
松山市届出済歯科技工所一覧

開設の場所 開設者　氏名

あ アイデンタルラボ 松山市久谷町甲６０２－２ 相原　尚登

アイバラ歯光 松山市富久町９３－５ 相原  賢二

アザミＤＥＮＴＡＬアトリエ 松山市東野四丁目４番２５号 髙橋　一隆

アップ・デンタル・ラボラトリー 松山市古川北一丁目１９－２６ 山西  順

αデンタルラボラトリー 松山市天山一丁目２番１号 仲川　哲郎

池本ラボ 松山市北斎院町５５２－１２ 池本  幸男

石本デンタル・ラボ 松山市久万ノ台５４６－５ 石本  友宏

イソ・デンタルワーク・ラボラトリー 松山市溝辺町１０５ 礒野  啓一郎

市川デンタルラボラトリー 松山市市坪南２－１３－１６ 市川　公雄

伊藤歯科技工所 松山市南久米町２３－９ 伊藤  舒章

永有歯研 松山市畑寺町７６９－１０ 中島　健夫

永樂歯科技工所 松山市枝松３丁目２－４２ 永樂　俊之

Ｓ　ｃｅｒａｍｉｃ 松山市柳井町３丁目２－３佐伯ビル１Ｆ 佐伯　正樹

エステ・デンタル・ラボラトリー 松山市磯河内甲８８－１ 檜垣　照人

愛媛県歯科補綴研究所 松山市堀之内６－１ 水落  晴己

愛媛デンタルラボラトリー 松山市味酒町３丁目５　村上ビル２階 益田  一知

エム・クラフト 松山市三町二丁目６－３６ 宮本　徹

M.Labo 松山市南高井町９６１番地 森松　慎博

大森デンタルラボラトリー 松山市室町３４－２０３ 大森　久敬

オザキラボ 松山市恵原町甲５６５ 尾﨑　善彦

か カドタデンタルラボラトリー 松山市畑寺四丁目１－２０ 門田  勝則

金子デンタル・ラボラトリー 松山市松末二丁目１５－１０ 金子  傳

株式会社　J-Labo 松山市和気町一丁目４２４番地１ 芳野産業ビル１F中 株式会社　J-Labo

株式会社アイ・エス・ディー松山支店 松山市朝生田町六丁目４番３２号 株式会社アイ・エス・ディー

株式会社　医科歯科技研　松山サテライ
ト

松山市山越１丁目１－４３ 株式会社　医科歯科技研

株式会社ＣＡＭ 松山市北斎院町８１３番地１１ 株式会社ＣＡＭ

株式会社　シケン　松山技工所 松山市高岡町２７８番地１ 株式会社　シケン

株式会社　セラック 松山市来住町１４５８－１ 株式会社　セラック

株式会社　トーリテックス 松山市石風呂町２１ 株式会社　トーリテックス

株式会社LabolatorioSolare 松山市古三津２丁目１６－２２ Solare　Bldg　３F 株式会社LabolatorioSolare

鎌居技工所 松山市東野四丁目３－２３ 鎌居  通雄

カメオカデンタルラボラトリー 松山市北条辻８４７－２ 亀岡　均

ケー・ディ　ラボラトリー 松山市下伊台町乙３３０－６７ 河野  喜久巳

ケーツデンタルクリエイトラボ 松山市東長戸四丁目－２－５ 松田  勝年

Kent Dental Laboratory 松山市宮西2丁目５－２９ 谷口　賢二

ＫＯＵＮＯ－ＣＥＲＡＭＩＣ 松山市西石井三丁目４番３５号 河野　公彦

光洋ラボ 松山市光洋台一番地２８ 井上　清

さ ジェイズデンタルラボ 松山市東垣生町２８１－７ 梅木　治郎

歯科技工所　アトリエきりん 松山市溝辺町甲４４１番地５ 横田　学

○この一覧表は、歯科技工士法に基づき、開設届が提出された歯科技工所を掲載しています。
ただし、これらの歯科技工所のうち同法による休止または廃止の届出がなされていないものが含まれている場合があり
ますので、歯科技工所をご利用の際には、事前にご確認されることをお勧めします。

（令和5年2月28日現在）

名　称
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シゲマツデンタルラボラトリー 松山市鹿峰１８６番地 重松　宏尚

Shino Lab. 松山市馬木町３８６－３ 篠崎　経司

ジョイデンタルサービス 松山市内浜町１５－３ 松下  清松

スウィート・ラボ株式会社 松山市北条辻１３９７番地１ スウィート・ラボ株式会社

清風歯研 松山市南白水一丁目１６－１ 二神　邦男

セレアデンタルラボラトリー 松山市古三津五丁目１６番１１号 善家　良樹

た 高市歯科技工所 松山市水泥町２２－４１ 高市  泰行

髙須賀歯科技工所 松山市中村二丁目７－２０ 髙須賀  隆

髙本歯科技術研究所 松山市北久米町４５１－６ 髙本  竜平

タキデンタルラボラトリー 松山市安城寺町１－２０ 滝沢　浩子

瀧野歯科技工所 松山市湯渡町１－１０ 瀧野　憲一

丹下歯科技工所 松山市生石町５１４－３ 丹下  龍一

中央デンタルラボ 松山市三津２丁目１２－４ 大内　信享

中予歯科協同組合 松山市北条辻１４４３番地６ 中予歯科協同組合

土川デンタルラボラトリー 松山市東垣生町２８－２ 土川  博久

ディー・エル・アンﾄﾞウ 松山市湯の山二丁目５－７ 安藤  公胤（まさつぐ）

株式会社　Teeth Crew 松山市北井門１丁目１６－１８　大森ビル１Ｆ 株式会社　Ｔｅｅｔｈ　Ｃｒｅｗ

デジタル歯科技研 松山市三番町5丁目1-10　グラン榎町502 株式会社　デジタル歯科技研

デンタル　テクニカル・アート・イトウ 松山市福音寺町５７６ 伊藤  周司

デンタル・ラボ・熊本 松山市枝松二丁目３－１６ 熊本  幸敏

デンタル工房・ヨネダ 松山市和泉南５丁目９－２６ 米田　隆孝

デンタルT’ｓ 松山市三津一丁目３－５ 田口  泰

デンタルラボラトリー  タカオカ 松山市東方町甲６３２－２ 高岡  敬三

デンタル・ラボラトリー・シノモリ 松山市吉藤４丁目５－４６ 篠森　春雄

DENTAL  RABORATORY  REGALO 松山市西垣生町１３９０番地２２ 柱　加奈

デントラスト 松山市土居田町３４２－１α-ｎｅｘｔ土居田２０３号 新山　敏男

徳本デンタルラボラトリー 松山市竹原三丁目１４－１ 徳本  仁

戸田デンタル・ラボラトリー 松山市西垣生町１０４９－１５ 戸田　創麻

トモザワ・デンタル・ラボラトリー 松山市余戸南四丁目２－２５ 友澤  英彦

な なりまつ歯研 松山市保免西四丁目７－３３ 成松   完司

ニシタニ・デンタル・ラボラトリー 松山市歩行町一丁目５－９ 西谷  哲一

ニシタニ歯科技工所 松山市南町二丁目３－６ 西谷  雄恒

二宮デンタル・ラボ 松山市東垣生町３３９番地１６ (有)二宮デンタル・ラボ

のなか・デンタル・ラボ 松山市東方町甲１０８ 野中  譲治

は パシフィック・デンタル・ラボラトリー 松山市北条辻４１１－２ 伊藤　康洋

HashiLabo 松山市東垣生町２８０－３ 柱　達也

長谷川歯科技工所 松山市北条７４７－１ 長谷川　達郎

歯夢工房 松山市土居田町８７－３ 内藤　博士

日野ラボ 松山市和泉南６丁目６－１２ 日野　章一

ViVID 松山市春日町９－４－１０１　F'sコート 外城　崇嗣
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兵頭技工所 松山市西垣生町２８２－１１ 兵頭  基充

ヒロ・デンタル・ラボラトリー 松山市三番町二丁目４－６　桑原ビル１階 桑原  弘明

フジ歯研 松山市北梅本町２１７４－２ 藤岡　省一

フジテック 松山市北久米町２２１番地６ 藤原　徹

船田デンタルラボラトリー 松山市南久米町４４１－２ 船田  昇

ま Martial Arts Dental Lab 松山市小川甲８５９番地２ 玉井　浩貴

松本技工所 松山市北斎院町５５２番地１６ 松本　裕

松山デンタル 松山市余戸南三丁目８－８ 上田  淳一

みどりデンタル・ラボラトリー 松山市道後緑台１１－１６ 泉  直三

MiNAPON ラボ 松山市北斎院町６１－１７ 菊池　美奈

モリタ・デンタル・ラボラトリー 松山市立花五丁目３－３１ 森田  武志

森安デンタルラボラトリー 松山市久保田町３６４ 森安　俊夫

や ヤザマデンタルラボラトリー 松山市井門町８２－３ 矢間  弘

山内歯科補綴研究所 松山市小栗七丁目１１－２８ 山内  修

山義歯研 松山市緑町一丁目３番地２８サンシャイン緑町201号 山田　明二

ヤマザキ歯科補綴研究所 松山市土居町１１４３－２ 山崎  哲史

ヤマブチデンタルラボラトリー 松山市山越3丁目１７－１０ 山淵　大

山本歯科技工所 松山市東野一丁目５－５６ 山本  孝秀

山本デンタルラボラトリー 松山市白水台３丁目２－６ 山本　彰吾

有限会社　アサヒデンタルラボラトリー 松山市西垣生町８２０－１ 有限会社アサヒデンタルラボラトリー

有限会社エム・ケー・デンタルラボ 松山市古三津二丁目２－１２ 有限会社エム・ケー・デンタルラボ

有限会社谷本歯研 松山市余戸中一丁目１－３ 有限会社谷本歯研　㈹谷本  斉

有限会社ピア企画　歯科技工部 松山市石手四丁目４－４ 有限会社ピア企画

有限会社フィット・デンタル・サプライ 松山市空港通二丁目９－３６　福川ビル２０１号 有限会社フィット・デンタル・サプライ

有限会社フクミ・デンタル・ラボ 松山市樽味四丁目１－７ 有限会社フクミ・デンタル・ラボ

有限会社ムラカミデンタルラボラトリー 松山市西垣生町１７１２－６ 有限会社ムラカミデンタルラボラトリー

ら ラボ・川口 松山市東長戸二丁目３－１９ 川口  修

ラボ８２ 松山市古三津町１５０　忽那倉庫ビル２階 古河  英治

ラボテック大西 松山市南久米町５２３－７ 大西   浩二

Lien Dental Desige 松山市道後町1丁目１－４８ 丹生谷　利博

ロイヤルデンタルテクニカル 松山市小坂二丁目４－４１　コーポスター１０１ 吉本  孝志

わ ワイデンタル・ラボラトリー 松山市石風呂町４８ 吉川  清孝

和田歯科技工所 松山市藤原二丁目２－６ 和田  三郎

渡辺歯科技工所 松山市久万ノ台乙２７０－１ 渡辺  和美


