
１．医科

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

21200BZY00380000 ｼﾞｬｸｿﾝﾘｰｽ蘇生回路 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 人工呼吸器
21400BZG00002000 ﾏｲｸﾛｷｬｯﾌﾟ ｼﾘｰｽﾞ 株式会社ICST 終末呼気炭酸ガス濃度測定
21400BZG00002000 経皮的動脈血酸素飽和度測定
21600BZY00335000 ﾊﾟﾙｻｰ2 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 超音波白内障手術装置
21700BZY00061000 ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾚﾁﾅｱﾝｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ HRA2 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
21700BZY00540000 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｴｱ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 在宅人工呼吸器(Ⅰ)
21700BZY00544000 ﾏｲｸﾛﾗﾌﾟﾀｰV ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 眼科用ﾚｰｻﾞ手術装置
21700BZY00544000 眼科用光凝固装置
219AABZX00032000 電子内視鏡 EG-530N2 ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00303000 電子内視鏡 EL-450FP 内視鏡
219AABZX00305000 電子内視鏡 EG-3000N 内視鏡
22000BZX00725000 生体情報ﾓﾆﾀ IntelliVue ﾓﾆﾀ
22000BZX00730000 IntelliVue ﾃﾚﾒﾄﾘｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ
22000BZX00730000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
22000BZX00768000 ﾚｸｾﾙ ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ ｴﾚｸﾀ株式会社 治療用定位ｺﾊﾞﾙﾄ60密封線源装置
22000BZX00796000 MAGNETOM ｴｯｾﾝｻﾞ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 MRI装置
22000BZX00831000 ｶｲﾈﾀｲｻﾞｰ NB ﾐﾅﾄ医科学株式会社 低周波治療器
22000BZX00832000 ｶｲﾈﾀｲｻﾞｰ NF 低周波治療器
22000BZY00021000 X線 CT組合せ型 SPECT装置 Precedence 株式会社ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
22000BZY00021000 CT撮影装置
220AABZX00032000 内視鏡 FR-120F ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
220ABBZX00153000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 咽頭ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FI-BSｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00180000 WS1709/1 ﾓｰｾﾚｰﾀ用ｽｺｰﾌﾟ ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 内視鏡
220ABBZX00236000 汎用X線透視診断装置 EXAVISTA 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ 診断用X線装置
220ABBZX00236000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
220ACBZX00018000 ｺﾛﾒﾄﾘｸｽ 250cx ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 分娩監視装置
220ACBZX00018000 ﾓﾆﾀ
220ADBZI00071000 SonoSite S ｼﾘｰｽﾞ 株式会社ｿﾉｻｲﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 超音波検査装置(Ⅱ)
220ADBZX00086000 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾙﾄﾞﾒｲﾝOCT SPOCT-HR ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 眼底三次元画像解析装置
220ADBZX00086000 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220AGBZX00085000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-1171K 内視鏡
220AGBZX00115000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ 30ｼﾘｰｽﾞ 内視鏡
220AGBZX00121000 Dr.酸素(型式:CB-2L) 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
220AIBZX00043000 角膜内皮顕微鏡 EM935 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 角膜内皮細胞検査装置
220AIBZX00046000 ﾊﾟﾉﾗﾐｯｸ ｵﾌｻﾙﾓｽｺｰﾌﾟ Optos株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)

新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成20年8月1日
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新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）　保険適用開始年月日：平成20年8月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分  償還価格(円)

15900BZZ00155000 W-ED ﾁｭｰﾌﾞ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル (1) 経鼻用 ④ 特殊型  \2,020
21200BZZ00569000 整形外科ｷｯﾄ 株式会社ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ 075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ワイヤー １㎝当たり \21
21200BZZ00569000 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ① 血管用フェルト・ファブリック １㎠当たり \128
21200BZZ00569000 029 吸引留置カテーテル (2) 受動吸引型 ① フィルム・チューブドレーン イ チューブ型  \976
21200BZZ00569000 075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ワイヤー １㎝当たり \21
21700BZZ00328000 ﾃﾙﾓｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽGS-1 ﾃﾙﾓ株式会社 132 ガイディングカテーテル (2) 腹部四肢末梢用  \27,100
21900BZX00742000 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ② 造影能強化型  \41,800
21900BZX00742000 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ① 選択的アプローチ型 ア ブレードあり  \54,300
22000BZI00009000 ｵｰｿﾌｨｯｸｽ･ｾﾝﾄﾛﾈｲﾙ･頸骨用 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22000BZI00010000 ｵｰｿﾌｨｯｸｽ･ｾﾝﾄﾛﾈｲﾙ･大腿骨用 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22000BZI00011000 ｵｰｿﾌｨｯｸｽ･ｾﾝﾄﾛﾈｲﾙ･ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
22000BZI00011000 073 髄内釘 (3) ワッシャー・ナット  \24,400
22000BZX00198000 SILIKON 1000 ﾎﾟﾘｼﾞﾒﾁﾙｼﾛｷｻﾝ 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 143 網膜硝子体手術用材料  \34,700
22000BZX00698000 杉田ｸﾘｯﾌﾟ 081 脳動脈瘤手術クリップ (2) 特殊型  \19,800
22000BZX00698000 081 脳動脈瘤手術クリップ (1) 標準型  \20,500
22000BZX00712000 杉田AVMﾏｲｸﾛｸﾘｯﾌﾟ 083 脳動静脈奇形手術用等クリップ (2) バネ型  \6,000
22000BZX00713000 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟ 081 脳動脈瘤手術クリップ (1) 標準型  \20,500
22000BZX00713000 081 脳動脈瘤手術クリップ (2) 特殊型  \19,800
22000BZX00714000 脳血管吻合ｸﾘｯﾌﾟ 082 脳血流遮断用クリップ  \8,630
22000BZX00808000 ﾄﾚﾗｲﾄCX 東ﾚ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ④ ホローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅳ)  \1,770
22000BZX00808000 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑨ ホローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅳ)  \1,800
22000BZX00809000 Durata ICD ﾘｰﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (1) 植込み型除細動器用カテーテル電極（シングル）  \999,000
22000BZX00810000 Durata ICD ｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (1) 植込み型除細動器用カテーテル電極（シングル）  \999,000
22000BZX00822000 TomoFixTM(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 061 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）  \96,100

22000BZX00823000 ONI ﾄﾗﾝｽｺﾝﾃﾞｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ(γ線滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 061 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）  \96,100
22000BZX00823000 060 固定用内副子（スクリュー） (1) 一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \7,280
22000BZX00823000 063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1) ワッシャー(Ⅰ)  \3,260
22000BZX00823000 060 固定用内副子（スクリュー） (4) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｓ）  \21,600
22000BZX00824000 TGVｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー (2) 複合・高度狭窄部位用  \28,100
22000BZX00860000 Lumina 7F ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ ｵｰﾊﾞｽﾈｲﾁﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 132 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用  \26,400
22000BZX00897000 ﾌﾟﾚｯｼｬﾜｲﾔ ｻﾙﾀｽ ﾗﾃﾞｨﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 014 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー (2) 圧センサー型  \186,000
22000BZX00959000 ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \127,000
22000BZX00961000 Trinica Select ｻｰﾋﾞｶﾙﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ ｼﾞﾝﾏｰ株式会社 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22000BZX00961000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  \42,100
22000BZX00965000 ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰｸﾛｽ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \127,000
22000BZX00972000 MULTIｰLINK ﾐﾆﾋﾞｼﾞｮﾝ ｺﾛﾅﾘｰｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (3) 冠動脈用ステントセット ① 一般型  \258,000
22000BZX00973000 ｾﾚｻｲﾄ ﾏｲｸﾗｽｺｲﾙ MDC 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 133 血管内手術用カテーテル (11) 塞栓用コイル ① コイル ウ 電気式デタッチャブル型  \140,000
22000BZX00974000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ -1 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (3) ＰＴＡバルーンカテーテル ① 一般型 イ 特殊型  \118,000
22000BZX00980000 Matrix2 ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ ｺｲﾙ ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (11) 塞栓用コイル ① コイル ウ 電気式デタッチャブル型  \140,000
22000BZX01024000 ﾃﾝﾄﾞﾘﾙ ST Optim ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ① 経静脈リード ア 標準型  \182,000
22000BZY00019000 TSLPｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22000BZY00019000 064 脊椎固定用材料 (3) 脊椎プレート（Ｌ）  \165,000
22000BZZ00004000 ﾒﾗｴｸｾﾗｲﾝ回路HP 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (1) メイン回路 ① 抗血栓性あり  \170,000
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (1) メイン回路 ② 抗血栓性なし  \149,000
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (2) 補助循環回路 ① 抗血栓性あり  \84,100
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (2) 補助循環回路 ② 抗血栓性なし  \46,400
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路  \29,700
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路  \35,300
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路  \49,300
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ① 貯血槽  \16,100
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ② カーディオトミーリザーバー  \37,100
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ハードシェル静脈リザーバー  \41,300

ｼﾞｰﾏ株式会社ﾏｰｶﾞﾚｯﾄⅡ

小林製薬株式会社

ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社

瑞穂医科工業株式会社
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新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）　保険適用開始年月日：平成20年8月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分  償還価格(円)

22000BZZ00004000 ﾒﾗｴｸｾﾗｲﾝ回路HP 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽  \13,300
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ラインフィルター  \20,900
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用フィルター  \5,450
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑦ 血液学的パラメーター測定用セル  \22,200
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器  \21,600
22000BZZ00004000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁  \5,960
220AABZX00127000 ｲﾃﾞｨｱﾙﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 秋田住友ﾍﾞｰｸ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ② バルーン型  \8,740
220ABBZX00070000 RX ﾊﾘｹｰﾝ ﾃﾞｨﾗﾃｰｼｮﾝ ﾊﾞﾙｰﾝ ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 136 胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き  \93,000
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２．歯科
新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）　保険適用開始年月日：平成20年8月１日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
20100BZZ01899000 ﾃｸﾉﾌﾚｯｸｽ 有限会社齋藤歯研工業所 016 矯正用線 （丸型） １本 \393
20100BZZ01899A01 SS ﾃﾞﾝﾀﾙﾜｲﾔｰ 016 矯正用線 （丸型） １本 \393
218AFBZX00119000 ｱｻﾋｷｬｽﾄ 12 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
218AFBZX00120000 ｱｻﾋｷｬｽﾄｼﾙﾊﾞｰ Ⅰ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
218AFBZX00121000 ｱｻﾋｷｬｽﾄｼﾙﾊﾞｰ Ⅱ 012 歯科鋳造用銀合金 第２種 （銀60％以上インジウム５％以上ＪＩＳ適合品） １ｇ \106
219AFBZX00119000 ｸﾗｽﾌﾟ線 SUS316 023 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00119000 026 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00120000 ｺﾊﾞﾙﾄﾝ-N 021 歯科用コバルトクロム合金線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
219AFBZX00120000 023 歯科用コバルトクロム合金線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
219AFBZX00121000 半円線 SUS316 024 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AFBZX00122000 ﾊﾟﾗﾀﾙﾊﾞｰ線 024 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AFBZX00123000 補強線 024 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AFBZX00124000 ﾘﾝｶﾞﾙﾊﾞｰ線 024 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AKBZX00012A01 ｱﾙﾌｧｸﾗｳﾝ ｷｬｽﾄ ﾌｨｯﾄ 株式会社ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AKBZX00012000 ｱｰｼﾞｪﾝｺ ｷｬｽﾄ ﾌｨｯﾄ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AKBZX00140000 ｷｬｽﾄ&ｸﾗｽﾌﾟ12 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AKBZX00140A01 ﾃｸﾆｶﾙｷｬｽﾄ匠 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AKBZX00141000 歯科非鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金 007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金  板状 （金12％以上 ＪＩＳ適合品） １ｇ \680
220AFBZX00127000 ﾖｼﾀﾞｷﾝﾊﾟﾗ鋳造用12 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AFBZX00127A01 ﾊｲﾊﾟｰｷｬｽﾄ2 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AFBZX00128A01 ﾙﾈｷｬｽﾄ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AFBZX00128000 ﾊｲﾊﾟｰｷｬｽﾄ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AFBZX00129000 ｼﾙﾊﾞﾛｲ 012 歯科鋳造用銀合金 第２種 （銀60％以上インジウム５％以上ＪＩＳ適合品） １ｇ \106
220AFBZX00130000 ﾜｼｼﾙﾊﾞｰ8 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AFBZX00131000 ﾕﾆｷｬｽﾄ12 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AFBZX00132000 ﾜｼ金ﾊﾟﾗｿﾙﾀﾞｰ20 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう （金15％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \1,504
220AFBZX00133000 ｼﾙﾋﾞｱ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AKBZX00065000 ﾌｧｲﾝｼﾙﾊﾞｰ 012 歯科鋳造用銀合金 第２種 （銀60％以上インジウム５％以上ＪＩＳ適合品） １ｇ \106
220AKBZX00066000 松風ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾚｰ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AKBZX00067000 松風ｽｰﾊﾟｰｼﾙﾊﾞｰ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89

亀水化学工業株式会社

株式会社松風

ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ株式会社

有限会社齋藤歯研工業所

株式会社松村金銀店

株式会社吉田貴金属
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