神戸市内歯科技工所一覧（休止中は除く）
令和３年10月１日現在
区名
施設名
所在地
TEL
東灘区魚崎北町2丁目3-10-1F
891-6407
東灘 I's Dental Labo
イマグノーシスラボ
東灘区向洋町中6丁目9番地
857-1015
O.C.P
東灘区魚崎北町1丁目5-15 クリスタルビル3階
大谷歯科技工所
東灘区魚崎町魚崎502
小掠商会
東灘区深江本町3丁目8-22
452-6628
窪田歯研
東灘区御影本町8丁目5-11
小島歯科技工所
東灘区魚崎中町3丁目1-10
452-0268
佐々木技工所
東灘区住吉南町2-6-4
佐藤技研
東灘区北青木4丁目6-4
431-2885
三栄歯研
東灘区魚崎中町3丁目1-10
411-7840
セイワリファレンス株式会社
東灘区住吉東町3丁目7-2
846-3850
武田デンタルラボラトリー
東灘区御影山手3丁目2-12
822-0775
中央歯科技工所
東灘区住吉宮町6丁目16-26
811-0646
デンタル工房オクト
東灘区本山南町4丁目3-31-202
412-5393
デンタルラボ ツヅミ
東灘区深江本町4丁目5-30
431-7707
デンタルラボ２１
東灘区住吉宮町4丁目1-19
822-0851
Ｎｅｘｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
東灘区御影塚町4丁目14-17-201
862-1530
山﨑歯研
東灘区御影中町7-4-4
有限会社 橋口歯研
東灘区住吉宮町5丁目6-5
吉永歯研
東灘区御影石町2丁目1-11
ワールドデンタルラボラトリー
東灘区住吉本町1丁目20-11
841-8254
ワタナベ デンチャー ワークス 東灘区御影本町7丁目7-16
843-1130
灘区永手町3丁目4-14
821-7923
灘 ＲＩＮデンタルラボラトリー
赤木歯科技工所
灘区赤坂通2丁目1-16
伊東歯研
灘区大石東町1-4-15
811-7857
栄谷歯科技工所
灘区大内通1丁目3
太田 武史
灘区五毛通1丁目5-25
871-1905
金村歯科技工所
灘区六甲台町7-12
882-0341
株式會社ミハラ齒研
灘区八幡町2丁目7-16
821-3331
株式会社 ビンテック
灘区永手町5-2-9 サンロイヤル六甲1Ｆ
858-0140
株式会社ライズ・デンタルコミュニティー 灘区楠丘町5丁目6-15 ニュー楠丘1F東
855-7410
株式会社六甲歯研
灘区永手町1丁目1-187
851-4449
GALLEY-LA DENTAL RABO
灘区水道筋1-11 DKSアンドウ2階
882-7675
Ｋ．Ｄ．Ａ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
灘区永手町5-2-13 やまはビル4Ｆ
857-0850
神戸デンタルセラミック
灘区永手町3丁目4-14 六甲道ﾋﾞﾙ2F
821-6865
神戸補綴センター技工所
灘区高徳町5丁目1-2
821-2495
小橋技工所
灘区八幡町2丁目13-18 六甲田中ﾋﾞﾙ2F
811-0079
清水デンタルラボラトリー
灘区上野通3丁目1-10
882-4182
武田デンタルラボラトリー
灘区新在家南町5丁目3-9
802-3820
寺岡デンタルラボ
灘区灘北通5丁目2-19
871-0077
デンタル・グラッド
灘区灘南通2-3-25 シェール灘101
220-3230
デンタル・ラボ・寺内
灘区中原通1丁目8-1
778-5804
デンタルアート ハヤシ
灘区桜口町5丁目1-1-206
822-3496
デンタルティース・ラボワーク
灘区記田町1丁目3-4
851-8321
デンタルラボ・ナカコウジ
灘区記田町3丁目2-1 2階
中野歯研
灘区八幡町1丁目8-18
843-0797
ハシモトデンタルラボラトリー
灘区篠原南町6丁目1-10-110
802-5460
福留歯科技工所
灘区薬師通2丁目2-5
BlOOM
灘区神ノ木通3-6-25 将軍ビル2F
418-8478
宮崎歯科技工所
灘区赤坂通2丁目2-1
871-1023
森沢技工所
灘区篠原本町1丁目3-3
881-3905
ラボックス
灘区篠原台8-7
855-6999
ＲＥＡＬ ＴＯＯＴＨ Ｍ
灘区船寺通1丁目7-7
761-1027
ワタカデンタルラボラトリー
灘区琵琶町1丁目1番9号
767-5575

区名
施設名
中央 アイランド リテーナー ジャパン
上野 歯研
小越歯科補綴研究所
オリエンタルデンタルラボラトリー
株式会社 ツーエンドワン
株式会社 鳥居企画
株式会社アーチ 歯科技工部
株式会社ＡＬＢＩＮＯ
株式会社オークデンタル
株式会社メディカル エステティッククリエーション

北野デンタルラボラトリー
矯正らぼ
組合ミリングセンター
桑田歯研
合同会社エムツーラボ
神戸歯研
神戸デンタルアートスタジオ
広和歯研
ＣＯＳ矯正専門歯科技工所
Cyber Art（サイバーアート）
菅原技工所
スマイルライン
そうあいデンタルラボ
ディ・ティ カンパニー
Teeth Teeth
帝国歯科補綴技工所
デンタルラボア クライス
デンタルラボラトリー イワサキ
デンチャーハウス
トゥルンクス デンタル クラフト
中野歯研
浜田歯研
FINE LINE CERAMICS
ポート・デンタル ラボラトリー
山本歯研
有限会社アコール
吉田歯研
兵庫 岩本デンタルラボ
上野歯科技工所
牛島歯科技工所
HS Digital Labo
M.D.S歯科技工所
金子歯研
株式会社 ALＢＩＮＯ
株式会社 いれ歯やさん
株式会社 Excellent
株式会社 歯科補綴 極
株式会社 竜神精工
川崎歯科技工所
河野歯科技工所
久保田歯科技工所
クリエイト寺岡
神戸デンタルテック有限会社
甲陽歯研
ＫＯＺＡデンタルラボラトリー
清水歯科技工所
住ノ江歯科技工所
ゼロファクトリー 神戸
ｄｙｅｒ ｄｅｎｔａｌ ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
田上歯研
Ｔ・Ｍデンタルラボ

所在地
中央区港島中町6-2-1-B-212
中央区相生町2丁目2-12 木本ビル4Ｆ
中央区東川崎町5丁目3-4
中央区中山手通3丁目63-1
中央区籠池通3丁目6-15 新神戸東ビル3Ｆ
中央区中山手通1-7-18 サクセスビル2階
中央区下山手通3-12-1 トア山手プラザ507
中央区吾妻通6丁目2-11
中央区山本通3丁目7-23
中央区北長狭通3丁目12-7 Loupe Plus 3F
中央区橘通2丁目3-12 橘ビル202号
中央区生田町1丁目1-22 ニッシンビル305
中央区吾妻通6丁目2-11-4F
中央区元町通3丁目11-18 三木ビル301
中央区琴ノ緒町5丁目2番2号 三信ビル601
中央区北長狭通4丁目1-12 鯉川ビル5F
中央区磯上通8丁目1-1 ﾃｯｹﾝﾋﾞﾙ3F
中央区加納町3丁目2
中央区山本通2-6-12 マンション桂304号
中央区磯上通5-1-13-903
中央区旗塚通2丁目2-17
中央区日暮通3丁目2-3 ハイツ中村101
中央区古湊通1-2-5-201
中央区元町通3丁目12-13 ﾓﾄｲﾋﾞﾙ3F
中央区加納町2丁目9-2 ヤマウラ77ビル3F
中央区三宮町3丁目9-18 三陽ﾋﾞﾙ4F
中央区相生町5丁目10-18 ｼﾃｨｰﾋﾞﾙKOBE8F
中央区中山手通1丁目9-13 山手三角ﾋﾞﾙ303
中央区元町通5丁目8-21 大西ﾋﾞﾙ4F
中央区山本通2丁目2-13 水木北野シルクハイツⅡ402
中央区生田町1丁目3-15
中央区栄町通5丁目29 海栄ﾋﾞﾙ3F
中央区相生町4丁目2-31 谷口ビル3Ｆ
中央区港島中町3丁目2-1-61-303
中央区花隈町9-11 ラフォーレ花隈1F
中央区楠町6丁目12-15
中央区元町高架通3-252
兵庫区下祇園町9-10-105
兵庫区大開通7丁目8
兵庫区氷室町2丁目24-68
兵庫区上沢通7-1-9 日の出ビル3F 3D
兵庫区荒田町3-42-11
兵庫区御崎本町3丁目2-15
兵庫区新開地4-2-14 M'sﾋﾞﾙ4F
兵庫区中道通1丁目3-1 中道ビル3階
兵庫県神戸市兵庫区新開地4-2-14 M'sﾋﾞﾙ3F
兵庫区新開地4-2-14 M'sﾋﾞﾙ4F
兵庫区新開地4-2-14 M'sﾋﾞﾙ4F
兵庫区氷室町2丁目16-32
兵庫区菊水町10丁目30-28
兵庫区千鳥町3丁目4-20
兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目3-1
兵庫区下沢通1丁目4番22号 KTハウス2F
兵庫区笠松通5丁目4-7
兵庫区菊水町1丁目4-5
兵庫区楠谷町61-29
兵庫区上沢通5丁目4-1
兵庫区永沢町4-4-18-203
兵庫区御崎町2丁目8-8-102
兵庫区荒田町3丁目22-11
兵庫区浜中町1丁目15-7-2Ｆ

TEL
302-5671
360-1131
341-4098
261-9966
381-8681
331-2070
862-9050
965-9045
351-0077
272-0366
862-9116
332-5505
200-6807
945-8864
251-1088
222-8211
251-7756
231-6507
291-5153
351-6770
322-6860
251-3952
321-0418
671-5871
331-3097
341-4615
222-1403
242-1603
201-8743
302-7610
371-7189
341-1458
341-1182
360-1357
521-5486
531-8211
599-9340
682-0768
599-5221
512-1088
599-5249
599-5205
599-5240
521-4592

579-0255
682-0223
576-6001
576-8120
599-7708
955-3721
671-7774

区名
施設名
兵庫 ＴＭデンタルラボ
D-ライフ
Dental Lab.２１
デンタルラボシンセリティー
デンタルラボラトリー・トライデント
デンチャーファクトリー
富デンタルスタジオ
永井歯研
中谷歯科技工所
永野歯科技工所
ファイン・ティース
フクトミ・デンタル・プロ
松下歯科技工所
松本歯研神戸研究室
向井歯科技工所

所在地
兵庫区磯之町2丁目21
兵庫区塚本通3丁目1-24
兵庫区駅前通5丁目1-9
兵庫区出在家町1丁目4-18
兵庫区楠谷町4-9
兵庫区荒田町4丁目1-8 第一広本ハイツ401
兵庫区駅前通4丁目2-14
兵庫区水木通1丁目1-2 ｱﾍﾞﾋﾞﾙ3F
兵庫区楠谷町28-4
兵庫区湊町4丁目2-12-213
兵庫区湊川町3丁目9-9
兵庫区熊野町5丁目19-8
兵庫区荒田町1丁目15-3
兵庫区会下山町2丁目191-41
兵庫区会下山町1丁目13-10
ユウシンデンタルラボラトリーオフィス 兵庫区下祇園町11-3
神戸市北区松が枝町3丁目13-6
北 dental labo SMITH
アークデンタル
北区西大池1丁目16-4
アップルデンタルラボラトリー
北区君影町5丁目6-15
荒田歯科技工所
北区南五葉6丁目4-26
植村デンタルラボラトリー
北区惣山町3丁目10-8
ＭＤラボ
兵庫県北区有野中町4丁目3番14号 Ｍ．Ｍ．ビル2ＦＡ
MDC Dental Laboratory
北区有野中町3丁目27-8-203
おおひがし歯研
北区道場町生野192
金田歯科技工所
北区泉台7丁目11-11
株式会社ＡＬＦＡ
北区鈴蘭台北町9-15-3
Ｋ’Ｓ ＴＥＥＴＨ工房
北区南五葉3丁目8-32
Ｋ、Ｔデンタルラボラトリー
北区鈴蘭台東町2丁目6-29 ｸｲｰﾝﾏﾝｼｮﾝ103
神戸デンタルサービス
北区八多町吉尾93-1
大洋歯研
北区松が枝町1丁目5-2
デンタル eito
北区日の峰5丁目10-1-3-505
デンタル ラボ デュード
北区筑紫が丘5丁目10-14
時枝デンタルラボラトリー
北区泉台7丁目2-1-4-301
トラスト・デンタル・ラボラトリー
北区上津台6-35-8
ナガタニデンタルラボ
北区有野町有野924-2
なんばデンタルラボラトリー
北区泉台1丁目10-14 ﾒｿﾞﾝ泉台2-101
ハヤカシ．デンタル．ラボラトリー 北区泉台5丁目19-8
平山歯研
北区東大池3丁目2-6
古川技工所
北区鈴蘭台東町2丁目9-10
前川デンタルラボラトリー
北区緑町5丁目10-18
正本デンタルラボラトリー
北区筑紫丘4丁目10-6
有限会社アステック
北区鈴蘭台南町6丁目14-15
有限会社デンタルプロ
北区山田町下谷上字宮ノ前8-1
横田デンタルテクニカル
北区唐櫃台1-19-4
WAKUデンタルラボ
北区杉尾台2丁目8-9
長田区池田谷町4丁目2-2
長田 アルプスデンタルラボラトリー
岩本歯科技工所
長田区長田天神町2丁目13-4
上木歯研
長田区長尾町1丁目3-5
金谷技工所
長田区大道通4丁目101番地の5
株式会社第一歯研
長田区西山町4丁目1-1
亀井ポーセレン
長田区庄山町1-8-12
木下歯科技工房
長田区西代通1-4-21 ハイツ中村101
Ｋ ＤＥＮＴＡＬ ＬＡＢＯ
長田区檜川町2丁目1-51
Ｋ′ｓデンタルアート
長田区長田天神町6丁目2-5 ｺﾝﾃﾅﾊｳｽ内
伍々デンタルラボ
長田区長楽町6-1-11
さとうデンタルラボ
長田区細田町3丁目2-3-2F
鈴木デンタルラボラトリー
長田区腕塚町3丁目5-9
瀬尾歯科技研
長田区東尻池町8丁目2-18
曽田デンタル・ラボ
長田区西山町3丁目4-16
中井歯研
長田区大日丘2丁目6番26号
丸井技工所
長田区久保町9丁目6-2
山口歯科技工所
長田区長尾町2丁目8-16
ラボックス
長田区大日丘町3-3-4

TEL
579-4180
578-8021
681-1200
362-6578
521-6205
576-1840
576-3195
371-6612
511-0823
521-3030
531-5318
511-5777
761-1108

597-6263
07956-2-303

592-8251
595-1761
592-8123
594-5710
981-2297
597-6595
582-4914
593-6675
986-0093
987-1363
594-8274
593-0848
981-8414
591-1697
583-1301
593-4222
583-7622
982-0152
593-7346
691-0062
612-6817
612-9733
641-5582
643-4949
611-1977
612-9800
691-0108
652-8809
641-6866
611-0483
631-3839
643-1992

区名
施設名
須磨 Ｆデンタルラボ
Ｔ・Ｍラボ
井上デンタルラボラトリー
茨木歯研
岡田デンタルキャスト
グリーンデンタルラボラトリー
Ｋ style
神戸デンタル
さいとうデンタルクラフト
佐本歯研
聖デンタルラボラトリー
武市歯研
デンタル・ファクトリー
冨田歯科医院付属歯科技工室
苗村歯科技工所
中田デンタルラボラトリー
西神戸デンタルセラミック
野々上デンタルスタジオ
広田歯研
山内デンタル
結生歯研
有限会社神戸デンタルスタジオ
吉岡デンタルラボラトリー
垂水 アートデンタル
Ｉ．Ｄ．Ｌ 石原
赤尾ラボラトリー
Ａ・Ｒ・Ｔ ＬＡＢＯ
エクセレントラボラトリー
ＳＴデンタル
株式会社桜デンタルラボ
岸本技工所
コウベデンタルサプライ
佐賀野デンタルラボラトリー
狭山技工所
大陽工房
タグチデンタルラボラトリー
筒井工房
T's Dental Lab
寺田デンタルラボラトリー
デンタルラボ ヨシダ
デンテック塩浜
中所歯科技工所
中村デンタルラボ
ニューデンタルスタジオ
舞子デンタルアート
ヤマカド ティース ラボ
横山デンタル ラボラトリー
吉本技工所
Y's dental lab
渡辺歯研
西 Ａ．Ｋ．デンタル
秋宗デンタルラボラトリー
植田歯科技工所
ＨＫ Ｔecnica Ｄental Ｌab
Ｍデンタル
大塚デンタル
門脇デンタルラボラトリー
株式会社 医科歯科技研
株式会社 NEXT MEDICAL
ＫＤｋｉｔａｇａｗａデンタル
紅野歯研
神戸デンタルアート
小坂歯科技工所

所在地
須磨区飛松町2丁目1-17
須磨区緑が丘2丁目19-2
須磨区東白川台2丁目18-4
須磨区潮見台町4丁目2-7
須磨区妙法寺字乗越218-7
須磨区神の谷5丁目11-50
須磨区千歳町4丁目1-15
須磨区千歳町1-6-6
須磨区妙法寺菅ﾉ池678-17
須磨区衣掛町4丁目2-12 内田ﾏﾝｼｮﾝ3F
須磨区緑が丘1丁目16-8
須磨区横尾7丁目1-1-84-104
須磨区若草町3丁目1-13
須磨区千守町2丁目5-17 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ須磨千守103
須磨区白川台3丁目69-3
須磨区若草町3-2-6
須磨区妙法寺字池ﾉ内826
須磨区東白川台2丁目16-5
須磨区大田町7丁目2-2
須磨区妙法寺樫原42の2
須磨区東町1丁目5-5
須磨区緑ヶ丘2丁目1-11
須磨区東落合3丁目13-28
垂水区高丸2丁目1-11
垂水区西舞子7丁目2-24
垂水区星陵台5丁目3-7
垂水区向陽2丁目6-26 パレス向陽201
垂水区本多聞1丁目1-5 サンライズエコー101
垂水区塩屋町1丁目3-19-201
垂水区桃山台4丁目2-1-203
垂水区神陵台9丁目5-1
垂水区千鳥が丘3丁目6-6
垂水区福田3丁目3-15
垂水区塩屋町6-7-13
垂水区五色山8丁目1-55 サンロイヤル霞ヶ丘107号室
垂水区塩屋台2丁目21-8
垂水区坂上4丁目2-24
垂水区大町4丁目5-15
垂水区舞子坂4丁目2 舞子坂ｼﾃｨｰ2F
垂水区馬場通5-22
垂水区星陵台4丁目3-12
垂水区旭が丘2-1-7
垂水区西舞子6丁目2-27
垂水区御霊町2-5
垂水区五色山8丁目4-10
垂水区日向2丁目2-4
垂水区神和台1丁目20-2
垂水区本多聞1丁目13-7
垂水区仲田3丁目1-8 アーバンコート垂水201
垂水区霞ヶ丘7丁目9-17
西区池上1丁目14-8 ｱﾙｶｻｰﾙ西神戸201号
西区伊川谷町前開555-3
西区平野町下村121-2
西区富士見ヶ丘1丁目15-26
西区今寺3-12
西区春日台1丁目15-1
西区岩岡町野中1160-3
西区南別府1-8-1
西区狩場台3-9-5
西区伊川谷町有瀬14-6
西区天が岡2-1
西区平野町福中237
西区押部谷町福住628-357

TEL
734-5351
742-1272
779-4729
741-6721
793-0518
732-5112
733-3562
741-8107

742-3566
732-6698
793-7300
766-5018
743-2341
733-4584
741-9556
734-3349
741-6655
792-7873
781-2112
709-8886
753-7279
798-7113
708-0237
706-4349
752-1620
754-1180
755-5850
381-9396
707-0724
708-3229

794-5960
785-5486
754-8493

962-4930
974-3166
961-3488
939-4416
990-4618
939-6600
920-8577

区名
施設名
西 小林デンタルラボラトリー
歯科工房いしやま
タマ・ポーセレンサービス
ＴＤL
デンタルスタジオＡ
デンタルスタジオ中村
デンタルラボ伊賀
デンタルラボ大亀
デンタルラボラトリー谷川
DENT Ｎｉｓｓｉｍｏ
中山歯研
ひかり歯研
松栄デンタル
MATSUDAデンタルラボラトリー
森デンタルラボ
安福久幸
有限会社ヤノテクニカルラボ
ヨネザワデンタルテクニック

所在地
西区玉津町西河原118-15
西区王塚台1-1063
西区長畑町288-8
西区北別府4-2102-2
西区池上1丁目14-8 アルカサール西神戸203号室
西区秋葉台3-16-22
西区天が岡30-35
西区竜が岡5丁目13-7
西区玉津町丸塚1-13-6
西区玉津町新方109
西区玉津町小山196-3
西区樫野台1丁目3-1
西区伊川谷町有瀬265-8
西区今寺10-8
西区玉津町居住131-5
西区岩岡町岩岡1538-3
西区秋葉台3丁目9-13
西区和井取15番10号

TEL
914-6483
766-6140
220-6409
975-5531
994-7145
921-6251
967-4625
925-0646
911-4832
997-6880
975-3481
920-9839
976-5514

