
○北杜市

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

田中歯科技工所 〒408-0044 北杜市小淵沢町1866 田中保 昭和56年5月1日

千野歯科技工所 〒407-0311 北杜市大泉町西井出9083-1 千野秀一 平成1年5月6日

小泉歯研 〒407-0203 北杜市明野町三之蔵973 小泉隼人 平成3年1月7日

浅川歯科技工所 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸3585 浅川武彦 平成3年4月1日

シンクライトデンタルラボラトリー 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸1957 谷戸昭仁 平成6年10月1日

Ｔ’Ｓデンタル（ティーズデンタル） 〒408-0112 北杜市須玉町若神子913-1 赤坂巧 平成12年7月24日

（有）シー、ディー、テック 〒407-0311 北杜市大泉町西井出770-4 千野秀二 平成13年1月29日

歯科工房　松井屋 〒409-1502 北杜市大泉町谷戸2230 小宮山強志 平成13年6月1日

巨麻デンタルラボラトリー 〒408-0313 北杜市白州町横手1449 中山文仁 平成14年4月1日

長坂歯研 〒408-0034 北杜市長坂町大八田3652 清水長夫 平成21年1月1日

昭和工房 〒408-0112 北杜市須玉町若神子1438-1 壷屋　文夫 平成25年8月12日

クラフトデンタルワーク 〒408-0034 北杜市長坂町大八田5629 藤原　真二郎 平成30年10月9日

○韮崎市

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

有限会社ホサカ歯科技研 〒407-0175 韮崎市穂坂町宮久保2447 （有）ホサカ歯科技研 韮崎市穂坂町宮久保2447 昭和58年4月15日

古旗デンタル・スタジオ 〒407-0024 韮崎市本町3-7-2 古旗徳明 平成1年5月30日

こや歯科技工所 〒407-0024 韮崎市本町1-13-3 小屋忠樹 平成17年4月1日

デンタルスタジオＫ 〒407-0175 韮崎市穂坂町三澤2947 名取一之 平成18年5月23日

株式会社BROCCOLI BROTHERS デンタル事業部 〒407-0175 韮崎市穂坂町宮久保2449 （株）BROCCOLI BROTHERS 韮崎市中田町中條1006-1 平成26年10月14日

M'sデンタル 〒407-0014 韮崎市富士見3-9-21 横森　正己 令和2年2月2日

○南アルプス市

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

深沢歯科技工所 〒400-0404 南アルプス市古市場873-1 深沢正次 昭和51年2月11日

桜井歯科技工所 〒400-0404 南アルプス市古市場809 桜井　力 昭和59年12月1日

ﾃﾞﾝﾀﾙ・ﾜｰｸｽ・ｶｻﾞﾏ　 〒400-0335 南アルプス市加賀美3343 風間　潔 昭和60年1月7日

近藤ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵ 〒400-0306 南アルプス市小笠原352 近藤恭史 昭和60年4月2日

ﾌﾗｯｼｭ・ｱｰﾄﾃﾞﾝﾀﾙ 〒400-0205 南アルプス市野牛島250-7 谷本茂幸 平成2年5月8日

戸栗ﾃﾞﾝﾀﾙ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 〒400-0337 南アルプス市寺部1160-2 戸栗和裕 平成5年6月1日

TEK DENTAL LABO 〒400-0211 南アルプス市上今諏訪1657 原　弘　 平成6年5月6日

ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ北村 〒400-0403 南アルプス市鮎沢307 北村浩一 平成5年9月1日

嶋田ﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞ 〒400-0416 南アルプス市大師516-4 嶋田　勇 平成7年9月1日

Ｆ・Ｄ・Ｌ 〒400-0206 南アルプス市六科1551-4 古屋義弘 平成8年4月1日

矢崎歯科工房 〒400-0404 南アルプス市古市場269-1 矢崎勝史 平成9年4月1日
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内田デンタルラボ 〒400-0404 南アルプス市古市場543 内田和男 平成15年11月1日

小笠原歯科技工所 〒400-0401 南アルプス市江原1256-4 小笠原昇 平成18年5月1日

デンタルラボY’ｓ 〒400-0404 南アルプス市古市場739-1 米永丞太 平成19年10月2日

A's Dental Works 〒400-0405 南アルプス市下宮地576 佐久間　昭仁 平成25年10月13日

伊藤デンタルラボラトリー 〒400-0304 南アルプス市吉田1194-1 伊藤　克也 平成29年8月27日

入れ歯工房　トゥース　ファーム 〒400-0334 南アルプス市藤田1298-3 柴田　晃次 令和2年5月11日

たかデンタルラボ 〒400-0335 南アルプス市小笠原490-2 上野　高一 令和3年7月16日

○中央市

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

相沢歯科技工所 〒409-3804 中央市井之口303-1 相沢　邦男 昭和29年9月1日

田富歯科補綴研究所 〒409-3841 中央市布施1724 河西　勘衛 昭和53年6月23日

堀内歯科技工所 〒409-3844 中央市臼井阿原436-3 堀内 寛 昭和54年3月1日

山本歯科技工所 〒409-3843 中央市西花輪3748-2 山本 六男 昭和59年5月14日

デンタルアート　田中 〒409-3831 中央市大田和885 田中 富夫 昭和63年4月1日

天野デンタルラボラトリー 〒409-3845 中央市山之神22-19 天野 秋夫 平成4年1月6日

カサイデンタルファクトリー 〒409-3841 中央市布施2304 河西　映樹 平成11年5月1日

デンタル・スタジオ・エンドウ 〒409-3841 中央市布施2672-5 遠藤 友二 平成17年11月1日

古屋デンタルラボラトリー 〒409-3802 中央市西新居80内藤住宅5号 古屋 俊彦 平成20年4月1日

INOUE DENTAL LAB 〒409-3844 中央市臼井阿原803-10 井上　智弘 平成23年6月20日

○昭和町

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

金丸デンタルクラフト 〒409-3853 昭和町築地新居53-4 金丸　貴良 平成7年10月7日

角野デンタルアートスタジオ 〒409-3866 昭和町西条2583 角野　要 平成8年2月12日

なとり・Ｓ・デンタル 〒409-3866 昭和町西条5305 名執 重治 平成13年1月10日

ラボ・山口 〒409-3863 昭和町河東中島2091 山口敏文 平成17年11月1日

○甲斐市

施設名 郵便番号 開設の場所 開設者氏名 法人開設者所在地 開設年月日

マスツボDTC 〒407-0103 甲斐市大垈17-2 増坪　一夫 不明

中村デンタルラボラトリー 〒400-0115 甲斐市篠原499-13 中村孝司 昭和51年9月21日

新山梨デンタルラボラトリー 〒400-0108 甲斐市宇津谷4110-5 菊池　淳 昭和56年3月17日

進藤デンタルラボラトリー 〒400-0123 甲斐市島上条594-14 進藤卓 昭和59年9月8日

K2デンタルラボラトリー 〒400-0124 甲斐市中下条1184 窪田富士夫 昭和62年7月1日

デンタル・ラボ長坂 〒407-0105 甲斐市下今井1727 長坂　昌司 昭和63年11月25日

デンタル・ラボ・カネコ 〒400-0126 甲斐市大下条719-2 金子　英夫 昭和62年11月22日

廣島技工所 〒400-0116 甲斐市玉川142-2 廣島正春 平成1年3月1日



デンタル　ラボ　遠藤 〒400-0125 甲斐市長塚132-7 遠藤英明 平成3年1月1日

フジ歯研 〒400-1234 甲斐市中下条1778 藤巻　正人 平成3年10月1日

デントワークスラボラトリー 〒407-0103 甲斐市大垈100-109 奥山　広史 平成4年3月21日

森越技工所 〒400-0117 甲斐市西八幡 3987-66 森越　洋人 平成5年8月25日

中島技工所 〒400-1116 甲斐市獅子平8-4 中島　喬文 平成8年6月4日

デンタルラボオギノ 〒407-0106 甲斐市岩森1556 荻野　祥司 平成8年10月18日

デンタルラボ清水 〒400-0115 甲斐市篠原80-6 清水　賢孝 平成10年8月17日

山梨デンタルファクトリー 〒400-0115 甲斐市篠原489-3 赤池  広正 平成12年11月3日

イノマツ歯科技工所 〒400-0126 甲斐市大下条１１２３ 井野松  亨 平成13年5月21日

加治デンタルラボ 〒400-0106 甲斐市岩森1235-7 加治智彦 平成21年4月1日

KAIデンタルファクトリー 〒400-0115 甲斐市篠原2848-1 望月　敬介 平成26年1月6日


