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番号
No. 名称 住所 開設者の氏名または名称

1 1 デンチャ－ラボ　三田村　 吉田郡永平寺町松岡松ケ原２丁目５０６番地 三田村義幸

2 2 デンタルテクニカルＫ＆Ｋ 吉田郡永平寺町松岡葵2-19 近藤一孝

3 3 Dental Link 吉田郡永平寺町栃原7-119-1 藤井修二

4 4 nico dental labo 吉田郡永平寺町松岡木ノ下1-401-1 小林芳則

5 1 塩尾歯科技工所 坂井市三国町神明2丁目3-2 塩尾敏之

6 2 中島歯科技工所 あわら市横垣41字惣太郎34-2 中島照雄

7 3 開発デンタル 坂井市丸岡町新九頭竜2丁目207-1 孔村信夫

8 4 ＯＫＡＭＵＲＡ あわら市花乃杜4-4-20 岡村雅彦

9 5 デンチャークラフト 坂井市丸岡町西瓜屋15-10 山出英邦

10 6 ハマデンタルサービス 坂井市三国町宿1丁目9-7 濵出弘恭

11 7 デンタルラボｔｅｎ 坂井市三国町南本町3-4-37 板橋　秀

12 8 佐藤技工所 坂井市坂井町下関66-3 佐藤雅之

13 9 スカイデンタルラボ 坂井市丸岡町磯部新保4-20-6 黒田和弘

14 10 株式会社アイデント 坂井市丸岡町今福1-1 株式会社アイデント

15 11 原デンタル 坂井市丸岡町荒町26-3 原　英雄

16 12 森瀬デンタルラボラトリー 坂井市坂井町下兵庫59-35 有限会社森瀬デンタルラボラトリー 代表取締役　森瀬宏美

17 13 谷口技工所 あわら市西温泉１丁目313-1 谷口　優

18 1 布川歯科技工所 勝山市栄町2丁目１－４ 布川　喜代志

19 2 山澤技工所 勝山市野向町聖丸４９－１９ 山澤　辰雄

20 3 松山デンタルラボラトリー 勝山市芳野町2丁目１－３９ 松山　信裕

21 4 前川歯研 勝山市栄町１－３－３８ 前川　茂

22 5 Ｋｒａｆｔｓｍａｎ 勝山市北郷町坂東島２８－２５－１ 川村　尚紀

23 6 麻生デンタルラボラトリー 大野市清和町２０３ 麻生　仁三郎

24 7 橋本歯科技工所 大野市弥生町８－２６ 橋本　喜延

25 8 ユニデンタル 大野市弥生町８－１２ 印牧　正男

26 9 浦井歯科補綴研究所 大野市日吉町７－２４ 浦井　智治

27 10 倉内歯科技工所 大野市中挟3丁目１４０８ 倉内　弘美

28 11 ハヤシ　ラボ 大野市城町１－２５ 林　　秀一

29 12 スナダデンタルラボラトリー 大野市陽明町１－２０４ 砂田　昭夫

30 1 中嶋技工所 鯖江市和田町２４－４３ 中嶋　孝夫

31 2 岡井デンタルラボラトリー 鯖江市鳥羽町１－８－８ 岡井　政雄

32 3 三崎デンタル・ラボラトリー 鯖江市住吉町３丁目１４－２０ 三崎　信行

33 4 ラボ・アクティブ 鯖江市新横江２丁目４－１３ 北野　祭喜

34 5 オヤナギデンタルラボラトリー 鯖江市舟津町４丁目１０－１４ 大柳　典男

35 6 嵯峨歯科技工所 鯖江市水落町１－４－２３ 嵯峨　康司

36 7 ササキデンタルラボ 鯖江市水落町１－１０－３ 佐々木　良一

37 8 NDLab エヌデイラボ 鯖江市水落町３－６－７ 中山　研司

38 9 デンタル・フィット 鯖江市御幸町４丁目６－２７－２ 中川　哲雄

39 10 タガ技工 鯖江市幸町１丁目６－２８－１ 多賀　裕明

40 11 シリイデンタルラボ 鯖江市上野田町１－５－２１ 尻井　和之

41 12 永田歯科技工所 越前市横市町２２－６－１０ 永田　幸蔵

42 13 デンタルラボ中林 越前市四郎丸町６６－８－３ 中林　友一

43 14 キマタ・デンタルラボラトリー 越前市国高１丁目４６－１－９ 木股　康晴

44 15 春日埜歯科技工所 越前市大虫町６７－４－７ 春日埜　俊弘

45 16 株式会社　フジ・デンタルラボ 越前市塚原町２２－１０－２ 藤井　章男

46 17 ブラン・デンタル・アート 越前市池ノ上町３０－９ 野村　順一

47 18 デンチャーラボ・南山 越前市池ノ上町６７－３４ 南山　孝

48 19 デンタルラボＳ 越前市岩本町２－８２ 清水　正和

49 20 サビデンタル 越前市粟田部町５１－７－６ 佐飛　秀之

50 21 タカギ・デンタルラボ 越前市北町２６－３２－３ 高木　康宏

51 22 技工丸山 丹生郡越前町丸山１０５ 小坂　日出夫

52 23 はなdentallabo 丹生郡越前町田中１０－２６－１ 笠原　宝一郎

53 24 ラボ竹内 丹生郡越前町気比庄５４－２０－２ 竹内　昇

54 25 Ｓ・Ｔデンタルラボ　（エス・ティー　デンタルラボ） 丹生郡越前町気比庄５－７ 沢崎　敏幸

55 26 石丸ラボ 今立郡池田町上荒谷９－７－２ 石丸　直治

歯科技工士法による届出がされている歯科技工所一覧（令和３年１１月末現在）
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56 1 ㈲ﾏｲｽﾀｰ 敦賀市木崎20-15-1 ㈲ﾏｲｽﾀｰ

57 2 山本歯科技工所 敦賀市堂57-817 山本　輝樹

58 3 ㈲GJUｶﾝﾊﾟﾆｰ 敦賀市松島町126-8 ㈲GJUｶﾝﾊﾟﾆｰ

59 4 藤原歯科補綴研究所 敦賀市野神12-12 藤原　義一

60 5 ﾂﾙｶﾞ･ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 敦賀市呉竹町1丁目27-27 大原　康彦

61 6 竹森歯科技工所 三方郡美浜町郷市13-12-1 竹森　廣

62 7 ｸﾗｲｽﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀﾁﾞｵ 敦賀市山泉39-6-12 竹村　眞二

63 8 ﾏﾘﾝﾃﾞﾝﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 敦賀市疋田61-8-19 寺町　仁良

64 9 ﾊﾗﾀﾞ歯科工房 敦賀市櫛川32-1-35 原田　友幸

65 1 クワハラ　デンタル　ワークス 三方上中郡若狭町武生8-12-1 桒原　浩幸

66 2 コハラ・ラボ 大飯郡高浜町薗部41-10-1 小原　和寿

67 3 ナカノ　デンタル　ラボ 小浜市北塩屋15-17-1 中野　陽一

68 4 ＤＬ　こばたけ 三方上中郡若狭町下タ中50-10 小畑　定昭

69 5 歯科工房　喜兵衛 三方上中郡若狭町海士坂53-6-8 竹内　尚文
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