
No 名　　　称 所　在　地 開　設　者

1 佐藤歯科技工所 市川市下貝塚１－８－３ 佐藤　勝美

2 飯塚歯科技工所 市川市柏井町４－４６８－４ 飯塚　政由

3 近藤歯科技工所 市川市河原１８－１０ 近藤　博

4 スズキデンタルラボ
市川市鬼越２－１７－１
ビューパレー市川９０１号

鈴木　正泰

5 鈴木技工室 市川市鬼高２－１５－１３ 鈴木　智喜

6 スタジオ長瀧 市川市鬼高２－４－３ 長瀧　金平

7 村越デンタルラボラトリー 市川市宮久保１－３３－２５ 村越　章

8 有限会社　ソノベデンタル研究所 市川市宮久保２－１7－２４ 有限会社　ソノベデンタル研究所

9 有限会社　鴻陵　 市川市宮久保２－２３－２９ 有限会社　鴻陵　

10 長谷川補綴研究所 市川市宮久保３－３－８ 長谷川　道雄

11 DENTAL MAKE OWARI 市川市宮久保６－１１－２１ 尾張　祐城

12 デンタル・ラボラトリー・アロー 市川市広尾１－４－２ 山口　賢一

13 福栄デンタル・ラボラトリー
市川市行徳駅前４－２－１
マンションニュー行徳第２－６０５

比護　信一

14 Ｍ・Ｋデンタルラボ
市川市香取２－１０－１６
ホワイトビレヂ１０２

萩原　和彦

15 東京精密株式会社 市川市香取２－１２－１７ 東京精密株式会社

16 佐藤デンタルラボラトリー 市川市香取２－１２－８　宇田川ビル４０３ 佐藤　次夫

17 株式会社ナカデン 市川市高石神３３－２０ 中山デンタルラボラトリー株式会社

18 大橋歯科技工所 市川市国分１－１０－５ 大橋　嘉彰

19 市川デンタルサービス 市川市国分３－８－６ 江　渡大

20 石山歯科技工所 市川市市川１－１３－２２ 石山　豊

21 市川デンタルサービス 市川市市川１－１４－２６ 川野　功

22 フォンド・デンタル・ラボラトリー有限会社 市川市市川３－１２－９ フォンド・デンタル・ラボラトリー有限会社

23 有限会社Ｔ－デンタル
市川市市川南１－１－１
ザ・タワーズ・イースト１０８

有限会社　Ｔ－デンタル

24 テクノ・デンタル・ラボ 市川市若宮１－５－７ 綾井　孝之
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25 上杉歯科補綴 市川市新田１－１６－４ 上杉　悟郎

26 斉木デンタルラボラトリー 市川市新田２－１４－６ 斉木　智
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27 I．C．デンタルラボラトリー 市川市新田３－１４－６　みすず荘１－１ 浦井　元廣

28 上條デンタルラボ 市川市新田３－７－２１ 上條　豊

29 デジタルクラウン 市川市真間１－７－７ 小屋　順平

30 有限会社　タナカデンタル・ラボ 市川市須和田１－１１－２－１０２ 有限会社　タナカデンタル・ラボ

31 セラデンタル 市川市須和田２－３５－２３ 山本　満

32 西家デンタルテクニックラボラトリー 市川市菅野４－６－３ 西家　建

33 アルファ・デンタル・ラボ 市川市曽谷１－４－２ 西山　和子

34 ピー、ディー、エス、 市川市曽谷５－１１－１８ 伊藤　秀昭

35 サノデンタルラボラトリー 市川市曽谷５－１１－３ 佐野　弘

36 ツダテクニカルラボラトリー 市川市曽谷８－９－２０ 津田　宏

37 松本歯科技工所 市川市相之川２－５－２０ 松本　英二

38 石川歯研 市川市大洲４－１０－１４ 石川　修二

39 ＨＡＧＯ　ＨＡＮＤＳ 市川市大洲４－９－２ 山野邉　眞一

40 目黒デンタルラボ 市川市大洲４－９－３２ 目黒　修

41 タカムラ・デンタル・スタジオ
市川市大野町２－１１３６－３
市川グリーンハイツA－２０７

髙村　謙二

42 岩田歯研 市川市大和田１－１－３１ 岩田　彰

43 nano craft 市川市大和田３－２１－１１ 福山　晃一

44 合同会社　HIYOTO 市川市大洲２－１５－１４ 合同会社　HIYOTO

45 つくばデンタル・ラボ 市川市中国分３－１４－１２ 坪井　茂

46 デンタル　クラフト　ナオ
市川市田尻４－９－１６
西船橋永谷マンション１０８

中臺　尚司

47 君島歯研 市川市田尻５－２１－１４ 君島　市造

48 佐々木歯科技工 市川市東菅野２－２２－１９ 佐々木　芳幸

49 齋藤歯研 市川市東菅野３－２－２１ 齋藤　勝紀

50 てつロク
市川市東菅野４－３４－１
シャトーⅡ１０５号

大塚　健司

51 イーストデンタルラボ 市川市南八幡１－１３－１２ 澤村　正人

52 ＪＤＬ 市川市南八幡２－１３－２　東陽荘１０１号 佐藤　二郎
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53 K-DENTAL WORKS 市川市南八幡３－３－６－４F 加藤　貴昭

54 有限会社ムドウル技工所 市川市南八幡３－４－１長生ビル２F 有限会社　ムドウル
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55 KＹデンタルラボラトリー 市川市柏井町１－１６０６－１５ 館　和廣

56 株式会社東矯技工
市川市八幡２－１６－１５
本八幡駅西口ビル１０３

株式会社　東矯技工

57 有限会社滝沢デンタルラボ 市川市八幡２－１６－７　総和実業ビル４F 有限会社　滝沢デンタルラボ

58 クレッスントラボ 市川市八幡４－１６－１６ 有限会社　クレッスントグループ

59 ユニコ　デンタルラボラトリー 市川市福栄１－１９－１７（１Ｆ） 岡田　光司

60 ブルーワークス株式会社 市川市平田１－１４－２１ 荒木　智彦

61 板倉歯科技工研究所 市川市平田１－２－１５ 板倉　保

62 早川デンタル・ラボラトリー 市川市北方１－２１－６ 早川　二郎

63 小林歯科技工所 市川市本北方１－４６－１２ 小林　和次

64 有限会社　ラボ・スクエア－ 市川市末広１－１５－８ 有限会社　ラボ・スクエア－

65 田口デンタル 市川市末広１－８－８　パスカル末広２０２ 田口　元彦

66 染谷デンタルテクニック 市川市妙典６－１１－１１ 染谷　明

67 日東技工 浦安市海楽３４－１７シャトル海楽１Ｆ 有限会社　日東技工

68 毎田デンタルラボ 浦安市高洲１－５－１ 毎田　和行

69 Ｓ．Ｙ．デンタルラボ 浦安市東野２－２１－１ 山口　修治

70 アート・セラミック 浦安市東野３－２７－１ 遠藤　洋

71 シノザキ・デンタルラボ 浦安市当代島３－１５－３５ 篠崎　孔志

72 山歯科技工所 浦安市入船２－２ 山　裕也

73 株式会社アクアピューネ
浦安市猫実４－６－２６
ミナモトビル３０１

株式会社　アクアピューネ

74 歯成会 浦安市富士見３－１０－１７－１０１ 有限会社　歯成会

75 西川ラボ 浦安市富士見４－１１－４ 西川　勇三

76 アーバン・セラモ・スタジオ
浦安市北栄３－7－１４
第２新定マンション１０２

中岡　吉次郎

77 ササキセラミックラボ 浦安市堀江１－１－４１ 佐々木　利治

78 あきやまデンタル・ラボ
浦安市堀江１－２４－４３
伊藤コーポ１０１

秋山　正

79 Ｌａｂｏ１０４ 浦安市堀江１－２４－４３　伊藤コーポ１０１ 鈴木　利明

80 大沢デンタル・ファクトリー 浦安市堀江１－２９－１３ 大沢　文敏
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81 デンタルリサーチ　アビコ 浦安市堀江４５８－6 安孫子　啓三


