
令和4（2022 ）年12月1日現在

- 歯 科 技 工 所 名 開 設 者 開設年月日 所 在 地
電話-

市外局-028

1 ＡＴラボラトリー 田邊　明弘 H30.10.29 宇都宮市緑3-14-3 028-659-8433

2 Ｂｅフィットデンタル 菊地　悦久 H1.5.1 宇都宮市今泉新町235-2 -

3 D－ＴEC工房 坂入　和典 H4.7.5 宇都宮市星が丘2-6-5 -

4 HGデンタルラボラトリー - H13.7.5 宇都宮市鐺山町534-25 028-670-6780

5 Ｈ．Ｋデンタル 菊池　宏幸 - 宇都宮市下平出町723-2 028-661-2921

6 HODラボラトリー 菱沼　隆志 H10.8.3 宇都宮市兵庫塚2-4-6 -

7 K．D．Ｓ．腰山デンタルスタジオ 腰山　将悟 - 宇都宮市西川田町952-15 -

8 Ken　Laboratory 内山　建太郎 H14.4.1 宇都宮市宮原4-4-59 028-633-7757

9 Ｋ’sデンタルアート - - - -

10 ＮｏｂｕＤｅｎｔａｌ 臼井　信二 H20.5.7 宇都宮市戸祭町2630-7 028-643-0107

11 Ｏ．DENT 小野口　信行 H8.9.17 宇都宮市西の宮町1176-129 028-647-3811

12 Ｐ.Ｃラボラトリー 金崎　桂三 H3.11.4 宇都宮市雀の宮1-8-26 -

13 Precision Works Dental Lab 岩渕　昭夫 - - -

14 SOU　dental　laboratory 宮路　想 H20.4.1 - -

15 S－デント 白石　政次 H7.9.1 宇都宮市鶴田町3358-21 028-637-4120

16 U・デンタル・ラボラトリー 荻田　裕二 S59.10.1 宇都宮市峰町244-10 028-661-5420

17 工房(アトリエ）ツェーネ 辻野　恭弘 H27.9.21 宇都宮市八幡台11-4 028-625-0346

18 アペックス　デンタルスタジオ 吉田　博昭 H18.8.15 宇都宮市峰町269-43 028-639-6530

19 アルテック　デント 南木　康広 H4.7.1 宇都宮市平出町2675- -

20 青木歯科技工所 青木　成之 H1.5.1 宇都宮市清住3-8-5 028-625-7554

21 安藤歯科技工学研究所 安藤　正行 S57.3.11 宇都宮市越戸3-11-38 028-662-3007

22 石川歯研 石川　透 S63.5.26 宇都宮市田下町886-38 028-652-0183

23 石原歯科技工所 石原　俊彦 S45.5.20 宇都宮市宮原1-4-19 -

24 泉デンタルラボラトリー 小野　美典 H16.7.1 宇都宮市宝木町1-2582-37 028-621-4498

25 市川歯科技工所 市川　芳明 H25.3.20 宇都宮市御幸本町4646- 日建ビル地下 028-660-2414

26 一条デンタルラボラトリー 斉須　照久 H26.6.10 宇都宮市緑3-36-7 028-666-5676

27 宇都宮ラボセンター 手塚　浩子 H14.1.1 宇都宮市野沢町419-7 028-665-0535

28 鵜山歯科技工所 鵜山　明 S57.12.15 宇都宮市陽南3-6-10 028-658-5620

29 エムズファクトリー 五月女　雅樹 H10.9.16 宇都宮市下岡本町4070 -

30 大島歯科技工所 大島　則夫 S63.5.1 宇都宮市雀の宮6-3-50 028-654-1437

31 岡﨑デンタル・ラボラトリー 岡﨑　明弘 H8.4.3 宇都宮市南大通り2-5-2 -

32 柏渕歯科技工所 柏渕　比呂志 S57.4.1 宇都宮市峰3-1-29 028-633-4919

33 金澤歯科技工所 金澤　信二 S61.5.1 宇都宮市下栗町2336-21 028-637-4455

34 ㈱アイ・ディー･エル ㈱アイ・ディー･エル H29.6.12 宇都宮市上戸祭町1-1 028-612-1705

35 ㈱デンタルスタジオビッグバン ㈱デンタルスタジオビッグバン R1.10.1 宇都宮市立伏町893-359 028-672-2369

歯科技工所一覧表　　宇都宮市
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36 ㈱ハイエスト　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＥＲＡＭＩＣ ㈱ハイエスト H28.5.6 宇都宮市戸祭町2638-7 -

37 ㈱MARS　DENTEX ㈱MARS　DENTEX H22.11.1 宇都宮市中久保2-4-32 028-661-4655

38 ㈱みらいデンタル企画 医療法人社団アポロニア R3.12.28 宇都宮市中岡本町3710-94 080-6615-1422

39 ㈱メディカルエンジニアリング歯科技工部 菊地　恵美子 S54.10.30 宇都宮市二荒町4-8　前田ビル6階 -

40 技工室 ＤＥＮＴＵＲＬＹ 田仲　一雄 H7.5.8 宇都宮市下岡本町669 028-673-7856

41 技工室　らぼすといっく 町田　英夫 - 宇都宮市西川田南1-38-18 -

42 君島デンタル　ラボ 君島　敏夫 H4.5.27 宇都宮市簗瀬町1381-40 -

43 クォリデント 國分　力夫 R5.5.6 宇都宮市平出町3533-1 090-1796-6020

44 栗原歯研 栗原　正明 H5.1.5 宇都宮市東簗瀬1-8-1 028-635-9872

45 栗原デンタル・ラボ 栗原　直久 H9.5.1 宇都宮市滝の原1-3-1 -

46 ケーユー歯研 上田　一弘 S59.4.27 宇都宮市野沢町187-43 -

47 工房　小野口 - - - -

48 ゴーマラボ 郷間　美博 H7.2.1 宇都宮市御幸が原町126-16 -

49 三品歯科技工所 三品　広仲 S31.11.29 宇都宮市簗瀬町2137- -

50 歯科技工所　マイティ.マウス 原田　和彦 H9.1.10 宇都宮市針ヶ谷町434-4 -

51 鈴木デンタルラボ 鈴木　健二 S63.9.12 宇都宮市宝木本町1433-2 -

52 成和歯科技工 徳吉　誠律絵 H10.7.16 宇都宮市駒生町1776-74 -

53 関根デンタルラボ 関根　慶太 H19.4.1 宇都宮市泉が丘3-13-9 028-305-2331

54 ダイヤデンタルラボ 大野　仁 S61.3.11 宇都宮市兵庫塚町305-4 -

55 高橋歯科技工所 高橋　文男 H3.5.6 宇都宮市砂田町424-11 -

56 高橋デンタルラボ 高橋　明 S59.3.2 宇都宮市富士見町19-9 -

57 高山デンタルラボラトリー 高山　康秀 H15.12.10 宇都宮市徳次郎町2162-21 028-665-4981

58 タノベデンタルラボ 田野邉　幸一 S60.4.1 宇都宮市花房2-1-6 090-3146-4224

59 田村デンタルラボラトリー 田村　記良 H9.1.6 宇都宮市上桑島町1240-2 -

60 ツェーネ 辻野　恭弘 R2.5.11 宇都宮市八幡台7-22 028-348-2701

61 ディライトデンタルラボ 青栁　茂樹 - 宇都宮市鶴田町3626-1 -

62 ティースデザインラボ 本田　善徳 H27.5.1 宇都宮市中岡本町560-11 090-9669-5717

63 テクノデンタル　 渡邊　洋二 H9.5.8 宇都宮市上戸祭町2936-157 -

64 手塚デンタルラボ 手塚　茂 S63.6.20 宇都宮市中岡本町4087 028-673-2928

65 デンタルアート・K’Ｓ 北島　靖久 H8.1.5 宇都宮市みどり野町24-9 -

66 デンタルシアター 今井　和重 R3.2.24 宇都宮市西一の沢町3-10 028-678-6538

67 デンタルスタジオ　Ｔ’ｚ 高津戸　正 H16.11.1 宇都宮市岩曽町1542-6 028-663-8492

68 デンタルラボサイトウ 齋藤　信夫 H19.7.3 宇都宮市陽南2-9-8 028-658-0922

69 藤栄歯科技工所 藤栄　與四郎 H11.1.19 宇都宮市南町14-14 028-653-4528

70 殿川歯科技工 殿川　泰史 H29.3.1 宇都宮市戸祭台14-7 028-612-6776



令和4（2022 ）年12月1日現在

- 歯 科 技 工 所 名 開 設 者 開設年月日 所 在 地
電話-

市外局-028

歯科技工所一覧表　　宇都宮市

71 冨田デンタルラボラトリー 冨田　三義 H2.2.1 宇都宮市南一の沢町1-24 028-638-2587

72 中里歯科技工所 中里　久夫 S31.11.29 宇都宮市平出町4340-4 028-661-4508

73 中里歯科技術研究所 中里　浩明 H8.7.1 宇都宮市下平出町2391-3 -

74 中嶋デンタルラボ 中嶋　浩 H2.4.1 宇都宮市兵庫塚3-11-21 -

75 ナカダデンタルラボラトリー 中田　貴幸 H10.4.1 宇都宮市中岡本町2608-48 -

76 なかむら工房 中村　浩 H8.1.8 宇都宮市東横田町368-3 -

77 野中歯科技工所 野中　義雄 S59.1.11 宇都宮市鶴田町3660-6 -

78 歯工房 荒井　和彦 H10.9.22 宇都宮市駒生2-1-23 -

79 ハタノデンタル 波多野　成和 H25.3.10 宇都宮市屋板町1077-23 028-612-6528

80 ビュートデンタル - - - -

81 フカヤ・デンタル・リサーチ 深谷　久 S62.7.27 宇都宮市簗瀬町2-1-30 -

82 福田歯研 福田　康行 H6.12.30 宇都宮市若松原2-2-31　平塚方 028-655-6208

83 藤岡歯科技工所 藤岡　忠勇 S42.1.12 宇都宮市本町11-15 -

84 ベアルト栃木 ㈱ベアルト H26.12.5 宇都宮市平出町3533-1 028-611-1618

85 ベースデンチャー 山下　青海 H16.4.28 宇都宮市横山2-14-33 028-624-1585

86 美松技工所 手塚　勝美 S48.6.1 宇都宮市岩曽町939-6 028-662-5182

87 宮永歯科技工所 宮永　隆 H7.3.15 宇都宮市西川田本町1-17-10 -

88 友愛歯研（宇都宮） 亀井　充幸 S56.8.7 宇都宮市戸祭2-11-27 028-622-4384

89 ㈲SKデンタルラボ ㈲SKデンタルラボ H20.3.1 宇都宮市川俣町715-4 028-616-3527

90 ㈲ケイ・アイ・エム ㈲ケイ・アイ・エム H25.8.23 宇都宮市末広2-6-24 028-655-3470

91 ㈲鈴木歯科補綴研究所 ㈲鈴木歯科補綴研究所 S56.3.5 宇都宮市山本町2-11-8 028-622-6047

92 ㈲デンタルカンパニーティーズ ㈲ﾃﾞﾝﾀﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾃｨｰｽﾞ H10.8.13 宇都宮市中岡本町2412-2 -

93 ㈲デンタルラボ宇都宮 ㈲デンタルラボ宇都宮 S62.11.1 宇都宮市西川田町248-23 028-658-7516

94 ㈲バイオデントラボラトリー ㈲ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ S59.5.14 宇都宮市徳次郎町2194-1 -

95 ㈲松坂デンタルラボラトリー ㈲松坂ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ - 宇都宮市上横田町1328-20 -

96 ㈲真美ラボ ㈲真美ラボ S61.2.19 宇都宮市今泉町2518 -

97 吉田技工所 吉田　悟 S56.1.22 宇都宮市今泉町1041 -

98 吉村歯科技研 吉村　和道 H16.8.25 宇都宮市川田町730-4 028-639-5528

99 ラボフィット 大島　三郎 - 宇都宮市高砂町13-8 -


