
No 名　　　称 所　在　地 開　設　者

1 高橋歯科技術研究所 松戸市高塚新田１６０－１３８ 高橋　重

2 田島歯科技工所 松戸市松戸新田６１４－７ 田島正雄

3 藤井勇技工室 松戸市松戸新田３４２－２４ 藤井　勇

4 マツオカ歯科技術研究所 松戸市高塚新田６３７－１８ 松岡　元

5 ㈲堀部歯科技工所 松戸市二十世紀が丘美野里町８４ ㈲堀部歯科技工所

6 鈴木デンタルラボラトリー 松戸市稔台８１９ 鈴木雄治

7 丹澤歯科技工所 松戸市松飛台７０－１ 丹澤稲蔵

8 早川歯科技工所 松戸市上矢切１４５６ 早川　謙

9 矢野デンタルラボラトリー 松戸市五香六実７ 矢野　巧

10 宮島歯科技工研究所 松戸市栄町５－３４４ 宮島誠一郎

11 Ａ.Ａ.デンタルサービス 松戸市小金原６－１２－２ 有坂和洋

12 カトウ歯科補綴研究所 松戸市中和倉４６５ 加藤義雄

13 福富歯科技工所 松戸市小山９２ 福富秀三

14 ㈲愛歯技工所 松戸市六実３－７－４ ㈲愛歯技工所

15 土屋デンタルラボラトリー 松戸市上本郷９０２－１町山ビル２Ｆ 土屋　康

16 三光デンタル 松戸市松飛台５７３－１１ 鈴柿　晃

17
㈲ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾁｬｰﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
歯科技工所

松戸市新松戸４－１０１ ㈲ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾁｬｰﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

18 すばる歯科技工所 松戸市西馬橋相川町６ ㈲すばる社

19 森高デンタル 松戸市松戸２３００－３ 森高博義

20 ファミリーデンタル 松戸市牧の原１－２２－８２０ 御厩敷　法

21 伊藤デンタルラボラトリー 松戸市幸田２－１２３ 伊藤則行

22 K.Iデンタル 松戸市馬橋１４４６ 瀬能英夫

23 ㈲アペックス
松戸市常盤平２－２０長谷川ﾏﾝｼｮﾝ
202

㈲アペックス
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24 伊藤デンタルラボ 松戸市秋山３８９－３８ 伊藤昭彦

25 田村歯科技工所 松戸市小根本１０３－３ 田村　良雄

26 ㈲ハイクロデント
松戸市常盤平３－２９－１９鈴木ﾋﾞﾙ
３階

㈲ﾊｲｸﾛﾃﾞﾝﾄ

27
トップセラミックデンタルアー
ト

松戸市松戸２０６４Ⅱﾒｿﾞﾝﾋﾗｶﾀ102 千勝房則

28 タイムデンタルオフィス
松戸市松戸新田579-9浮ケ谷ﾋﾞﾙ
301，302

飯沼　雅

29 ベストデンタルセラミック 松戸市古ヶ崎１６７ 酒井知樹

30 ㈲キリンラボラトリー 松戸市根本１２－１２高橋ﾋﾞﾙ３０２ ㈲ｷﾘﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

31 ㈲アイデンタルラボ 松戸市二ﾂ木１４５９－１ ㈲アイデンタルラボ

32 ウエタニデンタルラボ 松戸市千駄堀８１１－２ 上谷　亨

33 ㈲東京デンタルクリエイト 松戸市松飛台２００－９ ㈲東京デンタルクリエイト

34 櫻庭歯科技工所 松戸市日暮５－３１ 櫻庭金美

35 フクダデンタルラボ 松戸市稔台２３３－５ 福田高雄

36 Kデンタル 松戸市胡録台３３－９ 小林博和

37 島津セラミックス 松戸市牧の原２－２３１ 島津信久

38 上田歯研 松戸市岩瀬６１８－２２ミドリビル２F 上田　忍

39 山本デンタルラボ 松戸市古ヶ崎４－３６２２－２３ 山本克美

40
有限会社コンプリートプロ
テーゼ

松戸市金ヶ作２８ ユニバース八柱１
０２

有限会社コンプリートプロ
テーゼ

41 マックデンタルアート 松戸市新松戸３－２７５深興ﾋﾞﾙ２０２ 永坂久雄

42
有限会社田村矯正ラボラト
リー

松戸市栗山１６４
有限会社田村矯正ラボラト
リー

43 Be　Dental　Labo 松戸市高塚新田６３１－４６ 馬場康之

44 マコトデンタルラボラトリー 松戸市小金原３－１５－１８－４１０ 樋浦　誠

45 ㈲太陽歯科補綴研究所 松戸市緑ヶ丘２－３６３－２ ㈲太陽歯科補綴研究所

46 有限会社ケイ・ディ・エル 松戸市小金きよしケ丘２－８－２１ 有限会社ケイ・ディ・エル
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47
アコムプリッシュデンタルラボ
ラトリー

松戸市新松戸６－１４２ ㈲ハイブリッジ

48 Ｓ・Ｄ・Ｍ 松戸市三矢小台３－１２－６ 神戸信一

49 小川デンタルラボラトリー 松戸市三矢小台２－１６－１６ 小川秀次

50 能勢歯研 松戸市西馬橋１-３-１ 能勢　勲

51 雲野デンタルアート 松戸市上本郷３０３９－２ 雲野泰史

52 柏倉デンタルラボ 松戸市上本郷２６７７－５８ 柏倉恭夫

53 ㈲デンタルアーツ
松戸市松戸新田373ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
307

㈲デンタルアーツ

54 ケーエムティーエー 松戸市金ヶ作２８ﾕﾆﾊﾞｰｽ八柱402 投野恭一

55
テクニシャンアカデミーデンタ
ルラボラトリー

松戸市西馬橋４－２５４－１ 土田久夫

56 ㈲吾嬬 松戸市六実３－２４－２７ ㈲吾嬬

57 ㈲協和デンタルラボラトリー 松戸市西馬橋３－３－７ ㈲協和デンタルラボラトリー

58 ㈲アーチスト
松戸市松戸新田373ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
308

㈲アーチスト

59 ㈲歯科工房アテム 松戸市殿平賀199ﾌﾟﾃｨｼｬﾝﾌﾟﾙＫ101 ㈲歯科工房アテム

60 ㈱オーディーエル 松戸市稔台７－６１－２ ㈱オーディーエル

61 YSデンタル 松戸市小山２６９ 大嶋雄太

62 三共デンタルラボラトリー
松戸市西馬橋１－３－１昭栄ｺｰﾎﾟ１
０１

早川　譲

63 谷技工所 松戸市和名ヶ谷５２３－９ 谷　邦彦

64 清水ラボ
松戸市北松戸2-16-7ｻｰﾊﾟｽ北松戸
204

清水俊範

65 菊地デンタルラボラトリー
松戸市常盤平柳町１－１１ｴﾉﾓﾄﾋﾞﾙ２
０１

菊地幸男

66 デンタルスペース３１０ 松戸市仲井町１－２ 佐藤啓治

67 たるさこ矯正ラボ 松戸市松戸新田３５１－１６ 垂迫健一

68 ㈲ｳﾁﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ 松戸市小金きよしヶ丘３－４－１０ ㈲ｳﾁﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ

69 M&Aデンタルラボラトリー 松戸市高柳新田２０３－８ 白井雅文
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70 デンタルファーム株式会社 松戸市金ケ作４０１－４５ デンタルファーム株式会社

71 ツチダデンタルラボ
松戸市小金きよしヶ丘２－５－１ノッ
ク第３ビル３Ｆ－A

土田将広

72 COSMO DENTAL LAVO
松戸市稔台３－５－２プレジオ稔台１
０１

庄島四男美

73 皆川ラボ 松戸市稔台２－１３－１４ 皆川智志

74 豊島ラボ 松戸市日暮５－１７９ 豊島貴充

75 中林ラボ
松戸市常盤平３－２４－１常盤平公
団住宅３－５－４０４

中林大介

76 エム・エム・ジェー 松戸市常盤平７－２６－３０ 新海則夫

77 MLT
松戸市河原塚２７４－１ヴィアノⅡ１
０１

百瀬雅一

78 スタジオフジモト 松戸市小金きよしケ丘２－２１－７ 藤本肇

79 F Dental Hut 松戸市千駄堀４９７－７ 栗原文江

80 Ｄｅｆｙ
松戸市西馬橋３－２－２　田川ビル２
０１

須藤哲也

81 飯塚歯科ラボラトリー 松戸市稔台３－２－２０６ 飯塚啓一

82 Kデンタルクリエイト
松戸市松戸新田５７５－２６　トキワ
店舗２Ｆ

岡本和人

83 アツキデンタル・ラボ 松戸市紙敷９４６ 堀部厚樹

84 アートデンタル深谷 松戸市根木内６１－２９ 深谷佳乃

85 Ｙ’ｓデンタルラボ
松戸市松戸新田２４　京葉流通セン
ター５号棟６号

横室義啓

86 アンリガット株式会社
松戸市新松戸南１－３１６
 スタービレッジ新松戸１０７

アンリガット株式会社

87 スリーディーラボラトリー
松戸市本町１２－１２　中山ビル５０
１号室

株式会社スリーディー

88 木村デンタルラボラトリー 松戸市横須賀２－１－２０ 木村賢

89 NOA Ism Dental Labo
松戸市金ヶ作２８　ユニバース八柱１
０２

千葉 勇

90 CABIN 松戸市日暮4-15-22 ﾊｲﾂｱﾑｰﾙ201 株式会社 ベラルナ

91 水上デンタル・ラボ 松戸市新松戸6-279-15 水上  正

92 SEEKERs
松戸市大金平1-43-2
レトロビルサンカク４F

境  祐輔
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93 東京タイコニウム 松戸市小金清志町3-11-6 2F 佐藤  光弘

94
株式会社協和デンタル・ラボ
ラトリー新松戸

松戸市新松戸3-260-1
株式会社協和デンタル・ラボ
ラトリー新松戸

95 ベイ　デンタルラボ 松戸市秋山９２－６ 野澤　健固

96 鈴木歯科補綴研究所 流山市こうのす台６２７－１５ 鈴木　茂嘉

97 鈴木デンタルサービス 流山市西平井４１６ 鈴木　雄治

98
エスペラント・デンタルラボラ
トリー

流山市名都借１１５２－９ 佐藤　卓

99 ランド・デンタル 流山市松ヶ丘４－５０５－１０５ 飯島寿和

100 豊村デンタルラボラトリー 流山市西初石３－１４４７－２ 豊村廣

101 エースデンチャー歯研 流山市鰭ヶ崎１５－１７ 阿部　快人

102 デンタルビジョン 流山市東初石３－１０７－４３ 松崎　正明

103 キヨモトテクニカルラボ 流山市東深井４５１－１３７ 清本眞二

104 アーチデンタル 流山市西平井９０７－５ 内藤浩

105 さとうデンタルラボ 流山市駒木６３６－３ 佐藤　充

106 アクトデンタル 流山市鰭ヶ崎１５９８－７ 設楽　公一

107 ＫＳデンタルラボラトリー 流山市こうのす台６２７－１５ 鈴木　謙介

108 （有）ハイテクデント 流山市南流山３－１６－１５ 有限会社ハイテクデント

109
（有）ＰＡＳＨデンタルラボラト
リー

流山市南流山１－１９－７グランド
ルーシス１０６

枝川　智之

110
（有）平成社ホワイトクラフト
ラボラトリ

流山市前ヶ崎２１－２０－２０２ 有限会社平成社

111
ＫＡＴＯＲＩ　ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢ
ＯＲＡＴＯＲＹ

流山市東深井８８２－７５ 香取准

112
プラスーワン.デンタルラボラ
トリー

流山市古間木２８１－１７ 岡田　郁夫

113 （有）ティエムオーソ
流山市南流山３－４－１７　沼野ビル
２階

有限会社ティエムオーソ

114 ハイテックラボ 流山市江戸川台西４－２１７－４ 塚本明

115 デンタルアート柳沢 流山市上新宿３３５ 柳沢春彦
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116 初石デンタルラボラトリー 流山市東初石１－１８３－２６ 橘川元成

117 Ｉ-デンタル 流山市野々下６－１０２８－３７ 飯島　貴宏

118 Oral Balance 流山市西平井１１７５－１ 矢島　地

119 ㈱テクニカルアートセレクト 流山市若葉台５８－６９ ㈱テクニカルアートセレクト

120 ナカノデンタルラボラトリー 流山市東初石２－１２３－２ ナカノデンタルラボラトリー

121 さくらデンタルラボラトリー 流山市南流山３－１０－１４－４階 中村亘

122 有限会社クエイサー 流山市鰭ヶ崎字背戸谷１６００－４ 有限会社クエイサー

123 スタジオマキノ 流山市鰭ヶ崎１２６４－１４ 牧野　崇

124
株式会社　ＨＩデンタルラボラ
トリー

流山市こうのす台２６１－１２ 今村　秀明

125 大河内デンタルラボラトリー 流山市十太夫100-9 大河内　英世

126 医療法人育成会歯科技工所 我孫子市天王台１－２２－１６ 医療法人育成会

127 いちいデンタルラボ 我孫子市下ヶ戸４２２－１ 市井弘二

128 雅歯科補綴工房 我孫子市天王台４－３－１０ 大野雅生

129 （有）古谷歯研 我孫子市我孫子４－３７－７ 有限会社古谷歯研

130 大西歯科技工研究所 我孫子市日秀７３－５１ 大西擴

131 （有）谷田部歯研 我孫子市我孫子４－２０－２９ 谷田部実

132 坂本歯研 我孫子市栄２５－１７ 坂本吉雄

133 宮城デンタルラボラトリー 我孫子市湖北台１－３－７ 宮城昌仁

134 大畑デンチャーラボ 我孫子市新木野４－３３－２４ 大畑弘行

135 （有）愛歯 我孫子市台田４－１－７ 有限会社愛歯

136 デンタルクレド 我孫子市柴崎台２－６－３－３Ｆ 金井陽一

137
審美クオリティＫ　Ｄental　Ｌ
ab

我孫子市根戸６３５－３９ 木村満

138 宮部デンタルラボ 我孫子市南新木３－１８－３ 宮部行正

139 オオノデンタルプロ 我孫子市我孫子４－１６－１８ 大野明
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140 Ｄ、Ｌ、ＫＯＩＫＥ 我孫子市中峠３０８０－１５ 小池泰則

141 デンタルアート山田 我孫子市湖北台３－２－２１ 山田俊明
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