
No 名　　　称 所　在　地 開　設　者

1 マイスター・Ｄ・Ｌ 成田市吾妻３－８－７ 蟹沢　治幸

2 ワイズ・デンチャー・ラボ・ 成田市稲荷山３９１番地４６７ 山﨑　泰史

3 秋山歯研 成田市吉岡８２ 秋山　忍

4 アンテック 成田市倉水４３２－４ 新井　直行

5 デンタルラボ根本 成田市郷部２１５ 根本　敏廣

6 暁翠会 成田市三里塚１－１０１ 太田　友平

7 セキヤデンタルラボラトリー
成田市三里塚光ケ丘１－３３３
渡部アパート２号棟

関谷　伸男

8 木内歯科補綴研究所 成田市地蔵原新田１９－５ 木内　久

9 DENTAL ROBO 成田市宗吾１－８３９－４７ 多田　薫

10 有限会社オオキデンタル
成田市宗吾３丁目５７４番地の１
３

有限会社オオキデンタル

11 ＳＥＡデンタル 成田市津富浦２６０ 海方　一樹

12 有限会社小川ラボラトリー 成田市長沼５０３ 有限会社小川ラボラトリー

13 デンチャー・ラボ・ワカマツ 成田市成井６５１ 若松　則子

14 ACE・デンタル 成田市西三里塚１－１４１９ 須永　温

15 有限会社ニッコウデンタル 成田市松子６４１ 有限会社ニッコウデンタル

16 ミサト・デンタル・ラボ 成田市美郷台３－６－１３ 菊池　利明

17 カトウ　デンタル　ラボ
佐倉市稲荷台１－５－６　加藤ビ
ル３Ｆ

加藤　実

18 シオザワデンタル 佐倉市井野１３９８－５８ 塩澤　孝二

19 縄野ラボ 佐倉市井野１４４８－４７ 縄野　貴行

20 市原技工所 佐倉市臼井台５１ 市原 和武

21
有限会社ワイエムデンタルラ
ボ

佐倉市江原２８６－８
有限会社ワイエムデンタル
ラボ

22 佐倉歯科技工 佐倉市王子台３－８－７ 髙橋　幹夫
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23 小田切デンタルスタジオ 佐倉市王子台４－２－６ 小田切　明

24 山﨑歯研 佐倉市大佐倉１２３ 山﨑　裕一

25 モリタデンタルラボ 佐倉市生谷１５８７－４１ 森田　正和

26 Ａ１Ｄeｎｔaｌ 佐倉市鏑木町１１０－２ 秋田　浩三

27 ファインテック 佐倉市上志津１６７３－１５ 木谷　伊智郎

28 松ケ丘デンタル 佐倉市城１８８－２１６ 黒田　貞彦

29 真行寺デンタルラポ 佐倉市白銀４－１１－１２ 真行寺　和夫

30 森山技工所 佐倉市中志津３－２８－３ 森山　学

31 鈴木歯科技工所 佐倉市中志津５－６－１０ 鈴木　光章

32 堀デンタル 佐倉市西志津１－３－１２ 堀内　潤

33 株式会社ケイデーオフィス
佐倉市西志津１－６－１ＫＤビル
Ｎｏ３　１０２号

株式会社ケイデーオフィス

34 鯨井歯研 佐倉市西志津５－１－４ 鯨井　恒男

35 サンデンタルラボラトリー 佐倉市西志津６－１６－４ 渡辺　武典

36 ＭＧ歯科技工所 佐倉市南ユーカリが丘８－１－３ 吉岡　大介

37 コンコルドジャパン
佐倉市ユーカリが丘３－２－１
ルナシティ１０３号

湯本　豪一

38 ロジック 佐倉市ユーカリが丘７－１０－２ 高木　哲

39
プログレスデンタルラボラト
リ―

四街道市旭ケ丘５－６－１６ 山口　真一

40
有限会社グリーンデンタルラ
ボラトリー

四街道市栗山８１２－１－１－１
２

有限会社グリーンデンタル
ラボラトリー

41 YSOrtho 四街道市下志津新田２５３７－２ 吉永　晋吾

42 萩デンタルラボラトリー 四街道市大日２０６－６ 萩　宏之

43
Ｆ、コンダイル・ラボラト
リー

四街道市大日３２２－１８－２Ｆ 深澤　耕介

44 Ｋ・Ｙデンタル 四街道市大日３２２－１８－２Ｆ 高田　康哉
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45 Ｋ・Ｄラボ平野 四街道市鷹の台３－４－２０ 平野　勝己

46 栗原歯科技工所
四街道市千代田２－２２－１８
２階

栗原　明雄

47 ロイヤル歯研 四街道市みそら１－２０－１５ 白土　幹男

48 Dental Labo260 四街道市四街道１－９－５ 中島　二郎

49 パワーセラミック 四街道市和良比２６０ 奥村　力

50 歯科技研コマツ 四街道市和良比３１３－４ 小松　賢一

51 デンタルラボ　キクチ 四街道市和良比９５４－３０ 菊池　秀人

52 ラボ　Ｔ・Ｓ　榎本 八街市榎戸６６３ 榎本　高志

53 コクラデンタル．ラボ 八街市大関１９９－１１ 小倉　明

54 ラボラトリー　アールエス 八街市沖１３８５－４ 川口　隆史

55 野上デンタルラボ 八街市八街に４４９－２３８ 野上　勝也

56 富士見デンタルラボラトリー 八街市八街に８１－１６ 飯塚　渉

57 八街デンタル 八街市八街ほ３４８ 佐藤　明宏

58 M-MODEL 八街市八街ろ８７－３３１ 松田　和志

59
有限会社エフ・ケイ・デンタ
ルラボラトリー

印西市大森３３７９－４
有限会社エフ・ケイ・デン
タルラボラトリー

60 岩井歯科技工所 印西市笠神４３８ 岩井　一夫

61 有限会社笠井商事歯科技工部 印西市木下７２５－１９ 笠井　正敏

62 Ｋ－ＤＥＮＴＡＬ 印西市小林北３－１０－４ 菊田　智弘

63
デンタルラボラトリー　テク
ノ・ループ

印西市滝野５－６－４ 小田切　義久

64
有限会社佐藤デンタル北総デ
ンタラボ

印西市造谷３０９ 有限会社佐藤デンタル

65
Ｉ　ＷＩＬＬ　デンタルラボ
トリー

印西市原山３－８－１５－１０４ 今山　景一

66 京生スクエアラボ 印西市東の原１－５－１４ 小野寺　寿生
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67 川村デンタルラボラトリー 印西市平岡７８－２ 川村　靖

68 千葉北デンタルラボラトリー 白井市神々廻１２０６ 山崎　孝司

69
Ｃ・Ｄ・Ｓ（キャド・デン
チャー・サポート）

白井市神々廻１３３１－１３ 武田　勇一

70 デンタルラボ　アキノ 白井市七次台３－２１－２ 秋濃　淑行

71 マニフィック 白井市根３３５－８ 澁谷　薫

72 ラボ・キタジマ 白井市根１８６７ 北島　忠

73 アートデンタルラボラトリー 白井市冨士５５－３９ 豊川　重高

74 Ｓ．Ｃ．ＬＡＢＯ
白井市堀込二丁目３番地７号　５
０６号室

堀井　康男

75 Ｓ－ｍｏｄｅｌ 白井市堀込２－４－１４－２０３ 斉藤　幸紹

76 オオシマワークス 富里市御料８６８－８ 大嶋　国男

77 ＹＫデンタルラボラトリー 富里市御料９１３－１５ 鬼澤　好文

78 佐藤デンチャーラボ 富里市十倉４７０－１２ 佐藤　光幸

79 株式会社　ニューデンタル 富里市七栄６４６－９０９ 株式会社ニューデンタル

80 株式会社成田デンタル 富里市七栄６５４－７６　２Ｆ 株式会社成田デンタル

81 有限会社オール・デンタル
富里市日吉台２－５－１三信ビル
３Ｆ

有限会社オール・デンタル

82 神林克己歯科技工室 富里市日吉台５－１２－６ 神林　克己

83 丸山デンタルラボラトリー
印旛郡酒々井町酒々井１６９３
菅原第二コーポ１０２号

丸山　秀治

84 マツクラデンタルラボ 印旛郡酒々井町中央台４－８－５ 松倉　実

85 柴崎デンタルラボラトリー 印旛郡栄町安食台４－６－１７ 柴田　進

86 大竹技工所 印旛郡栄町南１０２ 大竹　勇


