6.12

ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ･ｺﾏﾂ 個人 394-0041 岡谷市山手町1-22-1 小松　茂 S56.7.1

伊倉歯科技工所 個人 394-0004 岡谷市神明町4-17-16 伊倉　泰朗 S58.1.1

平井歯科技工所 個人 394-0004 岡谷市神明町3-18-11 平井　照夫 S63.4.1

ミヤデンタル 個人 394-0041 岡谷市山手町2-6-1 宮崎　勇 H7.4.17

ユースデンタルプログレス 個人 394-0028 岡谷市本町4-5-5 島崎　博文 H19.3.1

たけうち歯科技工所 個人 392-0003 諏訪市上諏訪8851-6 竹内　健二 S48.1.9

ﾌｧｲﾝﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 392-0012 諏訪市四賀赤沼1889-9 上條　豊 H9.4.7

歯科補綴研究所ﾀﾅｶﾐｸﾛﾝ 個人 392-0003 諏訪市上諏訪6666-192 田中　克実 H9.9.1

ＳＵＮデンタル 個人 392-0003 諏訪市上諏訪10639 藤森　俊也 H18.4.19

（株）スワデンタル 同左 392-0013
諏訪市沖田町4-16-3ニュース
ビル2Ｆ　西号室

朝倉　桂一 H26.8.19

（株）TDS 長野支店 法人 392-0015
諏訪市中洲三ツ俣5690-2三ツ
俣ビル２F

津金　明大 R4.5.25

中村歯科デザイン 個人 391-0001 茅野市ちの1000-9 中村　功 S47.8.1

ＮＤラボラトリー 個人 391-0003 茅野市本町西9-55 長尾　和也 S58.8.15

スワ歯芸 個人 391-0012 茅野市金沢2087-1 小林　美明 S59.1.6

アイ・デンタル 個人 391-0011 茅野市玉川8860 牛山　英行 S60.8.21

片桐歯科技工所 個人 391-0013 茅野市宮川向ヶ丘7459-179 片桐　弘明 S61.2.27

ｺﾊﾞﾔｼﾃﾞﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ 個人 391-0011 茅野市玉川3189-6 小林　直樹 H8.5.7

島立デンタルラボラトリー 個人 391-0301 茅野市北山6693-1 島立　正仁 H13.4.1

両角歯科技工所 個人 393-0000 下諏訪町6406 両角　秀雄 S38.11.1

中村歯科技工所 個人 393-0086 下諏訪町4488-102 松澤　三佐子 S55.3.1

K･M･ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 393-0000 下諏訪町5600 春日　一幸 S60.5.13

ヤマギシＤ・Ｌ 個人 393-0005 下諏訪町587-1 山岸　廣基 S61.3.10

ﾊﾔﾄ･ﾃﾞﾝﾀﾙｾﾝﾀｰ 個人 393-0000 下諏訪町212-3 中村　行彦 S62.12.1

（有）ﾗﾎﾞ･ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 有限会社 393-0000 下諏訪町4870-24 上野　政美 S63.6.1

前島歯科技工所 個人 399-0211 富士見町富士見3657 前嶋　利光 S48.1.10

27
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

伊那保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

柴田歯科技工所 個人 396-4431 伊那市西春近2109 柴田  幸夫 S35.3.1

湯沢歯科技工所 個人 396-0009 伊那市日影643-2 湯澤　宏哉 H25.9.24

唐木歯科技工所 個人 396-0006 伊那市上牧6932 唐木　光則 S47.3.24

ﾅｼｮﾅﾙ･ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ長野ﾗﾎﾞ 個人 396-0025 伊那市荒井3064 中村  純一 S58.9.10

デンタルラボ小牧 個人 396-0621 伊那市富県貝沼6418-2 小牧  利久 S59.4.1

北原技工所 個人 396-0305 伊那市高遠町長藤1399 北原  悟 S59.9.1

北原技工所 個人 396-0026 伊那市西町4921-15 北原  雅博 S60.4.1

ｵｵﾏｴ･ﾃﾞﾝﾀﾙ 個人 396-0026 伊那市西町4918 大前  則夫 S61.6.7

宮下ﾃﾞﾝﾀﾙ・ﾗﾎﾞ 個人 396-0113 伊那市美原7448-308 宮下　弘次 S62.10.10

THREE TACKｽﾀｼﾞｵ 個人 396-0015 伊那市中央4559 三沢  健志 S63.9.1

（有）アルファ 有限会社 396-0015 伊那市中央4814 西村  邦政 H2.5.2

ﾌﾙﾊﾀﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ 個人 396-0022 伊那市御園878-14 降旗  博 H9.9.1

中島歯科技工室 個人 399-4432 伊那市東春近1206-7 中島  秀樹 H11.10.19

小田歯科技工所 個人 396-0015 伊那市中央5187-8 小田  満 H20.1.1

KYOMEN  D-Lob 個人 396-4431 伊那市西春近6937-4 石川　薫 H21.6.1

ヒラサワデンタルクラフト 個人 396-4431 伊那市西春近3920-9 平澤　剛彦 H29.8.26

大久保デンタルラボラトリー 個人 396-0025 伊那市荒井4732-3-2 大久保　一 R3.1.4

株式会社LMｈｓ 株式会社 399-4432 伊那市東春近1075-5 久保村　豊 R2.12.1

宮下歯科技工所 個人 399-4117 駒ヶ根市赤穂16630-5 宮下  教継 S38.6.1

伊東歯科技工所 個人 399-4117 駒ヶ根市赤穂8775-40 伊東  幹雄 S58.11.20

桃澤ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞ 個人 399-4117 駒ヶ根市赤穂2887-7 桃澤  和幸 H6.1.11

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 399-4105 駒ヶ根市赤須東6-39 小澤  佳孝 H7.2.13

武井歯科技工所 個人 399-4106 駒ヶ根市東町5-24 武井  恒夫 H9.9.1

小松歯科技工所 個人 399-0421
上伊那郡辰野町大字辰野
1482-1

小松  恒雄 S45.1.10

小野技工所 個人 399-0601 上伊那郡辰野町小野筑15 小野  英吾 S57.4.19

昴歯研 個人 399-0601 上伊那郡辰野町小野763-5 小澤  一則 S61.4.1

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾗﾎﾞ 個人 399-0601 上伊那郡辰野町小野筑7-8 小野  勤 S62.7.14

ｲｿﾃﾞﾝﾀﾙ 個人 399-0428
上伊那郡辰野町大字伊那富
9161-2

磯  黎二 S63.5.1

k.dental.laboratory 個人 399-0428
上伊那郡辰野町大字伊那富
6066

上島　久俊 H5.12.1
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

伊那保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

田中歯科技工所 個人 399-4601
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
9385-6

田中  勇 S50.2.1

林ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 399-4601
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
13173-178

林  和宏 S58.4.1

株式会社ﾏｲﾃﾞﾝﾄ 株式会社 399-4601
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
14108-1

小田切和雄 S58.11.8

ラボﾞ・デント　クボ 個人 399-4602
上伊那郡箕輪町大字東箕輪
4405

久保　学 S62.4.1

ファインテック 個人 399-4601
上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
４１０８－４

金牧　祐治 H13.2.1

麻野歯科技工所 個人 399-4603
上伊那郡箕輪町大字三日町
895-3

麻野　員伯 H17.4.1

Ｉ－ｔｅｃｈ (理想工房) 個人 399-3705
上伊那郡飯島町大字七久保
1413-1

紫芝  剛大 H8.4.1

ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ歯科技工所 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村6125-2 岡部  和幸 S62.1.27

松澤ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村6482 松澤　誠司 H1.4.1

KMｾﾗﾐｯｸｽ 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村16-2 堀  美貴 H7.11.1

ﾐｺｼﾊﾞｸﾗﾌﾄ 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村3485-1 御子柴隆臣 H8.10.20

ｱｶﾊﾈﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞ 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村4085-4 赤羽　利彦 H9.9.14

ｵｰ･ﾃﾞｨｰ･ｴﾙ (O･D･L) 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村3301 小川  光吉 H11.5.26

歯科工房いまい 個人 399-4511 上伊那郡南箕輪村3301 今井　貴仁 H12.12.12

株式会社ウイングM 株式会社 399-4511 上伊那郡南箕輪村2604-5 翁　充伸 H17.4.1

ＫＩデント 個人 399-3802
上伊那郡中川村片桐3902
宮下建設ｱﾊﾟｰﾄ101号

稲垣　泰司 H18.7.21

田中歯科技工所 個人 399-4301 上伊那郡宮田村4911-2 田中  喜志 S48.4.1

Moth dental labo 個人 399-4501
伊那市西箕輪大萱7096-1
森本団地11号

藤澤　晃生 R1.12.24

47
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

飯田保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

中平歯科技工所 個人 399-2561 飯田市駄科268  中平　文人 S53.4.24

ベア歯研 個人 395-0082 飯田市宮の前4418  熊谷太三郎 S54.6.1

ハイドロデンタルサービス 個人 395-0825 飯田市松尾城3770-3  木下　益盛 S56.8.19

アトリエきらら 個人 395-0003 飯田市上郷別府1652-1  北原　重光 S61.9.24

田辺デンタルラボラトリー 個人 395-0813 飯田市毛賀294  田辺　孝雄 S63.4.4

ヤマグチデンタルラボラトリー 個人 399-2565 飯田市桐林312-5  山口　完治 H 2.5.1

オグラセラミック．Ｄ．Ｌ 個人 395-0011 飯田市大門町126-3  小椋　英司 H 3.3.1

歯科技工ささき 個人 395-0151 飯田市北方1623-2  佐々木英夫 H 5.1.1

 (有)エス・ディー・エル 有限会社 395-0002 飯田市飯沼1910-6  清水　秀俊 H 5.8.17

武居歯科技工所 個人 395-0003 飯田市上郷別府2554-5  武居　良尚 H 8.5.11

浜島デンタルラボラトリー 個人 395-0157 飯田市大瀬木745-4  浜島　貢 H 9.9.1

（有）飯田デンタルラボラトリー 有限会社 395-0802 飯田市鼎下茶屋1030-11  原　滋男 H18.5.6

㈱コスミック恵歯研 株式会社 395-0155 飯田市三日市場1777-3  畠中　實 H22.11.24

サンライズＤ．Ｌ 個人 395-0807 飯田市鼎切石4358-3  杵鞭　聡 H 20.4.8

エヌ-スタイルラボ 個人 399-3303 下伊那郡松川町元大島2090-8  壬生　到 H18.5.15

森戸歯科技工所 個人 399-3102 下伊那郡高森町吉田2241-6  森戸　秀樹 S63.7.1

井原歯研 個人 395-0301 下伊那郡阿智村春日2905-15  井原　正貴 S57.11.1

エンジェルス 個人 395-0304 下伊那郡阿智村智里843-3  熊谷　祐紀 H13.9.5

牧内歯科技工研究所 個人 395-1108
下伊那郡喬木村伊久間15423-
1

 牧内　正雄 S53.11.2

原 テクニカルセンタ－ 個人 395-1107 下伊那郡喬木村小川渡6640  原　　博司 H 1.4.1

ＴＭデンタルラボラトリー 個人 395-1101 下伊那郡喬木村阿島1065-1  溝呂木　徹 H 1.9.1

木下デンタルアート 個人 399-2605 豊丘村神稲353-3  木下　孝志 H29.6.24

22
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

木曽保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

白金歯研 個人 399-5301 木曽郡南木曽町読書3378-14 白金　史彦 H 9. 02.12

大橋歯科技工所 個人 397-0001 木曽郡木曽町福島6709-1 大橋　敏美 S56. 01.20

デンタルハウス 個人 399-6101 木曽郡木曽町日義2397 巾　　孝博 H 5. 11.15

ティースクラフト 個人 399-6101 木曽郡木曽町日義4889-1 安田　輝行 H 13.07.03

エスアイ　デンタルラボ 個人 399-6101 木曽郡木曽町日義2720-1 井出　隆一郎 R3.11.1

エム・フロー　デンタルラボ 個人 399-5303 木曽郡南木曽町田立1625 松川　清文 H16. 08.01

6
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

松本保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

降旗歯科技工所 個人 399-0700 塩尻市大門 868番地95 降旗　正雄 S44.1.5

土屋歯科技工所 個人 399-0704
塩尻市大字広丘郷原1577番地
6

土屋健一郎 S55.4.1

高橋歯科技工所 個人 399-0701 塩尻市大字広丘吉田510-11 高橋　博一 S55.4.1

有限会社ケ－・ディ－・エムセンタ－ 有限会社 399-0736 塩尻市大門１番町16-14 鴨居　鈴江 S58.6.1

高田デンタルラボラトリ－ 個人 399-0702
塩尻市大字広丘野村1788番地
249

高田　芳保 S62.4.6

Ｄ・Ｌ・ＯＧＩＵＥ 個人 399-0761 塩尻市大字宗賀725 荻上　義喜 H2.8.8

アイテック歯科技工所 個人 399-0705
塩尻市大字広丘堅石 123番地
12

篠原　　充 H2.9.17

鈴木デンタルラボ 個人 399-0700 塩尻市大字大門94-7 松橋　幸明 H3.9.21

ＤＬタケシタ 個人 399-0704 塩尻市大字広丘郷原1063-2 竹下　英三 H5.4.20

アタックデントラバラトリ－ 個人 399-0706
塩尻市大字広丘原新田 190番
地

山辺　　基 H5.8.20

サミゾデンタルデザイン 個人 399-6462 塩尻市大字洗馬2168 三溝　恒幸 H5.9.10

赤沢歯科技工所 個人 399-0716 塩尻市桟敷372-イ 赤沢　　茂 H6.4.1

プライム・タイム　デンタルラボ 個人 399-0733 塩尻市大門三番町12-5 加藤　智斉 H7.1.1

アラカワデンタルスタジオ 個人 399-0703 塩尻市大字広丘高出1486-438 荒川　健二 H7.4.19

百瀬デンタルラボ 個人 399-0735 塩尻市大門 2番町 6番22号 百瀬　　学 H7.8.25

アインテック 個人 399-0733 塩尻市大門 3番町 2番 5号 小林　　徹 H8.5.20

北原デンタルクラフト 個人 399-0722 塩尻市柿沢853-1 北原　良英 H10.4.13

草間デンチャ－クラフト 個人 399-0731 塩尻市大門 6番町 3番60号 草間　一成 H10.4.18

デンタルラボラトリ－うだがわ 個人 399-0703 塩尻市広丘高出90-8 宇田川　清 H10.5.21

ラボＥ２ 個人 399-0703 塩尻市広丘高出1486-612 遠藤　次郎 H11.3.25

ハ－モナイズデンチャ－ヤナギサ
ワ

個人 399-0701 塩尻市広丘吉田276-30 柳沢　宏尚 H11.5.16

Ｉ・Ｄ・Ｌデンタルラボラトリ－ 個人 399-0743 塩尻市大門田川町150-130 田村　幹子 H11.10.4

ヒロ・オーソドンティック・サービス 有限会社 399-0702
塩尻市大字広丘野村1658番地
23

広　俊明 H13.9.1

高砂技工室 個人 399-0733 塩尻市大門３番町10-24 高砂　実紀 H14.4.1

㈲インフィデント 有限会社 399-0702
塩尻市大字広丘野村1286番地
3

宮原啓次郎 H14.11.1

上條歯科技工所 個人 399-0707
塩尻市大字広丘原新田 316番
地1

上條　智宏 H23.3.10

NSKデンタルラボラトリー 個人 399-0702 塩尻市大字広丘野村1788-507 野中 繁喜 H23.11.9

Dental　Laboratory　BELL 個人 399-0733 塩尻市大門94-7 松橋　雅隆 R元.5.1

MUSHIBA-夢歯場 個人 399-0704
塩尻市大字広丘郷原南原
1000-15

古澤　清己 R元.7.1
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

松本保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

スコラテック 株式会社 399-0704
塩尻市大字広丘郷原1780松本
歯科大学本館4階

伊比　篤 R元.7.1

(有)小澤デンタルラボラトリ－ 有限会社 399-0704
塩尻市大字広丘郷原1764番地
149

小沢　　謙太 R4.5.15

宮下ラボラトリ－ 個人 399-8205 安曇野市豊科5687 宮下　正幸 S49.4.15

松井技工所 個人 399-8101 安曇野市三郷明盛2348-4 松井　三良 S50.1.10

大国屋デンタルラボラトリ－ 個人 399-8303 安曇野市穂高4326-1 青柳　宗人 S59.11.1

堀内歯科技研 個人 399-8304 安曇野市穂高柏原2806-5 堀内　志郎 S60.4.11

小出デンタルラボラトリ－ 個人 399-7104
安曇野市明科七貴 10194番地
3

小出　義弘 S62.5.5

スタジオハイテック 個人 399-7103 安曇野市明科光3610-111 三間　憲司 H3.3.1

ナガタ技研 個人 399-8102 安曇野市三郷村温793-4 永田　重束 H6.4.27

飯田デンタルラボラトリ－ 個人 399-8301 安曇野市穂高有明1616-35 飯田　尚己 H6.12.1

田原デンタルクラフト 個人 399-8303 安曇野市穂高8104-29 田原　孝章 H8.4.1

ＹＤＬヤマモトデンチャ－ラボラトリ
－

個人 399-8205 安曇野市豊科4053-4 山本　泰司 H9.1.10

デンタル工房サンテクノ 個人 399-8303 安曇野市穂高4512 小林　　浩 H9.5.1

有限会社フレイムワーク 有限会社 399-8304 安曇野市穂高柏原1122-5 大月　秀昭 H17.10.26

カクマデンタルラボ 個人 399-8101 安曇野市三郷明盛4124-2 角間　崇 H22.12.20

大月デンタルプレイス 個人 399-8301 安曇野市穂高有明7852-5 大月　明美 H23.12.26

Takeda Dental Laboratory 個人 399-8205 安曇野市豊科４８９－４ 武田　倫明 H14.1.1

Dentalight 個人 399-8301 安曇野市穂高有明7360-9 佐藤　雅法 H24.9.3

桐原歯科技工所 個人 390-1301 東筑摩郡山形村4970番地 桐原　紀夫 S55.4.1

根橋技工所 個人 390-1301 東筑摩郡山形村7259番地 根橋　　隆 S61.3.25

田中技工所 個人 390-1301 東筑摩郡山形村7113番地 田中　建治 H8.8.1

中央歯研 個人 390-1102
東筑摩郡朝日村小野沢 243番
地

田近　浩幸 S61.7.1

デンタルラボナカザワ 個人 390-7501 東筑摩郡筑北村西条4060-1 中澤　　通 H6.8.15

デンタルスミス 個人 390-7502 東筑摩郡筑北村東条2718-2 一之瀬　幸浩 H22.8.17

53
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

大町保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

テプロラ・オオマチ 個人 398-0002 大町市大町5721-4 矢下　一郎  S55. 7. 1

エス・ディー・エル 有限会社 398-0002 大町市大町1477-8 佐藤　　治  H 4.12.10

デンタルアート高橋 個人 398-0004 大町市常盤2380-18 高橋　　守  H 8. 2.23

西澤歯科技工所 個人 398-0002 大町市5031-3 西澤　達雄  H10. 1. 5

歯友工房 個人 398-0003 大町市社5481-1 松井　一美  H11. 1. 4

デンタルアート山本 個人 399-8601 池田町池田878-3 山本　　勉  S63.12.26

有限会社デンタルクラフト 有限会社 399-8603 池田町中鵜2685-1 勝野　則男  H12. 9.27

ＤＥＮＴＡＬ　ＳＯＰＨＹ 個人 399-8603 池田町中鵜2650 小林　崇浩 H22.4.6

セラムタイト 個人 399-8501 松川村5237-1 奥原　里枝  H18. 2. 8

白馬デンタルラボラトリー 個人 399-9211 白馬村神城11574-ｲ 柏原美千代  S53. 7.12

田中デンタルラボラトリー 個人 399-9211 白馬村神城22457-1 田中　栄一  S56. 7. 6

熊野デンタルファクトリー 個人 399-9301 白馬村北城6054-3 熊野　正実  H 7. 4.20

桜歯会　白馬歯科技工所 個人 399-9301 白馬村北城3020-380 木村　年秀  H12. 8.20

チェリーアートデンタル 個人 399-9301 白馬村北城2940-12 櫻井　清一  H14. 5. 9

松島デンタル・ラボ 個人 399-9301 白馬村北城12023-ロ 松島　安則  H19. 8.30

15
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

長野保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

デンタルラボ小野沢  個人 382-0071 須坂市大字小河原3503-2 小野沢正登 S51. 3.26

小嶋歯科技工所  個人 382-0099 須坂市墨坂5丁目24-35 小嶋　利明 S52. 5.15

高橋歯科技工所  個人 382-0099 須坂市墨坂4-13-19 高橋　崇明 S58. 1.15

デンタルラボラトリーヤマカミ  個人 382-0028 須坂市臥竜1-1-32 山上　善弘 S63. 3.15

デンタル・ラボ・松澤  個人 382-0000 須坂市大字日滝3734-2 松澤　芳男 H5. 6.26

Dentaｌ Art Prism 個人 382-0098 須坂市墨坂南５丁目5-23-4 北條　英里 H24.9.25

ユモトラボ 個人 382-0000 須坂市大字須坂1212-7 湯本　貴志 H25.3.20

NN Orthodontic Laboratory 個人 382-0052 須坂市塩川町2553 村松　さゆり H30.6.1

BACON DENTAL FACTORY 個人 382-0097
須坂市南横町1637 ﾂｲﾝｴｰｽﾋﾞ
ﾙ3F A号室

羽入田 利彦 R3.5.25

デンタル・ラボラトリー・サイマ  個人 389-0805 千曲市大字上徳間145-3 斉間　紀一 S56. 8.10

柳沢技工所  個人 389-0804 千曲市大字戸倉温泉2073-3 柳沢　栄二 S61. 8.12

聖澤デンタルラボ  個人 387-0018 千曲市大字新田333-6 聖澤多貴雄 H5. 6. 1

ペル・デンティ山極  個人 389-0804 千曲市上山田511-1 山極　寿子 H10. 3.10

デンタルラボ　ネツ  個人 387-0023 千曲市大字八幡6553-26 祢津　政子 H10. 6. 1

デンタルトラスト藤巻 個人 387-0007 千曲市大字屋代107－5 藤巻　純一 H19.4.2

シンワテックディーピー 個人 389-0804 千曲市大字戸倉2628 村松　優生 H20.7.1

スマイルデンタルラボ 個人 387-0011 千曲市杭瀬下4-136 保坂　正樹 H24.4.1

協伸精機（株）「協伸デンタル
CAD/CAMセンター」

株式会社 389-0882 千曲市大字内川1301-5 斎間　紀一 H26.10.8

西村歯科技工所 個人 387-0005 千曲市大字森1309 西村　晃 H28.1.27

フロム・アイ 個人 389-0601 埴科郡坂城町大字坂城6204-7 飯島けさ代 H5. 6.20

鈴木歯科技工所  個人 389-0604 埴科郡坂城町大字網掛300-5 鈴木  信 H6. 6.23

Ｄ．Ｌ．Ｔデンタルラボ寺島  個人 381-0208
上高井郡小布施町都住54番地
イ号

寺島　純夫 S63. 9. 9

有限会社信越歯研 有限会社 389-1211 上水内郡飯綱町牟礼618-15 小林　悦夫 H6. 5.12

池田歯科技工所  個人 389-1211 上水内郡飯綱町大字豊野1727 池田　憲治 H6. 9. 1

ITOH Prime Dental  個人 389-1212
上水内郡飯綱町福井団地
1429-29

伊藤　廣英 H11. 2. 2

山崎デンタル・ラボラトリー 個人 389-1213 上水内郡飯綱町平出358-1 山崎　雄一 H15. 5.1
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

北信保健福祉事務所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

田中歯科技工所 個人 386-0046 中野市大字片塩446-1 田中　勝実 S50.2.13

高川デンタルラボラトリー 個人 383-0025 中野市三好町1丁目4番19号 高川　正一 S51.5.1

羽生田デンタルラボラトリー 個人 383-0045 中野市大字江部1158-12 羽生田 恒美 S55.12.1

高橋技工所 個人 383-0042 中野市大字西条847-3 高橋　一男 S59.12.12

綿貫デンタルテクニカル 個人 383-0022 中野市中央1丁目6番11号 綿貫　　当 S61.10.1

（有）ホリス 法人 383-0041 中野市大字岩船３４９－１ 月岡　哲英 H7.6.1

山本技工所 個人 383-0037 中野市小田中961-7 山本　修一 H11.1.5

カプリス 個人 383-0007 中野市竹原1859-47 小林　公彦 H11.10.1

デンタルプロバイド 個人 383-0007 中野市竹原1752-8 倉島　一記 H24.3.1

（有）小山技工所 法人 389-2254 飯山市南町8-11 小山 進二郎 S58.3.30

徳竹歯科技工所 個人 389-2233 飯山市大字野坂田798-27 徳竹　芳幸 H5.1.4

アトリエかえで 個人 381-0401
下高井郡山ノ内町大字平穏
2840-1

土屋　貴美雄 H25.9.12
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

長野市保健所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

青沼歯科技工所 個人 380-0872 長野市妻科202-2 青沼　治 S40.7.4

デンタルアート 個人 380-0855 長野市岩石町228 宮野　元 S47.12.12

堀内歯科技工所 個人 380-0834 長野市問御所1343 堀内　貴い子 S51.6.28

横山歯科技工所 個人 380-0952 長野市宮沖3159-2 横山　和子 S56.9.27

中沢歯科技工所 個人 381-0037 長野市東和田151 中沢　良夫 S57.2.1

ＴＫデンタルラボラトリー 個人 381-2215 長野市稲里町中氷鉋950-1 森山　敏明 S57.4.26

デンタルラボミヤシタ 個人 381-0914 長野市稲葉母袋777-6 宮下　克彦 S57.6.1

池田歯科技工所 個人 381-2231 長野市川中島四ッ屋859-8 池田　清 S57.8.1

長野デンタル・テクニカ 個人 380-0815 長野市田町2419 古岩井　丞 S60.1.12

有限会社本井歯科技工所 有限会社 381-0103
長野市大字三輪1217-1安西第
2ビル1F

本井　清久 S60.4.1

竹内デンタルラボラトリー 個人 380-0875 長野市大字小鍋36-20 竹内　光範 S60.4.1

石坂歯科技工所 個人 380-0802 長野市上松2-27-23 石坂　孝行 S60.7.17

長野技研 個人 380-0043 長野市吉田4-4-3 内藤　修 S60.9.1

柳町歯科補綴物研究所 個人 380-0035 長野市柳町106－3 山岸　明 S61.2.10

駒形技工所 個人 388-8014 長野市篠ノ井塩崎3695-14 駒形　佳夫 S61.4.4

オカミヤテクニカルセンター 個人 381-0041 長野市徳間1丁目8-10-3 岡宮　裕武 S62.6.1

高橋技研 個人 388-8011 長野市篠ノ井布施五明181-5 高橋　博彰 S63.3.12

Ｓ・デンタルラボ 個人 381-1224 長野市松代町城東118 酒井　準一 S63.4.1

海野歯科技工所 個人 380-0803 長野市三輪6-1-10 海野　賢児 S63.4.2

アートデンタルサービ ス 個人 380-0803 長野市屋敷田386-23 平田　秀彦 H1.1.19

いとう・デンタル 個人 381-0025 長野市北長池1901-21 伊藤　信二 H2.4.1

中澤Ｈ．Ｔデンタル 個人 381-2247 長野市青木島1-28-24 中澤　弘喜 R3.1.25

ツカダデンタルワークス 個人 388-8017 長野市篠ノ井山布施8571 塚田　安弘 H2.7.5

神山デンタルラボラトリー 個人 388-8006 長野市篠ノ井御幣川587 神山　喜男 H2.8.8

プライデントラボ 個人 380-0801 長野市箱清水2丁目22番8号 西澤　俊明 H2.11.1

有限会社神奈川デンタルアート 有限会社 381-2231
長野市川中島町四ッ屋1322-
15

斉藤　政喜 H3.4.8

有限会社中山デンタル・ラボ 個人 380-0926 長野市若里2丁目4番45号 中山　尊 H3.6.1

ナカザワ　デンタル　スタジオ 個人 380-0928 長野市若里2-4-45 中沢　啓次 H3.6.1

土屋歯科技工所 個人 381-2226 長野市川中島町今井1592-2 土屋　富士雄 H3.6.18
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

長野市保健所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

デンタルクラフト小堀 個人 381-0084 長野市若槻東条1214-11 小堀　正裕 H4.4.1

デンタルラボ原田 個人 381-0057 長野市浅川西条634-3 原田　洋 H4.6.15

新井デンタルラボラトリー 個人 380-0803 長野市三輪4-20-12 新井　雅一 H5.3.1

デンチャーラボ・権田 個人 381-2241
長野市青木島町青木島乙824-
2

権田　定雄 H6.4.4

DENTO TECH TAJIRI 個人 380-0871 長野市西長野往生寺1384-14 田尻　和敏 H6.8.1

K'S デンタルラボラトリー 個人 380-0803 長野市三輪9-23-5 佐藤　和彦 H6.10.3

海野第二歯科技工所 個人 380-0031
長野市大字西尾張部字不門堂
裏396-7

海野　洋行 H7.4.17

ベーシックデンタルスタジオ 個人 380-2247 長野市青木島町大塚1146-21 小林　仁 H7.5.1

コナガイデントクラフト 個人 381-0034 長野市高田28-9 小長井　豊 H7.5.6

東福寺歯学堂 個人 388-8007 長野市篠ノ井布施高田935-1 東福寺　和雄 H7.8.1

吉武歯科技工所 個人 380-0000 長野市母袋686-2 吉武　了 H7.8.22

関原歯科技工所 個人 380-0941 長野市大字安茂里1531-7 関原　真治 H7.9.1

つかだ・デンタル 個人 380-0803 長野市三輪8-33-8 塚田　文明 H8.7.21

細尾デンタル・ラボ 個人 381-0034 長野市大字高田758-7 細尾　久美 H8.10.16

池田歯科技工所 個人 380-0816 長野市三輪田町1274-1 池田　成利 H9.10.20

サプリ 個人 380-0054 長野市浅川3-113-30 河口　昭彦 H10.4.20

松本デンタルラボ 個人 380-0014 長野市大字北尾張部356-2 松本　武久 H10.6.24

川中島デンタル 個人 381-2231 長野市川中島町四ッ屋897-1 西沢　忠 H10.11.19

Fukagawa dental lab 個人 380-0871 長野市新諏訪2丁目16番8号 深川　正将 H12.7.10

ワイズデンタルラボ　Y's Dentar Lab 個人 381-0034 長野市高田657-6 細尾 保夫 H13.5.9

栁澤　デンタルラボ 個人 388-8007 長野市篠ノ井布施高田1036-4 栁澤 豪 H14.4.18

デントプラン アオキ 個人 388-8012 長野市篠ノ井二ツ柳2256の4 青木　信 H14.4.21

スズキ デンタル クリエイト 個人 381-0051 長野市若槻団地1-267 鈴木　信光 H14.6.1

補綴工房　匠 個人 381-2222 長野市金井田164 近藤　卓美 H14.8.20

TOPS DENTAL STUDIO, INC. 有限会社 381-0038 長野市東和田181-18 松井　克彦 H14.11.23

（有）ラボ・アドバ ンス 有限会社 380-0948 長野市差出南1-8-5 宮澤　健一 H14.12.1

花園デンタル．アシスト 個人 381-2214 長野市稲里町田牧647-1 小林康次郎 H15.3.1

かつ歯研 個人 381-1235
長野市松代町城北
8番地4

髙野　譲司 H15.7.1

Lａｂｏ－Ｗｉｓｅ 個人 381-0057 長野市浅川西条1178 高川　信 H16.4.14
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

長野市保健所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

Ｋ＋ＡＰＥＸ 個人 380-0958 長野市伊勢宮1-21-13 石坂　克彦 R3.5.1

伊勢宮技研 個人 380-0943 長野市伊勢宮3丁目22番5号 平林  衛 H18.9.21

竹松ラボ 個人 381-0043 長野市吉田4-24-15 竹松　真人 H19.6.5

㈱ワイドデンタル 株式会社 388-8008 長野市合戦場2丁目125-2 新井　康正 H20.4.1

歯衛館 個人 388-8001 長野市東犀南1349-30 近藤　秀也 H20.5.2

歯科工房田丸 個人 381-0001 長野市赤沼2169-18 田丸　雅明 H20.9.1

パイオニアデンチャー 個人 381-2241
長野市青木島町青木島乙248-
8

丸山　秀明 H20.11.17

歯の友社 個人 381-0103 長野市若穂川田下和田2276-1 下野戸　泰広 H21.8.31

ラボエスアール 個人 381-0034 長野市高田781-12 若麻績　茂伸 H25.3.21

デンタル工房長田 個人 381-0036 長野市平林1-9-1 長田　真一 H25.5.7

三才デンタルラボサービス 医療法人 381-0082
長野市大字上駒沢新町130番
地1

岩月　敏己 H25.7.1

株式会社　Biotech Dental 個人 381-0034 長野市大字高田276番地6 静谷　幸夫 H26.2.4

長野歯研 個人 381-0036 長野市平林1丁目37-13 伊藤　宏 H26.12.26

プロミデント・ハーモ 個人 380-0906
長野市七瀬中町166-15　タル
タビル2F

常川　文雄 H27.5.1

いならぼ 個人 381-0085 長野市上野1-644 稲垣　光一 H28.1.21

プロミデント・タキザワ 個人 381-0021 長野市大字屋島2990 滝澤　正 H28.2.18

ムラヤマ歯科技工所 個人 381-0011 長野市村山199-2 横谷　栄治 H28.4.28

Square Dental 個人 380-0855 長野市岩石町250－2 宮野　照久 H29.5.11

LETO　DENTAL　LAB. 個人 381－2221 長野市川中島御厨６８２－１ 佐野　雄治 H29.10.2

北澤デンタル・ラボ 個人 380－0928 長野市若里2-4-45 北澤　隆 R2.5.1
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様式５ 歯科技工所名簿
（令和４年10月１日現在）

松本市保健所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

久保田歯科技工所 個人 390-0821 松本市筑摩3-27-7 久保田貞夫 S44.12.1

中部デンタルサ－ビスラボ 個人 390-0851 松本市大字島内6179番地 小林　嵩雄 S48.9.1

青木歯科技工所 個人 399-0024 松本市大字寿小赤2185番地 青木　富義 S49.10.1

長澤歯科技工所 個人 399-0025 松本市寿台７丁目５番１１号 長澤　　博 S53.6.30

岡里歯科技工所 個人 399-0032 松本市芳川村井町220 番地33 岡里　一政 S54.8.2

堀歯科技工所 個人 390-0811 松本市中央３丁目１１番３号 堀　　景光 S56.9.15

堀技工所 個人 399-0221
松本市中央３丁目１１番３号
102号

堀　真斗 H30.7.1

竹内歯科技工所 個人 390-0315 松本市岡田町756 番地 竹内　　滋 S57.4.1

吉原デンタルラボラトリ－ 個人 399-0033 松本市笹賀3319番地6 吉原　繁樹 S58.9.1

フタバデンタルラボラトリ－ 個人 390-0843 松本市高宮南３番７号 望月　数彦 S58.11.18

エムテックラボラトリ－ 個人 390-0023 松本市内田3212番地2 小林　雅雄 S59.9.20

アップル・ラボ 個人 390-1241 松本市新村3294番地 川合　文明 S60.3.25

Ｙ．Ｄラボトリ－ 個人 390-1242 松本市和田3441番地2 山腰　文也 S61.9.8

ＫＫデンタルラボトリ－ 個人 399-0021 松本市寿豊丘227番地58 上條　公教 S62.1.1

デンタルア－ト仁王堂 個人 390-0876 松本市開智１丁目２番20号 藤森　邦憲 S62.4.6

株式会社ワイドデンタル 株式会社 399-0033 松本市大字笹賀7178番地1 堀内　光彦 S62.6.1

大進デンタル 個人 390-0821 松本市筑摩4-19-20 横山　正樹 S62.8.15

ラボ・オオサワ 個人 390-0221 松本市里山辺1573-3 大沢　寛治 S62.11.1

ア－トデンタルラボラトリ－ 個人 399-0847 松本市笹部４丁目16番11号 井出　郁夫 S63.8.1

㈲菊地歯科技工所 有限会社 399-0005
松本市野溝木工目１丁目１番
18番

菊地　素夫 H1.4.15

オオツキデンタル 個人 390-1401 松本市波田5139番地 大月　直行 H1.5.1

デンタル・アート 個人 399-0022 松本市松原65-10 宮下　博 H1.8.18

マウス・ファースト・プロダクション 個人 390-0851 松本市島内5900番地1 田間　義浩 H2.4.15

ア－トデンタルラボ 個人 390-0221 松本市里山辺4022-6 竹入　優夫 H2.5.1

Ｄ・Ｌあずさ 個人 390-1701 松本市梓川倭2943-1 丸山　伸一 H3.3.23

デンタルアート ヤグチ 個人 390-0862 松本市宮渕2-2-25 矢口　勇夫 H3.8.1

堀内デンタルサービス 個人 399-0023 松本市内田2853 堀内　直之 H4.8.19

有限会社エクセレント 有限会社 390-0305 松本市惣社87番地7 平沼　光三 H6.3.1

はしもとデンタルラボラトリ－ 個人 390-0847 松本市笹部３丁目13番33号 橋本　健一 H6.5.1
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（令和４年10月１日現在）

松本市保健所

名 称 開 設 者 郵 便 番 号 所 在 地 管 理 者 開設年月日

アルパデント・ラボラトリ－ 個人 390-0825 松本市並柳2-15-18-4 高橋　進治 H8.1.5

アドバンスデンタル 個人 390-0221 松本市里山辺904 番地5 北沢　　浩 H10.4.13

Dental Atelier Ｎａｋａｍｕｒａ 個人 390-0032 松本市芳川村井町417番地18 中村　朋仁 H11.10.18

田野上歯科技工所 個人 390-0822 松本市神田２丁目15番22号 田野上晴義 H12.1.17

有限会社平沼歯科技術研究所 有限会社 399-0014 松本市平田東1-16-18 平沼　光治 H12.7.26

ＮＡＴＵＲＡＬ野村歯科技工所 個人 399-0022 松本市松原9‐15 野村　浩之 H15.7.1

あづみ野歯科工房 個人 390‐1701 松本市梓川倭2243-16 松本　敬太 H15.9.12

クライム 個人 399-0031 松本市芳川小屋418番地1 鈴木　敦 H16.4.12

ヒューマン・バランス・ラボ 個人 390-0851 松本市島内3595 小穴　善久 H18.1.10

しみず歯科技工所 個人 399-0025 松本市寿台2-10-7 清水　浩文 H19.8.15

松本歯研 個人 390-1131 松本市今井8085-11 松本　英人 H21.10.1

カムラボ 個人 390-0805 松本市清水2-1-37 木南　忠幸 H25.3.1

株式会社High-Light 株式会社 390-0852 松本市島立1096-1 下田　高光 H25.10.11

K dental design studio 個人 390-1701 松本市梓川倭1709-8 児玉　衣江 H28.8.31

株式会社Ｋ’ｓデントミル 株式会社 390-0805 松本市清水2-1-37 木南　忠幸 H29.1.5

ハイエンドデンタルラボ 個人 390-0872 松本市北深志1－4－7 村山　琢洋 H30.12.25

45

20／20


