
⻭科技⼯所⼀覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
⼊江⻭科技⼯所 ⼊江 武登志 京都市北区鷹ヶ峰旧⼟居町１−１５ ⼊江 武登志
彩．ＬＡＢＯ 北見 賢司 京都市北区紫野下柏野町59番27 464-0911 北見 賢司
いわもと⻭研 巖本 糾 京都市北区紫竹上高才町２９ 491-5058 巖本 糾
Ｓ・Ｔデンタルラボラトリー 沢田 幸生 京都市北区上賀茂深泥池町３９ 712-0131 沢田 幸生
Ｍデンタルオフィス 宮本 容正 京都市北区紫竹北大門町38 495-4559 若井 友喜
株式会社Om's 株式会社Om's 京都市北区平野宮北町15(2-a) 461-0770 森嶋 規文
株式会社Ｄ＆Ｄ 株式会社Ｄ＆Ｄ 京都市北区衣笠総門町33 204-1387 藤原 桃香
Karino Dental Laboratory 狩野 靖之 京都市北区大将軍南⼀条町53 366-8779 狩野 靖之
鞍⾺⼝⻭科技⼯所 沢田 幸生 京都市北区鞍⾺⼝通室町⻄⼊⼩⼭町２１９⼾田⽅ 沢田 幸生
ダイヤモンドデンタル 大野 良雄 京都市北区等持院南町５８−３２ 464-1115 大野 良雄
タナカ技研 田中 伸 京都市北区上賀茂神⼭７−２６ 723-8090 田中 伸
⾕本⻭科技⼯所 ⾕本 友信 京都市北区大宮薬師⼭⻄町2-17 491-7098 ⾕本 千枝
Dental Art PRO-FIT 岡田 壮史 京都市北区⻄賀茂⾓社町113−6 493-2319 岡田 壮史
デンタルクラフトふくむら 福村 真 京都市北区紫竹東高縄町44 493-7839 福村 真
デンタルラボアーサカノシタ 坂之下 公雄 京都市北区紫竹下芝本町５２−３ 492-8927 坂之下 公雄
デンタルラボラトリー・オー 岡田 守平 京都市北区⻄賀茂北川上町１ 492-0465 岡田 守平
堀川⻭研 丹治 好史 京都市北区紫野宮⻄町17番地7 090-9882-3978 丹治 好史
Ｍｙ Ｄｅｎｔａｌ 毛利 克司 京都市北区上賀茂本⼭３７９−２ 711-7181 毛利 克司
松下⻭科技⼯所 松下 要造 京都市北区衣笠⻄開キ町１４−１１ 463-8637 松下 要造
Ｕ・Ｄ・Ｌ 牛田 満敏 京都市北区紫野上柏野町５１−８ 464-1408 牛田 満敏
医療法人明貴会 ⼭⼝ラボ 医療法人 明貴会 京都市上京区寺町通荒神⼝上る宮垣町83番地3⼭⼝ビル2階 片⼭ 雄介 
内海⻭科技⼯所 内海 光男 京都市上京区浄福寺通笹屋町１丁目藤 仲次⽅ 内海 光男
浦田⻭科技⼯所 浦田 芳和 京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町３７５−１３ 417-2766 浦田 芳和
京都デンタル・ラボ 本田 克己 京都市上京区下⻑者町通り七本松⻄⼊ル鳳瑞町243 462-0923 本田 克己
合名会社まるみや商店⻭科技⼯部 合名会社まるみや商店 京都市上京区竹屋町通大宮⻄⼊藁屋町５３５−４０ 水中 常⼀
佐々⽊⻭科補綴研究所 佐々⽊ 孝三 京都市上京区新町通上立売下ル東⼊１３５ 441-3089 佐々⽊ 孝三
⻭科技⼯所ツルノ ⼾田 伸哉 京都市上京区中筋通石薬師上る大猪熊町３４７ 鶴野⽅ ⼾田 伸哉
すがラボ 須賀 厚史 京都市上京区仁和寺街道御前⻄⼊下横町２１０−１ 464-9288 須賀 厚史
然 Dental Partnership 田岡 秀教 京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町434番地 御所俵地下1F 田岡 秀教
DENTAL lab SORALIER デンタルラボソラリエ杉⼭智晃 杉⼭ 智晃 京都市上京区中務町４９１番地７１二条城ギャラクシー４Ｆ４０２ 090-7496-6138 杉⼭ 智晃
Dental Lab i-cell 株式会社アイセル 京都市上京区元誓願寺通千本東⼊元四丁目４０８番地２ソリオ１ １０３ 888-5237 井⼝ 毅
デンタルアドバイス 有限会社デンタルアドバイス 京都市上京区河原町荒神⼝上ル荒神町１１０−２ 221-6803 仲井 直之
はぴねすデンタルラボ 医療法人社団和成会マス⻭科医院 京都市上京区上立売通堀川⻄⼊芝薬師町625番地 451-0440 野村 基
福井デンタルラボラトリー 福井 章二 京都市上京区⻄三本⽊通丸太町上る俵屋町４３６ 231-0286 福井 章二
One's technica 脇田 達也 京都市上京区⻑⾕町１９５−２ 090-9059-8300 脇田 達也
今⻄⻭科技⼯所 今⻄ 征治 京都市左京区静市市原町１４４−１３ 741-2882 今⻄ 征治
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
医療法人社団 祐森⻭科医院⻭科技⼯所 医療法人社団 祐森⻭科医院 京都市左京区上高野諸⽊町３５番地 781-2205 祐森 善彰
Ｓ．Ｋデンタル 北出 修⼀ 京都市左京区⼀乗寺塚本町６９番地 791-0026 北出 修⼀
岡本⻭科技⼯所 岡本 幸三郎 京都市左京区松ヶ崎三反⻑町２１−６ 岡本 幸三郎
勝田⻭科技⼯所 勝田 弘⼀郎 京都市左京区孫橋通新富⼩路⻄⼊讃州寺町２３７番地 勝田 弘⼀郎
カトウデンタルサービス 加藤 茂 京都市左京区岩倉⻑⾕町1518 200-3465 加藤 茂
兼子デンタルラボラトリー 兼子 篤 京都市左京区田中上柳町121-2 708-6167 兼子 篤
株式会社エー・ディー・エル 株式会社エー・ディー・エル 京都市左京区新丸太町通り仁王門下ル新丸太町７１ 751-1383 ⼭田 勝彦
株式会社Ｋelly 株式会社Ｋelly 京都市左京区松ヶ崎壱町田町4-1きんこん館 711-6181 毛利 克司
北白川デンタルラボ 柴垣 喜弘 京都市左京区⼀乗寺塚本町41-2 202-7756 柴垣 喜弘
京都デンタルクリエーション株式会社 京都デンタルクリエーション株式会社 京都府京都市左京区下鴨水⼝町６６京都北⼭ＫＹＤビル３Ｆ 708-8786 吉川 明求
ＫＲＭ⻭科⼯房 石田 健二 京都市左京区吉田近衛町４−２ 771-5520 石田 健二
⼩松デンタルクラフトサービス ⼩松 均 京都市左京区静市市原町６５２−５ 722-3985 ⼩松 均
佐藤⻭科技⼯所 佐藤 正和 京都市左京区修学院千万田町５−５１ 721-4348 佐藤 正和
⻭科技⼯加藤研究所 加藤 信夫 京都市左京区修学院水川原町３２ 加藤 信夫
鈴庄⻭科技⼯所 鈴庄 弘雄 京都市左京区吉田本町２６ 761-6034 鈴庄 弘雄
髙岡⻭科技⼯所 髙岡 廣 京都市左京区孫橋通新麩屋町⻄⼊大菊町 髙岡 廣
デンタルラボFLAT 平 勝美 京都市左京区上高野下荒蒔町5-1 703-8009 安永 治
デンタルクラフト北⼭ 医療法人巴⼭矯正⻭科・⻭科 京都市左京区松ヶ崎今海道町２番地4 706-7171 福村 真
トライデント 松本 卓也 京都市左京区下鴨上川原町６４森田ビル２Ｆ 702-4908 松本 卓也
⻑岡⻭科技⼯所 ⻑岡 英幸 京都市左京区⼋瀬近衛町424−7 701-6796 ⻑岡 英幸
難波常明技⼯所 難波 常明 京都市左京区修学院大塚町８の３ 難波 常明
錦部⻭科技⼯所 錦部 俊和 京都市左京区東大路三条上ル南門前町５３６ 771-3350 錦部 俊和
宮崎北⼭技⼯所 宮崎 照朗 京都市左京区松ヶ崎芝本町１１−１ 791-3846 宮崎 照朗
⽮野⻭科技⼯所 ⽮野 隆義 京都市左京区⼀乗寺中ノ田町１４−１３ ⽮野 隆義
有限会社ヒロズデンタル 有限会社ヒロズデンタル 京都市左京区⼀乗寺東閉川原町１９リライブ修学院１Ｆ 721-0495 中村 博美
ラボ ヨシギ 吉儀 達二 京都市左京区岩倉⻑⾕町６６４−９ 712-6768 吉儀 達二
株式会社ステラ 株式会社ステラ 京都市中京区御幸町通二条下る⼭本町420-3 253-5177 後藤 有志
株式会社デンタルラボシャンツ 株式会社デンタルラボシャンツ 京都市中京区御幸町夷川下る達磨町590番地 ｺｲｹﾌﾞﾘｯｸﾊｳｽ 2F 241-2879 ⼭⼝ 洋
京都ラボ 株式会社京都ラボ 京都市中京区丸太町通東洞院東⼊藤原ビル３F 256-3873 藤井 啓右
Ｋデンタルクラフト ⿊川 耕 京都市中京区壬生下溝町５０−４ 315-3665 ⿊川 耕
⻭科技⼯所ＣＯＬＡＢＯ 堀 直樹 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町688第15⻑⾕ビル2階 708-5180 堀 直樹
デント・アート・堀家 堀家 潔 京都市中京区壬生森町58番地の26 821-2335 堀家 潔
⻄本プレシーズ ⻄本 慶次 京都市中京区新烏丸通夷川上ル梅ノ⽊町１４０−１ 211-2528 ⻄本 慶次
パンデント・ラボラトリー 岡田 和久 京都市中京区高倉通り竹屋町上る坂本町６８６−２ 丸高ビル３F 256-3899 岡田 和久
ベストデンタルラボラトリー 高林 昌信 京都市中京区壬生東⼟居ノ内町２１−２ 316-0332 高林 昌信
宮脇⻭科技⼯所 宮脇 鶴雄 京都市中京区油⼩路二条下る二条油⼩路町２７９ 231-7841 宮脇 鶴雄
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名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
村上⻭研 村上 紘誉 京都市中京区⻄ノ京壺ノ内町19の5 813-4463 梅村 咲千恵
ＭОＲＲＩＳ ｄＳＩＧＮ 細見 卓完 京都市中京区⻄ノ京⻄中合町59番3 090-2357-6174 細見 卓完
有限会社バイオクリエイト 有限会社バイオクリエイト 京都市中京区河原町通三条上ル大善ビ７Ｆ 492-2304 永田 賢司
有限会社スィンク附属⻭科技⼯所 有限会社スィンク 京都市中京区壬生坊城町２０番地Ｔｈｉｎｋ １ｓｔ BLD ５F 841-8486 松村 昭良
有限会社ハゼ・デンタル 有限会社ハゼ・デンタル 京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 211-4021 ⼟師 幸典
大江田⻭科技⼯所 大江田 強 京都市東⼭区今熊野南日吉町38-9 090-7117-0404 大江田 強
株式会社松⾵本社⻭科技⼯室 株式会社松⾵ 京都市東⼭区福稲上高松町11番地 561-1112 岩切 信也
賀峰⻭科技⼯所 髙島 隆之 京都市東⼭区泉涌寺東林町１７−２６ 531-5573 高島 隆之
⻄⾳セラミック ⻄浦 喜生 京都市東⼭区本町２丁目８５番地桜井ビル３０２ 533-1599 ⻄浦 喜生
Ｙ.Ｂ.デンタルラボラトリー 米澤 直人 京都市東⼭区古門前通り三吉町345-5○△□ビル2Ｆ 531-3070 米澤 直人
池本⻭科技⼯所 池本 光明 京都市⼭科区川田菱尾田１７−４０ 501-2061 池本 光明
岡本⻭科技⼯所 岡本 也 京都市⼭科区東野⼋代３５−１２ 591-1472 岡本 也
株式会社ワイズデンタルサポート 株式会社ワイズデンタルサポート 京都市⼭科区椥辻草海道町7番地6 593-5200 吉田 芝織
株式会社SAKURAGI DENTAL LABORATORY 株式会社SAKURAGI DENTAL LABORATORY 京都市⼭科区大宅御供田町６１ 080-1441-7636 櫻⽊ 威大
Keigo Dental Art 片⼭ 啓悟 京都市⼭科区⻄野⼭中⿃井町62-1 594-7696 片⼭ 啓悟
坂田⻭研 坂田 雄二 京都市⼭科区⼩⼭北溝町１３−１２ 594-2014 坂田 雄二
タツヤマインターナショナル 龍⼭ 佳生 京都市⼭科区⼩⼭姫子町28-8 080-2417-2345 龍⼭ 佳生
デンタルアート・ハヤシ 林 正治郎 京都市⼭科区⻄野岸ノ下町３１−８ 595-8375 林 正治郎
中嶋⻭研 中嶋 健太郎 京都市⼭科区大宅中⼩路町61-27 090-2288-7006 中嶋 健太郎
中野⻭科技⼯所 中野 茂 京都市⼭科区⼭科大塚檀ノ浦町９の１３ 中野 茂
椥デンタルラボ 原田 浩行 京都市⼭科区椥辻池尻町6番地16号 592-0567 原田 浩行
ニーズファクトリー 有限会社ニーズファクトリー 京都市⼭科区⾳羽野田町7番地5進和⼭科ハイライフ2階 594-0833 菅原 博
バイオブレーン 有限会社バイオブレーン 京都市⼭科区安朱北屋敷町４ 465-2562 林 沙由梨
広瀬⻭科技⼯所 広瀬 ⼀男 京都市⼭科区⻄野後藤町１７の４３ 501-2962 広瀬 ⼀男
藤田デンタルクラフト株式会社 藤田デンタルクラフト株式会社 京都市⼭科区御陵封ジ⼭町７−１６４ 592-2045 藤田 邦憲
藤丸技⼯所 藤丸 昭武 京都市⼭科区大宅細田４４−１６ 592-6065 藤丸 昭武
不破デンチャーラボ 不破 良明 京都市⼭科区川田菱尾田３−４ 595-4328 不破 良明
増⾕技⼯所 増⾕ 勤 京都市⼭科区大塚元屋敷町４３−６ 581-2580 増⾕ 勤
有限会社デントファーベル 有限会社デントファーベル 京都市⼭科区勧修寺⻄⾦ヶ崎２５４番地エステートビル３Ｆ 582-1311 林 博文
有限会社十津川 有限会社十津川 京都市⼭科区御陵⿃ノ向町２１ 581-0514 玉置 俊⼀
有限会社エムアンドエッグ 有限会社エムアンドエッグ 京都市⼭科区四ノ宮大将軍町15-7アースコート四宮103 581-0666 吉岡 耕二
ヨシダデンタルラボラトリー 吉田 茂⼀郎 京都市⼭科区大塚元屋敷町４３−６ 591-7114 吉田 茂⼀郎
ＬＡＢＯ・ＹＡ ⼭⼝ 真也 京都市⼭科区⻄野様子見町５０ 595-5408 ⼭⼝ 真也
レイデンタルラバー 都築 優治 京都市⼭科区竹鼻竹ノ街道町18番地8 エリッツ⼭科ビル３F 644-7700 都築 優治
ＲＥＮ 三間 崇弘 京都市⼭科区竹鼻⻄ノ⼝町１３ 502-6747 三間 崇弘
上坂和久⻭科技⼯室 上坂 和久 京都市下京区七条通⻄洞院東⼊夷之町６９９サ・プライムＵ ３０１号 上坂 和久
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岡本⻭科技⼯所 岡本 茂 京都市下京区大宮通り七条上ル大宮３丁目６番地 岡本 茂
垣本⻭科技⼯所 垣本 修⼀ 京都市下京区松原通堺町東⼊ル杉屋町２８５ 351-2165 垣本 修⼀
株式会社 アイラボ 株式会社 アイラボ 京都市下京区⻄七条東御前田町４８番地ＬＯＦＴ４８ビル１１２ 874-5371 井上 みゆき
合同会社足立デンタルラボラトリー 合同会社足立デンタルラボラトリー 京都市下京区御幸町通松原下る須浜町647番地の5 351-0542 足立 博俊
⻭科技⼯所こうさか 上阪 宏太郎 京都市下京区⿊門通り万寿寺下ル柿本町５８６ 上阪 宏太郎
高沢⻭科技⼯所 高沢 朗 京都市下京区中堂寺庄ノ内町４０の１１ 311-4290 高沢 朗
Dental Creation．K 河村 哲也 京都市下京区善⻑寺町１４７綾⼩路パレス１Ｆ 080-5327-5871 河村 哲也
早雲⻭科技⼯所 早雲 道生 京都市下京区⻄七条市部町２６ 313-4446 早雲 道生
都⻭研株式会社 都⻭研株式会社 京都市下京区間之町五条下ル２丁目塗師屋町１２３ 361-1475 玉置 敏夫
有限会社ワイアンドワイカンパニー 有限会社ワイアンドワイカンパニー 京都市下京区⻄堀川通松原下る柿本町５７３ライオンズマンション堀川４０８号 801-6853 岡本 芳征
Ｉ．Ｍ．Ｏ⻭研 遠藤 健 京都市南区吉祥院⻄ノ庄向田町３３−５吉祥院ガーデンハイツ６０４号 314-1147 遠藤 健
明石⻭研株式会社 明石⻭研株式会社 京都市南区東九条⻄⼭王町１番地三星ビル２階 661-3412 明石 淳⼀
明石デンタル 明石 全富 京都市南区上⿃羽唐⼾町３の１ 691-7658 明石 全富
笠⾕⻭科技⼯所 笠⾕ 政太郎 京都市南区東九条⻄御霊町２９ 笠⾕ 政太郎
株式会社 エヴァンスプロ 株式会社 エヴァンスプロ 京都市南区久世殿城町１１０ 202-3377 本田 秀文
株式会社ディーエル・ワールド京都 株式会社ディーエル・ワールド京都 京都市南区吉祥院清水町36番地 748-6447 河﨑 直也
株式会社サンデンタル 株式会社サンデンタル 京都市南区東九条⻄御霊町２９−６ 672-4400 朝比奈 正⼀
株式会社アーテックデンタルラボ 株式会社アーテックデンタルラボ 京都市南区吉祥院中河原⾥⻄町40番地11 204-9447 平薮 元継
義⻭⼯房田村 田村 淳 京都市南区久世東⼟川町283-1 090-4273-1160 田村 淳
⾥嘉次⻭科技⼯所 ⾥ 嘉次 京都市南区⻄九条南⼩路町８ 661-5670 ⾥ 嘉次
デンケン・ハイデンタル株式会社 デンケン・ハイデンタル株式会社 京都市南区吉祥院石原京道町24番地3 672-2101 中村 広太郎
デンタルテックアライズ 河本 伸⼀ 京都市南区⻄九条蔵王町13 682-8338 河本 伸⼀
ナカイデンタルラボ 中居 勝弘 京都市南区⼋条内田町３８−２４ 662-1482 中居 勝弘
中川技⼯所 中川 正春 京都市南区⻄九条島町２番地 中川 正春
⻑倉デンタルラボ ⻑倉 英明 京都市南区⻄九条比永城町19-1 691-0762 ⻑倉 英明
中島⻭科技⼯所 中島 正裕 京都市南区東九条南河辺町83-2島田マンション103号 661-8552 中島 正裕
⻑田技⼯所 ⻑田 高明 京都市南区⻄九条比永城町10番地第二大宮ハイツ427号室 671-5868 ⻑田 高明
ホワイトデンタルラボラトリー 中村 佳朗 京都市南区上⿃羽⼋王神町４９の２ 681-5326 中村 佳朗
本城⻭研 本城 清次 京都市南区久世上久世町１５４−７ 933-5851 本城 清次
向井技⼯所 向井 誠二 京都市南区吉祥院仁⽊ノ森町６中村ビル２F 691-2817 向井 誠二
MURATA.DENTAL.LABORATORY 村田 健 京都市南区久世大薮町１７６植松ハイツ３０５号 933-3957 村田 健
有限会社ラブデント 有限会社ラブデント 京都市南区吉祥院九条町１５−１⻄大路ガーデンハイツ２２３号 671-0033 園田 ⼀博
渡辺セラミック 渡邉 信久 京都市南区上⿃羽南唐⼾町７⼩久保第１ビル３F 682-4734 渡邉 信久
株式会社 ＳＤＡ 株式会社 ＳＤＡ 京都市南区⻄九条針⼩路町９番地エスポワール田中壱番館２００号 691-4515 住田 猛
内⼭⻭研 内⼭ 良治 京都市右京区嵯峨野⻄の藤町７−１３ 861-6193 内⼭ 良治
遠藤⻭科技⼯所 遠藤 雅三 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町4番地の18 882-5579 遠藤 雅三
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⻭科技⼯所⼀覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
オーディーエル 大塚 浩貴 京都市右京区梅津尻溝町８タウンハイツ嵐⼭１１０ 090-8382-4904 大塚 浩貴
オムロ・デンタル・クラフト 松本 博 京都市右京区花園⼀条田町9-5 462-2535 松本博
片⼭技⼯所 片⼭ 和夫 京都市右京区嵯峨野⻄ノ藤町８の３１ 871-0893 片⼭ 和夫
株式会社カリス 株式会社カリス 京都市右京区⻄院⽮掛町15番地 311-3051 若井 友喜
株式会社 Ｌｉｅｂｅ 株式会社 Ｌｉｅｂｅ 京都市右京区⼭ノ内苗町１８−８ 321-1858 平田 剛
株式会社ピュアディア 株式会社ピュアディア 京都市右京区嵯峨野芝野町2-1 882-1666 ⼋田 力也
⻲井⻭科技⼯所 ⻲井 輝彌 京都市右京区東貝川町５番地 沢田ビル６F ⻲井 輝彌
北原⻭科技⼯所 北原 政義 京都市右京区⼭の内宮脇町１５の１シャトウ ドウ ポアッソン３０１号 北原 政義
北原⻭科技⼯所 北原 敏夫 京都市右京区太秦堀池町１６−１３ 871-3277 北原 敏夫
⼝中株式会社 ⼝中株式会社 京都市右京区⻄院⻄淳和院町２５ 314-3104 寺本 幸文
ケイ⻭科技⼯研究所 熊田 敦志 京都市右京区梅津上田町64の3河野ビル３F 872-8148 熊田 敦志
Ｋ．Ｒ．Ｄタイコニウム 北原 義幸 京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町２５−２ 882-2626 北原 義幸
佐藤⻭科技⼯所 佐藤 安幸 京都市右京区太秦⾺場町１２ 佐藤 安幸
さわらぎ⻭科技⼯所 椹⽊ 久富美 京都市右京区嵯峨広沢⻄裏町２０−２０ 861-2050 椹⽊ 久富美
ツネオカデンタルスタジオ 常岡 聖 京都市右京区宇多野御池町６−６ 205-3604 常岡 聖
T−Labo 今北 年則 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町４−１ 203-1131 今北 年則
デンタルラボ タム 田村 由美 京都市右京区太秦安井⾠⺒町１４−１８ 801-2412 田村 由美
デンタルアート⽊村 ⽊村 ⼀忠 京都市右京区梅津フケノ川町13の20 871-1809 ⽊村 ⼀忠
デンタルラボ芦田 芦田 裕樹 京都市右京区嵯峨苅分町２５−９ 861-0460 芦田 裕樹
デンチャースタディオ 岩本 守弘 京都市右京区太秦⼀ノ井町３２番地６５ 881-2072 岩本 守弘
東宇デンタルテクニカルオフィス 東宇 宏泰 京都市右京区⻄京極午塚町51‐7 311-6394 東宇 宏泰
トキワ⻭研技⼯所 ⼭川 修史 京都市右京区常盤草⽊町８の１１ 861-4701 ⼭川 修史
中島⻭科技⼯所 中島 冨士根 京都市右京区太秦森ヶ前町２３ 中島 冨士根
中森⻭科技⼯所 中森 勝造 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町５ 中森 勝造
ハーテックデンタルラボラトリー ⻑⾕川 聡 京都市右京区⻄京極南大⼊町29番地2 874-3683 ⻑⾕川 聡
ハカタ・デンタル・ラボラトリー 博多 光雄 京都市右京区花園春日町１５−１ 杉田⽅ 811-8408 博多 光雄
平野技⼯所 平野 隆則 京都市右京区梅津上田町６−３９ 881-9167 平野 隆則
ミューラルラボラトリー 岩田 健秀 京都市右京区⻄京極南⽅町２ 313-0718 岩田 健秀
村上 村上 廣美 京都市右京区太秦桶ノ内町9-15 090-1912-074 村上 紘譽
村田⻭科技⼯所 村田 秀治 京都市右京区⻄院寿町17-2 311-2788 村田 秀治
モナデンタルラボラトリー ⼩林 匡伸 京都市右京区⻄院巽町１２番地１ 312-0860 ⼩林 匡伸
安井技⼯所 安井 豊 京都市右京区宇多野芝町７−２ 464-0021 安井 豊
ユウキデンタルラボ 成田 優貴 京都市右京区梅津高畝町33-3 080-5369-2646 成田 優貴
有限会社巧⻭研 有限会社巧⻭研 京都市右京区太秦下刑部町８−１ 871-9329 吉田 秀行
有限会社ジェット片⼭技⼯所 有限会社ジェット片⼭ 京都市右京区⻄京極東側町２８−９ 316-1576 片⼭ 眞二
有限会社デンタルオフィス 有限会社デンタルオフィス 京都市右京区常盤御池町１４−２２ 862-8810 ⼭内 俊明
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⻭科技⼯所⼀覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
有限会社京都北原 有限会社京都北原 京都市右京区⻄院⻄今田町12番地 311-7219 田中 勉
洛⻄デンタル 田井 敬三 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町５７−２ 881-1084 田井 敬三
若林⻭科技⼯所 若林 正美 京都市右京区太秦森ヶ⻄町20-24 865-1872 若林 正美
IDL伊藤⻭研 伊藤 茂樹 京都市伏見区日野野⾊町85−22 574-1550 伊藤 茂樹
アサヒメディカルアート 野々⼝ 巧 京都市伏見区桃⼭町伊賀69−7 605-7722 野々⼝ 巧
イーストデンタルラボ 高田 昇 京都市伏見区醍醐⻄大路町１−５ 572-7723 松本 健
今⻄⻭科補綴研究所 今⻄ 勝己 京都市伏見区深草大⻲⾕⼋島町３６ 642-6112 今⻄ 勝己
医療法人友志会⻭科技⼯本部 医療法人友志会 京都市伏見区毛利町７８番地 605-1400 ⼭岡 勝治
H.Iデンタルラボラトリー 宇都宮 英明 京都市伏見区桃⼭井伊掃部⻄町14番7エコー丹波橋ビル303号 604-3215 宇都宮 英明
ＳＫデンタル 多田 知史 京都市伏見区石田森南町64-8 644-9619 多田 知史
Ｍ．デンタルラボ 松田 治郎 京都市伏見区石田大⼭町４２−２ 572-5431 松田 治郎
株式会社ニュータイムリー 株式会社ニュータイムリー 京都市伏見区石田大⼭町1番地の３ 573-4081 新野 修
株式会社デント・モデリスタ 株式会社デント・モデリスタ 京都市伏見区納所中河原17番地5 631-9707 早田 真樹
川崎⻭科補綴研究所 川崎 伸 京都市伏見区向島本丸町５８の５番地 川崎 伸
カワハラ・デンタル・サービス 川原 章 京都市伏見区羽束師菱川町488-27 935-1600 川原 章
河野デンタルラボラトリー 河野 満 京都市伏見区舞台町１４−４ 603-3844 河野 満
コマイデンタルラボラトリー 駒井 義弘 京都市伏見区深草大⻲⾕東安信町１２６ 643-7799 駒井 義弘
⻭科⼯房ふぁいん 高田 義久 京都市伏見区向島善阿弥町５３宇治川ハイツ１F 603-0221 和田 勝
⻭科⼯房．Ｔ ⼭⼝ 智也 京都市伏見区桃⼭南大島町１−３０ 623-3608 ⼭⼝ 智也
島田デンタルアート 島田 義男 京都市伏見区横大路貴船１２１番地 622-9279 島田 義男
シラモト・デンタル・ラボラトリー 白本 四郎 京都市伏見区羽束師菱川町５５９−１７８ 934-6342 白本 四郎
太陽⻭研 植田 博 京都市伏見区久我石原町９−２２６ 992-5597 植田 博
髙田技⼯所 髙田 兼吉 京都市伏見区醍醐新町裏町２６，２６−４ 573-1975 髙田 兼吉
タケウチ，デンタル 竹内 惇 京都市伏見区久我石原町９−２３１ 934-8918 竹内 惇
達⻭科技⼯所 達 富見雄 京都市伏見区越前町６０３ 越前荘内 達 富見雄
Ｄ．Ｄ．Ｔ 森田 章裕 京都市伏見区桃⼭町鍋島17-2-304 200-9699 森田 章裕
デンタルオフィスハシモト 橋本 浩明 京都市伏見区羽束師鴨川町５９−１パレスエクセル伏見久我４０５号 932-5033 橋本 浩明
デンタルスポーツサイエンス 竹内 正敏 京都市伏見区醍醐大高町19 571-3862 竹内 正敏
デンタルハートオザワ ⼩澤 登茂⼀ 京都市伏見区桃⼭与五郎町１番地５４６ 603-5443 ⼩澤 登茂⼀
デンタルラボ三猫 相根 誠 京都市伏見区東町２０７ 611-1331 相根 誠
デンチャークラフトたけうち 竹内 照浩 京都市伏見区日野不動講町28-17 573-3220 竹内 照浩
永井⻭科技⼯所 永井 哲 京都市伏見区醍醐槙ノ内町５２の６ 571-5597 永井 哲
梨本⻭科技⼯所 梨本 哲郎 京都市伏見区深草⻄伊達町１番地 梨本 哲郎
ハイテックデンタルラボラトリー 中島 浩靖 京都市伏見区醍醐古道町11-8 571-3722 中島 浩靖
早川技⼯所 早川 嘉明 京都市伏見区深草⾕⼝町７０−３６ 642-4812 早川 嘉明
藤原⻭科技⼯所 藤原 清秋 京都市伏見区向島立河原町６２−１０ 藤原 清秋
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⻭科技⼯所⼀覧 令和４年４月１日時点

名称 開設者氏名 所在地 電話番号 管理者氏名
縁技⼯所 上⻄ 正昭 京都市伏見区深草泓ノ壺町17-71 644-1797 上⻄ 正昭
前田⻭科技⼯所 前田 均 京都市伏見区深草柴田屋敷町７３番地 前田 均
松村⻭科技⼯研究所 松村 晴俊 京都市伏見区京町10丁目14−1 641-4750 松村 晴俊
ミューアート 有限会社ヒルズ･コーポレーション 京都市伏見区醍醐鍵尾町１−５ 575-4695 玉村 正浩
安原デンチャー・スペース 安原 忠志 京都市伏見区久我東町１−１８９ 922-2525 安原 忠志
安本⻭科技⼯所 安本 多佳彦 京都市伏見区深草向川原町３９−４７ 644-0286 安本 多佳彦
有限会社⻫藤⻭研⼯業所 ⻫藤 浅吉 京都市伏見区深草下河原町２２−２ ⻫藤 幸二
ラボ中路 中路 忍 京都市伏見区深草⼀ノ坪町３６ 641-8241 中路 忍
リアルデンタルラボラトリー⻭科技⼯所 平野 勝也 京都市伏見区深草⻄浦町８丁目４７−１辻井ビル２Ｆ−Ｃ 643-0770 平野 勝也
アイズデンタルセラミック 以⻄ 博司 京都市⻄京区大枝北沓掛町1丁目5番地1 332-6198 以⻄ 博司
anera 松下 晴紀 京都市⻄京区⼭田四ノ坪町７−１６ 334-6635 松下 晴紀
桂⻭研 永島 政己 京都市⻄京区大原野⻄境⾕町４の３の２ 331-4932 永島 政己
株式会社前川デンタルラボ 株式会社前川デンタルラボ 京都市⻄京区桂久⽅町１９４番地 391-1300 前川 泰⼀
株式会社 Ｓｐｉｃａ 株式会社 Ｓｐｉｃａ 京都市⻄京区松尾⽊ノ曽町59-7ウィズワンビル3Ｆ南 391-5865 富澤 英也
クリアーデンタルラボラトリー 出島 宏哉 京都市⻄京区牛ヶ瀬弥生町４２−２ 381-6101 関 武史
白数技⼯所 白数 隆司 京都市⻄京区嵐⼭朝月町３ファミリエ嵐⼭201号 865-2832 白数 隆司
ソフエ ラボ 祖父江 ⼋十二 京都市⻄京区嵐⼭薬師下町12-38 393-9996 祖父江 ⼋十二
タナカデンタルスタジオ 田中 加成 京都市⻄京区桂千代原町９２−１ 381-4671 田中 加成
⾕⼭⻭科技⼯所 ⾕⼭ 登 京都市⻄京区大枝中⼭町2-354 333-6162 ⾕⼭ 登
ビクトリー・デンタル・サービス 東 幸仁 京都市⻄京区御陵鴫⾕７−４五条グリーンハイツ１０８号 392-8798 東 幸仁
マイルドデンタルラボラトリィ 福知⼭松映株式会社 京都市⻄京区⼭田大吉見町５−６ 393-6503 本城 淸次
ヤマモト・デンタル・サービス ⼭本 靖 京都市⻄京区桂池尻町144番地の4 393-3206 ⼭本 靖
有限会社ユアデント 有限会社ユアデント 京都市⻄京区松尾⽊ノ曽町５８の１３ 393-0119 浅井 登志子
有限会社Zahn 有限会社Zahn 京都市⻄京区桂市ノ前町２６−１３ 393-3493 田中 利哉
ライズデンタルファクトリー ⼩柴 善宏 京都市⻄京区樫原分田2-23コモドビル3Ｆ 555-9517 ⼩柴 善宏
河野⻭研 河野 大祐 京都市⻄京区大枝南福⻄町3丁目4-15 332-5748 河野 大祐
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