
表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
「あ」 株式会社アキタ・アダマンド 株式会社アゼロ
株式会社ア－クインタ－ナショナル アキタ・セキエレクトロニクス株式会社 阿蘇製薬株式会社
株式会社アイ･アイ･ティ－ジャパン 穐本　紀一 麻生商会
株式会社アイ・エス・コ－ポレ－ション 有限会社秋山歯科器具製作所 愛宕物産株式会社
株式会社アイ・インタ－ナショナル 秋山製作所 アップル医療機器株式会社
株式会社アイエス アクアセルボ株式会社 有限会社アト－ル交易
有限会社アイ・エス 株式会社アクロス 株式会社アドテックエンジニアリング
アイエスケ－株式会社 アコ－ドインタ－ナショナル株式会社 株式会社アドバンス
有限会社アイエヌジ－オプト 上尾電機株式会社 アドバンテック東洋株式会社
アイガ電子工業株式会社 株式会社アコ－ アドミス株式会社
愛眼株式会社 浅井　寛治 有限会社アトリエ
株式会社愛研 株式会社浅岡製作所 アポロ医療器株式会社
アイケン工業株式会社 株式会社アサノフォ－ムテック 株式会社アマガン
株式会社アイジイシイ 株式会社アサヒ アマジン株式会社
アイジャパン株式会社 アサヒ医科器械株式会社 株式会社アマノ
株式会社アイシンフュ－マンシステムズ 朝日医理科株式会社 株式会社アムテック
株式会社アイソニック 株式会社アサヒ医療器 アムジェン株式会社
会田　章 朝日インテック株式会社 荒井　昭男
愛知製鋼株式会社 アサヒオ－トメ株式会社 新井　伯竹
愛知電子工業株式会社 株式会社アサヒオプティカル 新井医科器機製作所
株式会社愛知ニコン 旭化成アイミ－株式会社 新井医科工業株式会社
アイティ－シ－株式会社 旭硝子エンジニアリング株式会社 新井一製作所
株式会社アイディエス アサヒ技研工業 株式会社荒井製作所
有限会社アイテック　ジャパン 朝日グロ－バル株式会社 株式会社新井製作所
株式会社アイテム 朝日工業株式会社 株式会社荒江光学
有限会社アイ・デント 株式会社旭小津 荒井製作所
有限会社アイトピア 旭テクノグラス株式会社 荒川　徳彦
株式会社アイビジョン 旭電機化成株式会社 荒木　義高
株式会社アイフル 朝日電子工業株式会社 アリオテクノ株式会社
株式会社アイマ－ 朝日ナショナル照明株式会社 株式会社有川レンズ製作所
株式会社アイ・メデックス アサヒプリテック株式会社 有光工業株式会社
アイワ医科工業株式会社 株式会社旭ポリスライダ－ 株式会社有薗製作所
青木実意商店 株式会社旭メディカル アルケア株式会社
株式会社青木精機製作所 浅見　重春 アルシンメディカルインタ－ナショナルリミテッド
株式会社アオヤギ 株式会社アジクリエ－ション 株式会社アルテ
青山眼鏡株式会社 アスカビ－エフ株式会社 株式会社アルテック
株式会社青山光学 株式会社アステック 株式会社アルファ
株式会社赤井 有限会社アステック アルファイ補聴器株式会社
赤井電機株式会社 アストラジャパン株式会社 株式会社アルファコ－ポレ－ション
赤尾医科機械 株式会社アスパックコ－ポレ－ション アルファテクノ
株式会社秋田エフアイティ 有限会社アズマ商会 株式会社アルファテック・パシフィック
秋田住友ベ－ク株式会社 アセック株式会社 アルファメディカル株式会社
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企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
アルファリオン株式会社 石川製作所 岩井　理市
アルマ光学株式会社 有限会社石黒鉄工 岩片医療器株式会社
アルミ産業株式会社 有限会社石澤製作所 合資会社岩上商店
株式会社アルメック イ－ジスインタ－ナショナル有限会社 岩崎医療電機製作所
株式会社アロ－ズ 株式会社イシズカ 株式会社岩崎製作所
アロ－メディカル株式会社 株式会社イシハラ 岩島電子工業株式会社
安藤貴金属精錬株式会社 石原医科器械製作所 株式会社いわしや土本歯科商店
株式会社アンフィニ 有限会社石宏製作所 岩瀬　昌司
株式会社安眠 石福金属興業株式会社 イワツキ株式会社
「い」 井嶋金銀工業株式会社 有限会社いわなが
株式会社イ－ア－ルシ－ 石山理化学硝子製作所 いわな工業株式会社
株式会社イ－ストベリ－ イスクラ産業株式会社 株式会社インスペック
飯田　忠雄 イ－ストネットテクノロジ－株式会社 株式会社インジェックスジャパン
飯山電機株式会社 株式会社イズミ インタ－テック株式会社
株式会社井内盛栄堂 株式会社イズモヘルス 株式会社インタ－メディカル
株式会社医学生物学研究所 イソニック株式会社 インデックスコ－ポレイテッド株式会社
五十嵐歯科工業株式会社 株式会社イソメディカルシステムズ 有限会社印南製作所
株式会社井川レンズ製作所 市川電子工業所 株式会社インプラテックス
株式会社伊垣医療設計 一木医療器製作所 株式会社インプラント・イノベイションズジャパン
株式会社イキ 有限会社伊藤金属製作所 「う」
有限会社池輝製作所 伊藤光学工業株式会社 株式会社ヴァイス
池田　慶治 有限会社伊東製作所 ヴアン電工株式会社
池田物産株式会社 株式会社伊藤製作所 ウイトコオブジュピタ－電通株式会社
株式会社池田歯科機械 伊藤　正美 株式会社ウイン
株式会社池田電気 伊藤忠商事株式会社 株式会社ウィンベル
株式会社イケタニ 伊藤超短波株式会社 株式会社ウェイヴァ
池田補聴器株式会社 株式会社イト－レンズ 株式会社ヴェ－ル
池田薬品工業株式会社 稲田　米次郎 植木医科工業株式会社
株式会社池田理化 稲原研究所 株式会社上島歯科精器製作所
池田レンズ製作所 株式会社イナミ ウェストロン株式会社
株式会社医研工業 伊原電子工業株式会社 ウエスリ－・ジェッセン株式会社
伊草歯研工業 猪尾　邦明 株式会社ウエダ
株式会社医交社製作所 茨城光学工業株式会社 上田工作所
石井　新一 茨城電子株式会社 上田日本無線株式会社
石井電機株式会社 今井医療器械製作所 ウエップ株式会社
石井医科器機製作所 株式会社イマムラ 上妻　正子
石井　保太郎 イメ－ション株式会社 株式会社ウエルズ
有限会社石川医科器械製作所 井元特殊冶金株式会社 株式会社ウエルネス
有限会社石川医療工業 有限会社イヤ－ズ 株式会社ヴェロニカ
有限会社石川歯科合金製作所 株式会社医療光線研究所 宇田川元宏
石川島システムテクノロジ－株式会社 医療産業株式会社 宇部興産株式会社
石川島芝浦機械株式会社 株式会社医療福祉研究所 梅田　正夫

- 2 -



表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
梅田医科器械 エ－デルインタナショナル株式会社 株式会社鵬製作所
梅原製作所 株式会社エニックス 王子タック販売株式会社
浦工株式会社 株式会社エヌ・ティ－サ－ビス 欧和通商株式会社
浦和工業株式会社 エヌ・ワイ・ビ－株式会社 有限会社オ－アイシィメガネ店
「え」 株式会社エムエス 大井精機株式会社
エアロックス株式会社 エヌエヌディ株式会社 大浦貴金属工業株式会社
栄研科学株式会社 株式会社エヌ・エヌ・シ－ 大岩産業株式会社
栄研器材株式会社 株式会社エヌエフ回路設計ブロック オ－エスジ－株式会社
株式会社エイコ－ 有限会社エバ－社 大川　政和
株式会社エイゴ－ 株式会社荏原 王冠デンタル株式会社
株式会社英電舎 戎屋化学工業株式会社 大木化学工業株式会社
株式会社エイティアイ エピト－プ株式会社 有限会社大木医科工業
株式会社エイチエムアクティ 株式会社エフエスケ－ 大木樹脂工業株式会社
エイド株式会社 有限会社エフ・エス・テクノ オ－クリ－ジャパン株式会社
株式会社エイト電子 エマテックス 大越プラレンズ工業所
有限会社エイブル 株式会社エマンテ医療器製作所 有限会社大阪ジョイフル
有限会社英倫商会 株式会社エミコン 株式会社大阪造船所
栄和産業株式会社 株式会社エム・イ－器械 大阪ダイヤモンド工業株式会社
株式会社エ－ス工業 株式会社エム・アンド・エム 大阪マイクロコンピュ－タ株式会社
株式会社エ－ティ－ディ－・ジャパン 株式会社エム・イ－・システム 大阪理学医療器株式会社
株式会社エ－デント 株式会社エムイ－テクニカ 株式会社大阪レンズラボラトリ
エ－ピ－エス株式会社 株式会社エム・エム・ティ－ 大崎衛生材料株式会社
エクセルメデイ株式会社 有限会社エムコ－ポレ－ション 大沢医科工業株式会社
エクセルメデ株式会社 株式会社エムス 株式会社大沢照会
江口製作所 エムティアイ株式会社 大下産業株式会社
エコ－医科器材株式会社 有限会社エム・テ－・トレ－ディング 大島商会
エシロ－ルジャパン株式会社 株式会社エムディアイジャパン 株式会社大島製作所
エスエス製薬株式会社 有限会社エムネット オ－シャン貿易株式会社
エスエス技研株式会社 有限会社エムビ－エス オオタ株式会社
株式会社エスエスデンタル工業所 株式会社エリオニクス 太田化成工業有限会社
株式会社エスエヌディ 株式会社エル・エム・エス 株式会社オオタキ
株式会社エスエヌディ 有限会社エルバ 株式会社大武・ル－ト工業
株式会社エス・エル・ティ・ジャパン 株式会社エルマン－ジャパン・エイジア 大谷眼鏡光器株式会社
株式会社エス・ケイ・シ－ 株式会社エルモ社 株式会社大友製作所
エスジ－企業株式会社 エレガント・フェミニィ－ズ株式会社 オ－トスチャ－ジャパン株式会社
有限会社エスティ－メディカル 株式会社エレクトロンチャ－ジャ－研究所 オ－ニック株式会社
株式会社エスワイメディカル エレス株式会社 大野はり製作所
Ｓ・Ｙ　メディカル エンジニアリングシステム株式会社 大橋精密工業有限会社
エ－スクラップジャパン株式会社 有限会社遠赤技研 大橋　敏夫
エッチアンドエム株式会社 遠藤　誠 株式会社大林製作所
株式会社エッチ・ビ－・シ－ エンド・プラス株式会社 株式会社オ－ヒラ
株式会社エツミ光学 「お」 有限会社大道
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大矢歯科器械製作所 オリオン電機（大野）株式会社 株式会社カナエ
大矢商事株式会社 オリジン医科工業株式会社 金本歯科工業
大山インタ－ナショナルプロダクツ株式会社 株式会社オルト 株式会社金森ドリル製作所
有限会社岡医療器械製作所 オ－ルデルフト株式会社 カナレイ株式会社
有限会社尾籠製作所 温泉工業株式会社 株式会社カナケン
岡製作所 「か」 株式会社カネカメディックス
岡崎　外之彦 カイインダストリ－ズ株式会社 株式会社金子製作所
岡崎鑛産物株式会社 株式会社快磁効 金子製作所
岡田海藻工業株式会社 株式会社カイゲン 兼子　知郎
岡田義歯製造所 株式会社カイノス 鐘淵化学工業株式会社
株式会社岡部製作所 香川精器株式会社 合名会社釜屋商店
有限会社岡本歯研 有限会社香川ダイカスト工業所 釜屋化学工業株式会社
オカモト株式会社 株式会社柿沼製作所 神村　史朗
株式会社岡本製作所 カクイ株式会社 有限会社神谷医科器械
岡本　永久 有限会社角田歯科合金製作所 神谷歯科化学研究所
岡谷富士光機株式会社 株式会社笠殿製作所 神谷通産株式会社
有限会社小川製作所 風早　治 合資会社亀井鉄工所
荻原　省吾 風間精機株式会社 亀水化学工業株式会社
奥野電器産業株式会社 有限会社カザマ製作所 株式会社カメダ・メディカル・インタ－ナショナル
株式会社奥原陰陽霊器制作場 株式会社カシ研 唐澤化成株式会社
オグラ宝石精機工業株式会社 株式会社カジノ医科工業 株式会社川崎医科機械製作所
尾崎デンタル工業所 株式会社柏原機械製作所 川崎貴金属工業株式会社
有限会社オサチ カスガ医科株式会社 川崎重工業株式会社
オザックス株式会社 カヅミ－株式会社 株式会社川崎精機製作所
株式会社オズ・インタ－ナショナル 化成オプトニクス株式会社 株式会社川崎生物化学研究所
小田　勲 有限会社片海医療器械製作所 有限会社川崎ピンセット
お多福産業株式会社 株式会社片桐医科工業 川重防災工業株式会社
オックスフォ－ド・インストゥルメンツ株式会社 片倉チッカリン株式会社 上繁　晃
小津産業株式会社 片瀬工業株式会社 有限会社川島医工
株式会社オナ－ロイ製作所 片山木工所 川島製作所
小野島製作所 有限会社勝川製作所 川澄化学株式会社
小野田製作所 有限会社勝倉製作所 株式会社河野製作所
株式会社オハラ 有限会社カツキ眼鏡 カワハラ治療器研研究所
株式会社オプチカルイイジマ 勝見　行男 有限会社川又光器製作所
株式会社オフテクス 勝部　秀一 川村義肢株式会社
株式会社オムニコ 有限会社カツラ工業所 川本産業株式会社
オメガウェ－ブ株式会社 葛城化学工業有限会社 乾卯栄養化学株式会社
有限会社小山田製作所 カ－ディアック・コントロ－ル・システムズ・インク 株式会社眼科器械のマキノ
株式会社オラトロニクス・ジャパン カトウ産業株式会社 管洸精器株式会社
株式会社オリエンタル歯科器材 有限会社加藤製作所 関西特殊光学株式会社
オリオン 株式会社加藤八 乾庄貴金属化工株式会社
オリオン電機株式会社 株式会社カドテック 株式会社カンダオプティカル
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株式会社関東補聴器 京立電機株式会社 クリエ－トメディック株式会社
関東化学株式会社 共立メディカル株式会社 株式会社クリスタル光学
関東特殊製鋼株式会社 共立薬品工業株式会社 有限会社栗田注射針製作所
株式会社カンノ 株式会社共和 株式会社栗原医療器械店
「き」 共和医理科株式会社 有限会社栗山製作所
株式会社輝高 協和新薬株式会社 株式会社グレイス
キクカブラシ株式会社 協和製工株式会社 クレオ工業株式会社
岸野　雅方 株式会社協和製作所 クレハレンテック株式会社
株式会社キクタニ 京和装備株式会社 株式会社クロシオインタ－ナショナル
株式会社キ－スマック 協和時計工業株式会社 黒田精工株式会社
起寿インダストリ－有限会社 キヨ－リキ株式会社 株式会社黒田製作所
北尾ベルト製作所 極東物流株式会社 株式会社桑原製作所
株式会社北里サプライ 清藤商事 株式会社桑原博愛堂
北大貿易株式会社 株式会社キ－ラ－・アンド・ワイナ－ グンゼ株式会社
キタノ製作株式会社 株式会社キリカン洋行 群馬ウシオ電機株式会社
木下医療器械店 桐灰化学株式会社 群馬電気株式会社
木原医科工業株式会社 株式会社近畿レントゲン工業社 「け」
君島　順二 キング工業株式会社 株式会社ケイコ－ポレイション
株式会社木村 キンセイマテック株式会社 株式会社ケイズコ－ポレ－ション
木村　和之 キンバリ－クラ－ク・ピ－エイチシ－インタ－ナショナル　インク ケイセイ医科工業株式会社
株式会社木村電子 株式会社キンポ－メルテック ケイティティ株式会社
キヤノンスタ－株式会社 「く」 有限会社ケイテックスマテリアル
キャノントレ－ディング株式会社 ク－ロン工業株式会社 有限会社京浜医科工業
株式会社ギヤマン 有限会社クエスト 京浜メディカル工業株式会社
救急薬品工業株式会社 株式会社クエストメデイカルサ－ビス 有限会社恵峯電子製作所
株式会社九州丸元 有限会社久喜製作所 株式会社ゲインユニオン
九州薬品工業株式会社 楠本　定雄 ケ－アイ株式会社
九州リオン株式会社 有限会社楠本産業 ケ－オ－デンタル株式会社
九耐デントセラム株式会社 九頭竜ワ－クショップ 株式会社ケミック
合資会社協榮医科器械製作所 株式会社クニイ 株式会社健康医学社
株式会社協永アクセサリ－ 國兼加工株式会社 株式会社健光社
株式会社共栄エスピ－ 久野　幹夫 健康と体質研究所
有限会社共栄企画 有限会社久保田歯科商会 原子燃料工業株式会社
共栄産業株式会社 久保田商事株式会社 ケンツメディコ株式会社
株式会社京光製作所 有限会社熊本シティプランニング ケンフラッグ株式会社
共伸電子工業株式会社 倉岸　辰雄 株式会社ケンオプティック
共進理科工業株式会社 有限会社クラ－ク 「こ」
キョクトウ株式会社 株式会社クラタ 株式会社コア・メディカルマニュファクチュアリングインク
協同薬品工業株式会社 株式会社クラタ産業 有限会社小池製作所
株式会社京都科学 クラトレエックスエ－株式会社 有限会社小池器械店
京都機械工具株式会社 株式会社クラベ 高圧ガス工業株式会社
京都コンタクトレンズ株式会社 クラレプラスチックス株式会社 幸運堂
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
広栄化学工業株式会社 株式会社こだま コンメディカル
興栄産業株式会社 株式会社國光商会 「さ」
株式会社廣貫堂 株式会社後藤製作所 斎田注射器製作所
鋼弦器材株式会社 後籐　良輔 埼玉化工株式会社
恒産商事株式会社 寿医科商事株式会社 有限会社サイテックコ－ポレ－ション
株式会社コウシ 壽工業株式会社 躋壽合名会社
株式会社高純度化学研究所 有限会社寿工業 斉藤医科工業株式会社
広松トレ－ドサ－ビス 寿特殊硝子株式会社 株式会社斉藤工業
株式会社広伸 寿物産株式会社 有限会社斉藤歯研工業所
株式会社興伸工業 株式会社コニカパッケ－ジング 斉藤　富夫
光測電気株式会社 株式会社小西製作所 有限会社齋藤デンタル工業
幸田レンジ歯製造所 コノコ医療電気株式会社 株式会社サイニクス
光電メディカル株式会社 此花歯科研究所 サイブロン・デンタル株式会社
有限会社興之宮医科工業 木幡工業株式会社 サイメンデザイン有限会社
株式会社甲府コニカ 小林醫科工業株式会社 株式会社サイモン
株式会社光文堂 小林製薬株式会社 有限会社佐伯製作所
株式会社神戸製鋼所 有限会社小林友衛商店 有限会社酒井
光明理化学工業株式会社 小林　奎完 有限会社酒井製作所
幸和ピンセット工業株式会社 小林産業株式会社 有限会社坂井医科工業製作所
興和紡績株式會社 小林ソファモアダネック株式会社 株式会社酒井医療
ＫＯＡ株式会社 有限会社小肥注射針製作所 有限会社坂井注射針製作所
有限会社ゴ－・インダストリィズ 株式会社コビキ製作所 相模医科工業株式会社
株式会社コ－ガアイソト－プ コペル工業株式会社 相模リオン株式会社
コガ・エンタ－プライズ株式会社 株式会社小松精機工作所 相模ゴム工業株式会社
株式会社コ－ケン社 株式会社コマツ 株式会社阪村研究所
コ－テック株式会社 小松精機株式会社 株式会社サカモト
コトミック株式会社 小宮　紀夫 桜アルミ株式会社
コ－ワ株式会社 株式会社コムラ製作所 櫻井陶歯工業株式会社
古賀　昭二郎 小守工業株式会社 有限会社櫻井医科器研究所
株式会社コクゴ 株式会社小森硝子製作所 株式会社佐々木工業
国際カイロ株式会社 小柳　武司 佐々木歯科工業株式会社
国際歯科貿易株式会社 小山歯科工業株式会社 株式会社ササキエンジニアリング
国際貿易株式会社 有限会社小山製作所 佐々木　雪雄
国産治術イトオテルミ－合名会社 コラ－ゲン株式会社 株式会社佐々木医療器製作所
国新産業株式会社九州工場 株式会社コリックス サ－ジカルダイナミクスジャパン株式会社
株式会社国立音響研究所 コリンジャパン株式会社 株式会社サックス
株式会社コサカ コルチト－ン補聴器株式会社 株式会社札幌補聴器センタ－
株式会社越屋 コロナ電業株式会社 株式会社佐藤光機製作所
コスモ株式会社 コロプラスト株式会社 株式会社佐藤製作所
株式会社コスモテクノ 金剛ライト工業株式会社 有限会社サトウ精機
株式会社コスモトレ－ド コンビ株式会社 佐藤医科製作所
有限会社呼泉堂 株式会社コンベックス 佐藤製薬株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
有限会社佐藤精工 三金工業株式会社 株式会社サンルックス
有限会社佐藤注射針製作所 サンケイ石膏株式会社 サンロイヤル株式会社
佐藤薬品工業株式会社 株式会社三恵 株式会社サンワ
有限会社サニ－医科工業 株式会社サンケン 株式会社三和化学研究所
サニックス株式会社 三興化学工業株式会社 三和工業株式会社
サヌキ工業株式会社 株式会社サンコ－ 三和通商株式会社
株式会社佐鳴 株式会社三幸ポライト 三和電機株式会社
有限会社佐野商会 株式会社三光レントゲン製作所 「し」
サノフィ富士レビオダイアグノステックス株式会社 株式会社三社電機製作所 シ・ホルスタインカンパニ－株式会社
株式会社ザバ 三進交易株式会社 シェアテック株式会社
株式会社サポ－ト サンスタ－株式会社 ジ－イ－田中メディカルシステム株式会社
株式会社サミック・インタ－ナショナル 株式会社三昌製作所 ジ－エ－シ－株式会社
ザルトリウス株式会社 株式会社三晴社 有限会社シ－・エム・ビ－
サルブ医科器械 株式会社三新製作所 株式会社ジィ・エム
佐波　勝 サンセルフオプチカル 株式会社ジ－エムイ－
サン・ア－ル株式会社 株式会社サンテクノ 株式会社ジ－シ－
サン・ファミリ－株式会社 株式会社サンテックス 株式会社ジ－シ－アサヒ
サンアイ技研株式会社 サンデン医科工業株式会社 株式会社ジ－シ－デンタルプロダクツ
サンアイレンズ株式会社 サンデン株式会社 株式会社ジェ－エムシ－医器研
株式会社サン医療 サンデンタル株式会社 株式会社ジェ－ジ－シ－大阪
株式会社サンウェイ 山東医科工業株式会社 ジェ－ピ－イ－株式会社
三栄技研株式会社 サント機工株式会社 シ－ティ－ユ－販売株式会社
三栄化学工業株式会社 サンニクス株式会社 株式会社シ－ディ－サプライ
株式会社三榮製作所 株式会社サンハイテック 株式会社シ－ド
三栄製薬株式会社 サンフ－電子工業株式会社 シ－プ歯科工業株式会社
三栄通信機工業株式会社 三宝化学株式会社 シ－マン株式会社
三栄電器貿易株式会社 サンメディカル株式会社 シ－メンスヒヤリングインスツルメンツ株式会社
サンエ－精工株式会社 株式会社サンメディカル 有限会社ジェイ・エム・シィ
サンエス石膏株式会社 株式会社サンモア ジェイ・ヒュ－イット株式会社
サンエス工業株式会社 三祐医科工業株式会社 ジェクス株式会社
株式会社サンエルフ 株式会社三友光学 ジェネリック・ペントロンジャパン有限会社
三王工業株式会社 有限会社三友精機 ジェ－・ビ－・ケンコ－ポレ－ション株式会社
有限会社サン化学研究所 有限会社サンユウデンタルサプライ 株式会社シオダ
サンキ株式会社 三陽光学精工株式会社 シオノケミカル株式会社
株式会社サンギ 三陽電子工業株式会社 塩野製作所
株式会社サン技研 三陽電子システム株式会社 有限会社シオン製作所
三共株式会社 株式会社三洋金属工業 株式会社滋賀松風
有限会社山協製作所 三洋デンタル製作所 有限会社志鎌歯科商店
三共医療機株式会社 三洋ポリマ－工業株式会社 株式会社歯輝
株式会社三協オプテックス 株式会社サンライフ 株式会社子宮癌検診器具製造所
三共電子工業株式会社 三立医科工業株式会社 株式会社シグマインタ－ナショナル
株式会社産業歯科衛生協会 株式会社サンリ－ブ 有限会社茂田医療械器製作所
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
茂野　健次 株式会社昌国 株式会社シンメイ設備
株式会社シケン 株式会社城南電子工業 新明和リビテック株式会社
株式会社シゲル工業 城北冶金工業株式会社 株式会社シンヨ－
株式会社ジ－シ－インタ－ナショナル 有限会社ジョ－モ－ シンワ株式会社
株式会社視泉堂 株式会社正和 「す」
株式会社シチズン岩手 昭和医科工業株式会社 スカイライトコ－ポレ－ション株式会社
株式会社視聴覚センタ－ 昭和金属工業株式会社 有限会社菅原歯科精器工業
有限会社シヅメメディカル 昭和歯材化工株式会社 株式会社菅原製作所
有限会社実眼鏡 昭和精機工業株式会社 株式会社杉浦研究所
篠原製作所 昭和電機産業株式会社 杉田医科器械製作所
株式会社シノン 昭和眼鏡株式会社 有限会社杉田製作所
有限会社柴田レンズ 昭和薬品化工株式会社 有限会社杉本製作所
柴田　富男 昭和レジン研究所 スギモト産業株式会社
株式会社シ－ピ－ケイ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 株式会社杉山悟郎商店
ジ－プラン株式会社 白井伸一 株式会社杉山元医理器
島津メディカルシステムズ東日本株式会社 白井松器械株式会社 鈴木　一次
島田電機株式会社 株式会社シラカワ 鈴木　長久
島田医科器械製作所 有限会社シルクロ－ド 有限会社鈴木医科器械製作所
島根石膏工業株式会社 シルックス株式会社 鈴木医療器株式会社
株式会社シミズテック シロウマサイエンス株式会社 株式会社鈴木光線治療研究所
株式会社清水セラミック 城田電気炉材株式会社 鈴木金属工業株式会社
株式会社清水電子工業 シンエイ株式会社 鈴木工業株式会社
下村石膏株式会社 新鋭工業株式会社 鈴木産業株式会社
株式会社ジャス・コ－ポレ－ション 株式会社新鋭産業 株式会社鈴木商会
株式会社ジャフコ 株式会社新栄製作所 株式会社鈴木精工
ジャストデンタル 株式会社新協 株式会社スズキ部品富山
ジャパンガス株式会社 伸晃化学株式会社 スズラン株式会社
株式会社ジャパンサイエンス 株式会社新光眼鏡 有限会社須田医科器械製作所
株式会社ジャパンゼット薬品 真興交易株式会社 スタ－キ－ジャパン株式会社
ジャパン・オックス工業株式会社 有限会社新興光器製作所 スタ－・プロダクト株式会社
ジャパンゴアテックス株式会社 鍼弘社 株式会社ステンレス技研
ジャパンデンタルサプライ株式会社 進興電気製造株式会社 スナップオン・ツ－ルズ株式会社
株式会社ジャパンヘルス 株式会社進昂 スペ－ス・ア－ス・ライフ株式会社
株式会社ジャパンプラレンズ 新新薬品工業株式会社 スミス・アンド・ネフュ－株式会社
有限会社ジャパンメディカルシステムズ 株式会社シンセイ 株式会社住田光学ガラス
ジャパンメトロデント社 新生医療器工業株式会社 住友商事株式会社
ジャパンライフ株式会社 株式会社新星電子工業 住友大阪セメント株式会社
有限会社ジャミックス 株式会社新東 住友製薬株式会社
株式会社ジャメックス 新日本ゴム株式会社 住友ゴム工業株式会社
株式会社ジャムコン 株式会社シンデン 住友電気工業株式会社
株式会社ジュイメック シンノオル電機株式会社 住友特殊金属株式会社
株式会社昭研 神保電器株式会社 住友ベ－クライト株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
株式会社須山歯研 有限会社瀬島精機設計事務所 株式会社第一磁気研究所
スレンダ－ト－ンジャパン株式会社 世田谷精機株式会社 第一照明株式会社
株式会社スリ－エ－産業 瀬田工業所 第一精密株式会社
スリ－エムユニテック株式会社 瀬田レンズ株式会社 第一製薬株式会社
スリ－エムヘルスケア株式会社 セティカンパニ－リミテッド 第一鍛造株式会社
スリ－エムヘルスケア製造株式会社 背戸歯科医療器械製作所 第一トレ－ディング株式会社
駿河電子株式会社 ゼネカ株式会社 第一薬品株式会社
有限会社諏訪製作所 セフテ－株式会社 泰榮商工株式会社
スワ－ブオ－レン・インク セブンヒルズ株式会社 大衛株式会社
「せ」 ゼリア新薬工業株式会社 株式会社ダイオ－
生化学工業株式会社 セレック株式会社 株式会社大旺インタ－ナショナルジャパン
株式会社セイカ セロ－ノ・ジャパン株式会社 株式会社大協器械製作所
セイキ技研株式会社 ゼロテック株式会社 株式会社大協精工
株式会社セイケンケミカル 株式会社全医療器 大協薬品工業株式会社
晴光社 泉工医科貿易株式会社 大三株式会社
株式会社精工舎 全国薬品工業株式会社 大正製薬株式会社
誠工電機株式会社 株式会社センテニアルクラブ 大信工業株式会社
株式会社誠鋼社 セントラル工業株式会社 大信貿易株式会社
セイコ－インスツルメンツ株式会社 セントラル・シティ商事株 大進電機工業株式会社
セイコ－エプソンコンタクトレンズ株式会社 セントラル・トレダ－ス（安武　俊治） 株式会社大新産経
株式会社セイコ－オプティカルプロダクツ 株式会社セントラルユニ 大成化工株式会社
セイコ－コンタクトレンズ株式会社 全日本獣医師協同組合 大生工業株式会社
有限会社セイコ－産業 せんねん灸株式会社 大成歯科工業株式会社
株式会社セイコ－電機 「そ」 大生堂薬品工業株式会社
株式会社セイコ－レンズサ－ビスセンタ－ 株式会社宗一 ダイセル化学工業株式会社
株式会社星光医療器製作所 株式会社荘健 ダイセル網干産業株式会社
成工計器株式会社 株式会社創健 有限会社ダイテック
株式会社精工タカネ 株式会社総合技研 株式会社大同工業所
誠光堂株式会社 株式会社総合健康情報センタ－ ダイト－株式会社
精工理化医療電機株式会社 双龍産業株式会社 大東電機工業株式会社
星盛堂医療器工業株式会社 ソニ－・太陽株式会社 株式会社大東バルブ製作所
株式会社青州堂精工 株式会社ソニック 株式会社ダイナテック
セイバ－株式会社 株式会社曽根工具製作所 大日技研株式会社
株式会社セイブテクノ 曽根原　敬三 株式会社大日工業技研
清有電機株式会社 ソフテックス株式会社 大日電機工業株式会社
セイヨ－電子株式会社 ソフトメディカル株式会社 大日本インキ化学工業株式会社
セイリン化成株式会社 ソ－ラオプティカルジャパン株式会社 大日本塗料株式会社
セイワ特殊利器株式会社 ソルノックス光学株式会社 大日本防蟲菊株式会社
誠和樹脂工業株式会社 ゾンネ医科工業株式会社 太平株式會社
株式会社星和電機 「た」 太平化学産業株式会社
積水化学工業株式会社 ダイアデム工業株式会社 太平物産株式会社
積水化成品工業株式会社 第一医科株式会社 太平窯業薬品株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
大宝医科工業株式会社 タカライス工業株式会社 株式会社田中製作所
大豊銅器株式会社 宝酒造株式会社 田中電気医療器研究所
大鵬薬品工業株式会社 タカラベルモント株式会社 田辺医科器械製作所
株式会社ダイホ－ 株式会社タカラユニオン 株式会社タニザワ
ダイメック株式会社 多賀谷福一 株式会社タバタ
ダイヤメディカルシステム株式会社 有限会社田川電気研究所 有限会社タバタエンジニアリング
ダイヤ冷機工業株式会社 滝口製作所 株式会社タバックス
大祐医科工業株式会社 株式会社タキザワ漢方廠 タマエレクトロニクス株式会社
株式会社タイリヨウエンタ－プライズ タキロン株式会社 有限会社たまエンタ－プライズ
タイヨウ株式会社 株式会社タグチ 多摩岡産業株式会社
株式会社太陽医療品製作所 有限会社田口注射針製作所 玉川衛材株式会社
太陽技研株式会社 タクト医療株式会社 株式会社タマレイ
太陽金属工業株式会社 有限会社匠技研 丹平製薬株式会社
大洋製薬株式会社 株式会社武井医科光器製作所 有限会社たんぽぽ堂
太陽東洋酸素株式会社 竹井機器工業株式会社 「ち」
大和精機株式会社 竹内化学工業株式会社 チカミミルテック株式会社
株式会社大和製作所 株式会社竹内研究所 株式会社地崎電機製造所
株式会社大和岬 有限会社竹内製作所 知多鋼業株式会社
有限会社高井製作所 株式会社竹内商事 チバビジョン株式会社
株式会社タカギ－セイコ－ 竹内鉄鋼株式会社 チャ－ム工業株式会社
高木製綿株式会社 竹尾式イオン滲透療機製作所株式曾社 株式会社茶谷
高砂医科工業株式会社 竹下製薬株式会社 中央物産株式会社
高砂貿易株式会社 株式会社竹虎 中央無線株式会社
有限会社タガシン 竹中　辰夫 中外製薬株式会社
高島屋日発工業株式会社 タケハヤ株式会社 中国化薬株式会社
高園産業株式会社 株式会社タスク 中国ゴム工業株式会社
株式会社高田医科器機製作所 有限会社忠兼総本社 株式会社中国補聴器センタ－
高田産業株式会社 株式会社タチエス 中新薬業株式会社
高千穂交易株式会社 株式会社橘光学機械製作所 中仁貿易株式会社
タカチホメディカル株式会社 橘医療器株式会社 株式会社中部メディカル
高遠工業株式会社 タックシステム株式会社 チョ－ワ株式会社
株式会社高敏 タックメディカル株式会社 長和メディカル株式会社
株式会社タカトミ－ 有限会社タックメディカルサプライ 千代田工販株式会社
有限会社高橋製作所 株式会社タヅケ吉野工場 千代田歯科器材株式会社
有限会社高橋医科器械 有限会社辰巳製作所 株式会社千代田精機
高橋　和夫 株式会社建部青州堂 千代田電機工業株式会社
高原医療電機研究所 田中軽工業株式会社 「つ」
タカビシ化学株式会社 田中ゴム株式会社 株式会社塚田メディカル・リサ－チ
有限会社タカベコ－ポレ－ション 有限会社田中医科器械製作所 有限会社辻医科器械
高山醫科器械工業株式会社 田中検眼レンズ製作所 有限会社辻製作所
有限会社高山医科器械製作所 田中三郎 津島工業株式会社
株式会社高山医療機械製作所 田中産業株式会社 津田製作所
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
有限会社土澤製作所 株式会社デンジニア 東京精電株式会社
株式会社土田製作所 デンタルエイド株式会社 株式会社東京技研
土田製砥工業所 デンタルバンガ－ド有限会社 東京光学精機株式会社
土屋製砥有限会社 天地物産株式会社 株式会社東京コンタクト
筒井医科器械製作所 株式会社デンテック 有限会社東京製鋼所
株式会社津々巳電機 株式会社テントプロダクツ 東京精電株式会社
堤田貴金属工業株式会社 株式会社デンドロケミカル 東京炭素工業株式会社
翼工業株式会社 DEN TRADE（デントレ－ド） 東京電子工業株式会社
株式会社ツムラ 株式会社デンドロニクス 東京電子材料工業株式会社
「て」 株式会社デンパックス 東京特殊電線株式会社
株式会社デ－タ－グラフ デンボ－工業株式会社 株式会社東京中井
テイジンレンズ株式会社 天龍工業株式会社 東京発明工業株式会社
株式会社テイピ－ジャパン 「と」 株式会社東京鼻科学研究所
株式会社ティ－・ワイ・ケイ 株式会社ト－ア 東京物理療法研究所
ティ－・エス・エム株式会社 ト－ヨ－衛材株式会社 東郷メディキット株式会社
株式会社ティ－・エム・インテリジェンス ドイ医療器 東商株式会社
株式会社ティ－エムエス 東亞合成株式会社 東西電工株式会社
有限会社ティ－・ケ－・シ－ 東亜紙巧業株式会社 東西物産株式会社
ティ－ディ－ケイ秋田コンポ－ネンツ株式会社 有限会社藤亜砥石工業所 東芝シリコ－ン株式会社
株式会社テイエムアイ 東亜貿易 東芝ライテック株式会社
帝国臓器製薬株式会社 東医工株式会社 東伸洋行株式会社
株式会社ディスコ 株式会社東栄 東進電気工業
ＴＤＫ株式会社 藤栄産業有限会社 同仁医薬化工株式会社
株式会社ディンギ－ 藤栄電気株式会社 藤堂守正
テ－エス医科工業株式会社 東海光学株式会社 東阪機電株式会社
テクノエクセル株式会社 有限会社東海精工 東邦歯科化学工業
テクノエレメント株式会社 東海精密工業株式会社 東邦歯科産業株式会社
株式会社テクノ科学 株式会社東海電子研究所 東邦物産株式会社
株式会社デジテックス研究所 株式会社東海メディカルプロダクツ 東北補聴器株式会社
株式会社テクノリンク トゥルムホッホメディック株式会社 東洋医科器械製作所
テックス株式会社 有限会社東京医科縫合針製作所 有限会社東洋医療器
株式会社デピュ－・ジャパン 有限会社東京医科電機製作所 株式会社東洋医療研究所
有限会社デミガ－協会 東京医研株式会社 東洋エムイ－技研中国販売有限会社
株式会社デムス 東京エム・アイ商会 東洋オイルパワ－株式会社
テュフプロダｌクトサ－ビスジャパン株式会社 東京化成品株式会社 東洋化学株式会社
有限会社テラダ 株式会社東京貴金属地金店 株式会社東洋化学研究所
テルモ・バイヤスドルフ株式会社 東京シ－ア－ルオ－株式会社 東洋機器株式会社
電気興業株式会社 東京シ－アンドシ－株式会社 東洋金属株式会社
株式会社デンケン 東京歯科産業株式会社 東洋産業株式会社
株式会社デンコ－ 株式会社東京歯材社 東陽精工株式会社
株式会社デンコ－社 東京硝子器械株式会社 東洋製薬化成株式会社
天昇電気工業株式会社 東京視力器材センタ－ 東洋測器株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
東洋電子興業株式会社 トップ商事株式会社 中村製作所
株式会社東洋バ－製作所 トミ－株式会社 株式会社中村鐵工業
東洋ヘルス株式会社 株式会社トミ－精工 中村デンタル株式会社
東洋紡エンジニアリング株式会社 株式会社トミ－メディコ 中村　正則
東洋薬品工業株式会社 冨木医療器株式会社 株式会社ナカヤマ
東立エンジニアリング株式会社 有限会社トミッツ 中山工業株式会社
株式会社東和 トムエンジェル株式会社 中山式産業株式会社
有限会社同和機器製作所 トムソンシ－エスエフジャパン株式会社 中山式総合開発株式会社
東信オ－ディオ株式会社 富山小林製薬株式会社 名古屋眼鏡株式会社
東ソ－株式会社 富山製作所 株式会社名古屋螺子製作所
ト－ホ－テック株式会社 株式会社豊川製作所 那須商事有限会社
株式会社ト－ミック 株式会社トランソニックシステムズジャパン 株式会社那須ニコン
ト－ヨ－衛材株式会社 ドリ－ムベッド株式会社 株式会社ナック
東レ株式会社 株式会社トリムエレクトリックマシナリ－ 株式会社夏目製作所
東レ・メディカル株式会社 トロフィ－・ラジオロジ－・ジャパン株式会社 有限会社ナノテック
ト－ワ技研株式会社 「な」 並木精密宝石株式会社
東和放射線防護設備株式会社 株式会社ﾅｲﾂ 有限会社並木茂雄製作所
有限会社トキオン 内外歯材株式会社 浪華ゴム工業株式会社
トキコ株式会社 直本　茂晴 奈良ミノルタ精工株式会社
常磐薬品工業株式会社 株式会社永井貴金属工業所 成田　治三
特殊機器株式会社 中井製作所 株式会社ナルコ－ム製作所
株式会社特殊電機製作所 中井製薬株式会社 南開通商株式会社
ドクタ－ジャパン株式会社 有限会社中尾製作所 株式会社南光
株式会社ドクタ－ズ・アイディアル・サプライ 仲座　一男 難波プレス工業株式会社
株式会社トグチ 株式会社中澤金属製作所 南部化成株式会社
有限会社徳永コ－ポレ－ション ナカシマプロペラ株式会社 「に」
徳間工業 ナカタ工業株式会社 新潟計器株式会社
株式会社トクヤマ 中谷　武彦 新見化学工業株式会社
徳山積水工業株式会社 中谷眼鏡株式会社 有限会社新村製作所
株式会社徳力本店 有限会社ナガツカ医機 仁木工芸株式会社
有限会社所沢補聴器センタ－ 中津貿易株式会社 株式会社ニコ－医療電機製作所
土佐医科器械製作所 株式会社ナカデンオ－バ－シ－ズ 株式会社ニコン横浜製作所
土佐貿易株式会社 株式会社長門石器械店 西方工業株式会社
株式会社豊島製作所 株式会社ナカニシ 株式会社西川製作所
有限会社戸田義肢製作所 長野計器株式会社 西川ヘルスパック工業株式会社
栃木精工株式会社 長野吉田工業株式会社 西河貿易株式会社
特許理化興業株式会社 長菱制御システム株式会社 西川ロ－ズ株式会社
鳥取電機製造株式会社 中溝貴金属工業株式会社 錦部将教
鳥取澤谷ゴム株式会社 有限会社中溝プレッシャスメタル 株式会社ニシコ－
株式会社礪波製作所 長光津株式会社 西沢医科工業株式会社
株式会社都北医療器製作所 中村医科工業株式会社 西島医科器械製作所
トップ化成株式会社 有限会社中村歯研 有限会社西製作所
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
西田精機株式会社 ニッポ電機株式会社 日本ストライカ－株式会社
西日本照射サ－ビス株式会社 ニッポ－株式会社 日本精機宝石工業株式会社
ニシム電子工業株式会社 ニド－工業株式会社 有限会社日本整形機器
西村器械株式会社 ニプロ医工株式会社 日本精線株式会社
株式会社西山製作所 社団法人日本アイソト－プ協会 日本ゼネラル・アプラィアンス株式会社
ニスコ株式会社 日本アサヒ機工株式会社 日本ゼトック株式会社
株式会社日音医理科器械製作所 日本アムウェイ株式会社 日本船舶薬品株式会社
日科機バイオス株式会社 日本イオン株式会社 日本臓器製薬株式会社
日機工業株式会社 日本イ－ライリリ－株式会社 日本炭酸瓦斯株式会社
株式会社日協製作所 株式会社日本医化器械製作所 日本中国温灸株式会社
日ケミ商事株式会社 株式会社日本医広 日本注射針工業株式会社
株式会社ニチデン 株式会社日本医用レ－ザ－研究所 日本超音波工業株式会社
ニチバンメディカル株式会社 株式会社日本医療電機研究所 日本腸線株式会社
日プラ株式会社 日本インデックスアクアケミカル株式会社 日本電気株式会社（ｴﾇｲｰｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社）
ニチメン株式会社 日本エ－・シ－・ピ－株式会社 日本電気硝子株式会社
株式会社ニックス 株式会社日本エム・ディ・エム 日本電子理学研究所株式会社
株式会社日研工業 日本エレクトロプレィティング・エンジニヤ－ス株式会社 株式会社日本デンソ－
株式会社日研工作所 日本オルガノン株式会社 日本電波工業株式会社
日研商事株式会社 日本グラクソ株式会社 日本バイリ－ン株式会社
ニッケン刃物株式会社 有限会社日本クレセント 日本パイオニクス株式会社
日光オプティカル協同組合 日本計量器工業株式会社 株式会社日本橋徳力
日光化成株式会社 日本ケミカルリサ－チ株式会社 日本パルス器械株式会社
日興電子工業株式会社 有限会社日本ゲルマニウム研究所 日本ピアスシステム株式会社
日興フアインズ工業株式会社 株式会社日本ゲルマニウム研究所 日本ビ－・エス・エス株式会社
日廣薬品株式会社 株式会社日本健康増進研究会 日本ビジョンイ－ズ株式会社
日産デジタルプロセス株式会社 日本健商株式会社 日本ビニ－ルコ－ド株式会社
日証医科器械製作所 日本原子力研究所 日本フィリップス株式会社
株式会社日昌医療器 株式会社日本抗体研究所 日本プレタ－ナショナル株式会社
株式会社ニッシン 日本コダック工業株式会社 日本ブルカ－株式会社
合資会社日新医療器製作所 株式会社日本コンタクトレンズ 日本ヘルスファ－株式会社
日信工業株式会社 日本コンポ－ネンツ株式会社 日本ペルノックス株式会社
日水化学株式会社 日本サ－ジ 日本ポ－ル株式会社
株式会社にっせい 日本サンインスツルメンツ株式会社 日本マ－チン株式会社
日精技研株式会社 株式会社日本歯科工業社 日本マティス株式会社
新田ゼラチン株式会社 株式会社日本歯科商社 日本ミリポア株式会社
ニッチョウ技研株式会社 日本歯科薬品株式会社 日本眼鏡光学株式会社
日腸工業株式会社 日本シグマックス株式会社 株式会社日本メディカルサ－ビス
日東金属工業株式會社 日本重畳波理研株式会社 日本メディカルソフト株式会社
日東金属株式会社 日本寿健株式会社 日本メディカルプロダクツ株式会社
日東工器株式会社 日本シュ－リレグ株式会社 日本メディックス
日東興業株式会社 日本照射サ－ビス株式会社 日本モクサ－株式会社
日東精工株式会社 日本シルコテックス株式会社 日本薬興株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
日本ユ－ロポルジェス株式会社 株式会社パイオラックス 浜本テクニカル株式会社
日本ライト株式会社 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 有限会社林医科器械製作所
日本ラミナリア株式会社 株式会社バイオランド 林啓商店
日本理化学工業株式会社 株式会社バイオレット 株式会社林歯科商店
日本理化学薬品株式会社 有限会社ハイグレイド 有限会社林製作所
日本利器工業株式会社 株式会社バイタル 林刃物株式会社
株式会社日本リメイク通商 ハイデンタル・ジャパン株式会社 林　安男
日本臨床器械工業株式会社 バイリ－クリエイト株式会社 原製作所
日本ルフト株式会社 株式会社バイリ－ンメディカル 原田産業株式会社
日本レンズ工業株式会社 株式会社ハイルバ－ティ 原田　徹夫
株式会社ニュ－オプト 有限会社萩原機器製作所 原ヘルス工業株式会社
ニュ－ジャパンヒヤリングエイド株式会社 芳賀注射針製作所 パラマウントベッド株式会社
入善キタノ製作株式会社 株式会社白寿生科学研究所 パラメディック・ジャパン株式会社
株式会社ニュ－ビジョンコ－ポレ－ション 白十字株式会社 株式会社バリラックス・ジャパン
株式会社二六製作所 ハクゾウメディカル熊本株式会社 有限会社バルビゾン
「ね」 株式会社白鵬 株式会社パルメディカル
株式会社ネオス 株式会社パシフィック・ビジョン バレンシア製薬株式会社
ネオ製薬工業株式会社 パシフィックメディカル株式会社 パロマ縫合針製作所
株式会社根本商会 株式会社ハシモト 株式会社阪紀
「の」 橋本　忠男 株式会社坂金銀店
ノイロン温炎器株式会社 有限会社橋本医療器械製作所 萬国製針株式会社
有限会社野口製作所 蓮見製作所 株式会社ハンシン
ノダ・メディカル株式会社 有限会社長谷川医科器械製作所 阪神化成工業株式会社
株式会社ノダメディックス 長谷川　忠 株式会社阪神技術研究所
有限会社野中製作所 株式会社ハセガワ・ビコ－ ハンセン・マッケ株式会社
株式会社ノベルティアイウェア 株式会社ハセガワメディカル 半田中央印刷株式会社
ノ－ベル・バイオケア・ジャパン株式会社 長谷川産業有限会社 半谷　庄二
野村工業株式会社 長谷川眼鏡株式会社 板東化学製作所
有限会社野本製作所 株式会社長谷川綿行 萬有製薬株式会社
株式会社ノリタケカンパニ－リミテド はたみ光学工業株式会社 「ひ」
ノリタケ機材株式会社 株式会社八光電機製作所 株式会社ビアンエア－ジャパン
株式会社ノルメカエイシア 株式会社ハックベリ－ 有限会社ビ－アンドエイチ
「は」 有限会社白光化学研究所 ビ－アンドティ－マイスタ－株式会社
パ－ソナルメディカル 有限会社八州電子サ－ビス 株式会社ピ－ティ－ア－ル
バ－ド・ジャパン株式会社 服部ヒ－ティング工業株式会社 株式会社ピ－タ－・ブレ－ム・ジャパン
バ－ナフォン株式会社 パナ・メデイカル工業株式会社 株式会社ビ－ビ－シ
株式会社ハ－プ 有限会社ハナケン ビエン・エア・アジア株式会社
株式会社ハ－マンズ ハナコメディカル株式会社 東日本産業株式会社
バイオ・ジャパン有限会社 パナソニックヘレウスデンタル株式会社 東山企業組合山田医科器械製作所
株式会社パイオニア・アイ・ケア 株式会社パネシアン 有限会社樋口医科器械製作所
株式会社バイオピット 浜口染工株式会社 美光メック工業株式会社
バイオメディカルサイエンス株式会社 株式会社ハマダ医研 久光製薬株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
ビジックスジャパン株式会社 株式会社フォ－カルコ－ポレ－ション 富士鉄工株式会社
菱有工業株式会社 有限会社フォトン 不二電子株式会社
株式会社ビジョンメガネ フカイ工業株式会社 有限会社藤電子研究所
株式会社美須化学研究所 有限会社深井製作所 藤野金属株式会社
肥田電器株式会社 フカイ医療設備株式会社 富士パックス販売株式会社
日立金属株式会社 有限会社深野製作所 株式会社藤原医科産業
日立計測器サ－ビス株式会社 福井絹商事株式会社 富士平工業株式会社
日立小金井電子株式会社 福井光器株式会社 富士マイクログラフィックス株式会社
日立電子エンジニアリング株式会社 株式会社福岡研明社 株式会社フジメディカル
株式会社日立ホ－ムテック 福川産業株式会社 富士メディカルシステム株式会社
株式会社日立メディコテクノロジ－ 株式会社ふくしま 富士メンテニ－ル株式会社
株式会社ビックウェイブ 福島日本電気株式会社 藤本医療電機製作所
ビットラン株式会社 福島　靖将 藤本製作所
ピップフジモト株式会社 福寿製薬株式会社 フジヤ医療工業株式会社
日野薬品株式会社 福田工業株式会社 フジライト工業株式会社
ビビット株式会社 福地　寿子 株式会社フジライフ
日報株式会社 福地製薬株式会社 不二ラテックス株式会社
ピヤス合資會社 フクバデンタル株式会社 富士レンズ工業有限会社
ピヤス販売株式会社 株式会社福陽 株式会社双葉
株式会社日向和田精密製作所 フジ・ア－ルシ－株式会社 株式会社フタバ
株式会社ピュデンツ・シュルテ・ジャパン 有限会社藤井医療器 フタバメディカル株式会社
株式会社平岡 株式会社ふじ医療器 フタミ・エム・イ－エ工業株式会社
株式会社ヒラサワ 富士医療測器株式会社 双三精工第二工場
株式会社平田精機 有限会社フジエス注射筒製造所 株式会社フタミ製作所
株式会社ヒラタニ 株式会社富士エックスレイフィルムマニュファクチュアリング 物産メディカル株式会社
平塚樹脂株式会社 不二エレクトロニクス株式会社 株式会社府中テンパ－ル
ヒルソン・デック株式会社 藤化成株式会社 株式会社フド－デンタル
ビワキュ－製作所 フジカデンタル フナコシ株式会社
「ふ」 有限会社富士機械製作所 有限会社船渡川注射針工業所
有限会社ファ－スト・メディカル 不二光学機械株式会社 有限会社船渡川製作所
ファイザ－製薬株式会社 冨士高工業株式会社 船橋物産株式会社
ファ－ノ・ジャパン・インク 富士工業株式会社（京都府） 株式会社フュ－チャ－ラボ
ファミリ－株式会社 株式会社フジコ－ ブラウンジャパン株式会社
株式会社ファミリ－・ライフ フジコントロ－ルズ株式会社 プラス医科工業株式会社
株式会社ファンス 富士システムズ株式会社 株式会社フラット
フィルメック株式会社 富士写真フィルム株式会社 株式会社プランシュ－ル・ジャパン
株式会社風雲堂 富士精工株式会社 ブラン・ル－ベ株式会社
フェザ－安全剃刀株式会社 株式会社不二製作所 ブリストル・マイヤ－ズスクイブ株式会社
株式会社フェニックスデント 富士石膏株式会社 ブリヂストンイ－エルシ－株式会社
有限会社フェニックス 藤田光学株式会社 ブル－クロス株式会社
株式会社フォアテック 株式会社藤田眼鏡店 古澤　昭久
株式会社フォ－ム 株式会社富士テクニス富士宮 古沢　幸作
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
古守工業株式会社 ホクトシステム株式会社 増子　信桂
ブレインシ－ル株式会社 ホシザキ電機株式会社 株式会社増田製作所
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 株式会社保科製作所 増田製針株式会社
株式会社ブレンベ－ス 有限会社星野製作所 有限会社増田レンズ製作所
フロイント産業株式会社 ボシュロム・ジャパン株式会社 増永眼鏡株式会社
プログレックス株式会社 ボシュロム・ジャパン株式会社 株式会社桝水
株式会社ブロスジャパン清野 株式会社ホステック 株式会社町田製作所
プロスバ－株式会社 ホスパル株式会社 有限会社マチダ
ブロックドラッグジャパン株式会社 細野製作所 株式会社松井商会
株式会社プロ－デント 細谷火工株式会社 松浦薬業株式会社
有限会社プロップ 有限会社補聴器工房 松岡医科器械有限会社
株式会社プロテクノ 有限会社補聴器のセベ 株式会社松尾電機
株式会社プロメック 株式会社ホックス 松川原田工業株式会社
株式会社文方社 株式会社ホプニック研究所 株式会社マックエイト
「へ」 株式会社ホムズ技研 株式会社マックス・インプラント
平和電子工業株式会社 ホ－ヤレンズ株式会社 マックスファクタ－株式会社
平和メディク株式会社 有限会社堀ポリステイダ－ 株式会社松研
ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社 堀井薬品工業株式会社 松坂眼鏡レンズ製作所
ベクエム甲斐 堀硝子株式会社 松下精工電機株式会社
ベクトル株式会社 株式会社堀口製作所 松下レンズ製作所
株式会社ベステック 株式会社ホリスタ－ 有限会社松島製作所
株式会社ベルウッドエンタ－プライズ 株式会社ホリックス 松田医科工業株式会社
ヘルス株式会社 ポリテックス株式会社 マツダ眼鏡工業株式会社
株式会社ベルテックス 株式会社ポリマ－技研 株式会社松葉
有限会社ベルデンタ・サプライ 株式会社ホワイトメディカル 松久株式会社
ベルモントテクノロジ－株式会社 株式会社本郷いわしや 株式会社松村金銀店
ヘレウス株式会社 本郷精機株式会社 松宮医科精器製作所
ヘレウスデンタルマテリアル株式会社 有限会社ホンチカ 松宮医科器械製作所
ペンタックスヴィジョン株式会社 本間医科器械製作所 松本製器株式会社
ベンチャ－メディカル有限会社 「ま」 合資会社松本製作所
「ほ」 株式会社マイコム 松本精機株式会社
有限会社ボウデン印刷 マイコ－ル株式会社 松吉医科器械株式会社
芳香園製薬株式会社 マイサイエンス株式会社 有限会社マ－ト・リ－ダ－
株式会社芳香園商事 有限会社マイヤ－化学 マニ－株式会社
保谷ゴム工業株式会社 前川　多美子 株式会社マリ－ノテクニックサプライ
株式会社朋友メディカル 株式会社前川製作所 マリビジョン株式会社
ホ－ヤ・ショット株式会社 株式会社マエダ 有限会社マルイ医科
ホ－ヤレンズ株式会社 株式会社豊吉商店 マルイ鍍金工業株式会社
株式会社ホ－ワ 有限会社前田房製作所 株式会社マルエム医器
株式会社ホギメディカル 株式会社マグネットリング 丸尾　孝三郎
株式会社北伸 マケン石鹸株式会社 マルカメディテック株式会社
株式会社ホクシンメディカル 株式会社マシンツ－ル中央 マルケット・メディカル・システムズ・インク
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
株式会社マルコ 有限会社みずほ医科器械製作所 武蔵リオン株式会社
株式会社マルス・サイエンス 瑞穂医科工業株式会社 睦化学工業株式会社
丸三義歯製造所 ミズホメディカル株式会社 株式会社ムナテック
マルセンオオキ株式会社 溝口医療器械製作所 株式会社ムトウテクノス
株式会社マルタカ 株式会社ミソノメデイカル 武藤ブレ－ド株式会社
株式会社丸二 有限会社御代田医科工業 村尾　益子
丸文通商株式会社 有限会社御代田製作所 株式会社村上色彩技術研究所
丸菱産業株式会社 三鷹電工所 株式会社ムラコメディカル
丸紅ケミックス株式会社 三谷オプチカル株式会社 株式会社村瀬縫合糸
マルホ株式会社 株式会社三田屋製作所 村瀬硝子株式会社
マルホ発條工業株式会社 三田屋商事株式会社 株式会社村田
有限会社丸山製作所 三田山機材研究所 村田医科器械製作所
丸和ケミカル株式会社 三井造船株式会社 室町化学工業株式会社
萬金薬品工業株式会社 光井　信之 「め」
萬星衛生材料株式会社 有限会社三井温熱器販売 株式会社明健社
萬国製針株式会社 株式会社ミック・ファンデ－ション 株式会社明興社
株式会社マンテック 三崎　光一 有限会社明光レントゲン製作所
「み」 株式会社ミツバ 株式会社メイショウ
三浦　幸保 三矢株式会社 株式会社名城ラボ・メルト化学研究所
三浦電子株式会社 三菱製鋼株式会社 明治薬品株式会社
三重眼鏡株式会社 三菱電線工業株式会社 有限会社明通製作所
ミカサ株式会社 三菱マテリアル株式会社 名南歯科貿易株式会社
有限会社三河産業 株式会社三星レンズ製作所 株式会社メイベッツ
ミカワ歯科技研工業有限会社 有限会社三森製作所 名豊工業株式会社
株式会社三河商事 株式会社水戸ニコン 株式会社名優
三木化学工業株式会社 三矢メディカル株式会社 有限会社メイヨ－
三木貿易株式会社 水戸富士光機株式会社 明和アペックス株式会社
株式会社みくに工業 みどり産業有限会社 盟和商事株式会社
株式会社ミクニ ミドリ安全株式会社 明和電気株式会社
ミクニ・マキノ工業株式会社 ミニタ－株式会社 メガネの鴫原
ミクロ精工株式会社 有限会社みのり メガネの田中チェ－ン株式会社
株式会社ミクロメディカル 株式会社ミハラ 有限会社滅菌センタ－ミヤチ
株式会社ミクロン 三村電子工業株式会社 株式会社メッツ
ミサワ医科工業株式会社 株式会社都精機 有限会社メディエンス
株式会社ミサワ 株式会社宮澤製作所 メディカルエルスト株式会社
株式会社みさわ鉄工 宮下製作所 株式会社メディカ
株式会社三城 宮野医療器株式会社 株式会社メディカル・アプライアンス
株式会社三栖 株式会社宮原製作所 有限会社メディカル技研
水島　英雄 美和医療電機株式会社 株式会社メディカルサイエンス
株式会社三鈴 株式会社ミワテック メディカルジャパン株式会社
有限会社水谷ラミナリヤ ミンテック・ジャパン株式会社 株式会社メディカル八千代田
水野ハンディ－・ハ－マン株式会社 「む」 メディカルテクニカ有限会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
株式会社メディカル電子工業 「や」 山本光学株式会社
メディカル東京株式会社 株式会社八神理化器製作所 有限会社山本樹脂
株式会社メディカルプロジェクト ヤシマ技研工業株式会社 株式会社山本精機製作所
株式会社メディカルリ－ダ－ス 有限会社八洲電子サ－ビス 山本製作所
株式会社メディソンアコマ 有限会社安井医科理化器械製作所 株式会社彌満和プレシジョン
株式会社メディテック・インタ－ナショナル 安田誠一 株式会社ヤヨイ
株式会社メディクスジャパン 有限会社安田製作所 株式会社弥生製作所
有限会社メド・テクニカル 安田ハイテック 有限会社ヤンイ－貿易
メトロ電気工業株式会社 安田春江 「ゆ」
メトロン株式会社 矢田化学工業株式会社 有限会社ユ－アンドエイ貿易
株式会社メニコン 八千代田工業株式会社 株式会社ユ－シン
メルク・ジャパン株式会社 有限会社柳川製作所 株式会社ユ－デント
メルク・ホエイ株式会社 株式会社カナコ機器開発研究所 雄山商事株式会社
「も」 柳澤製作所 祐徳薬品工業株式会社
最上　忠洋 矢作金網工業株式会社 有隣特殊工業株式会社
茂木金属工業所 やぶ内めがね工業所 ユ－メド貿易有限会社
株式会社茂久田商会 株式会社山一歯研 株式会社ユ－ロメディック
有限会社モトキ医科器 株式会社山岡製作所 株式会社友和製作所
本木注射針製作所 有限会社山岡医科器械製作所 友和産業株式会社
モトヒロ商会有限会社 有限会社山川光学レンズ製作所 株式会社ユカ・メディアス
望月貞徳 有限会社山進化成 豊産業
株式会社モモセ歯科商会 株式会社山口薬品商会 株式会社ユタカ
百瀬文雄 柳沢　常礼 ユニ・チャ－ム株式会社
森　延身知 山崎　文男 ユニ・チャ－ム東日本株式会社
有限会社森電器産業 株式会社山崎 株式会社ユニ－ク
森川ゴム工業所 山下ラテックス工業株式会社 株式会社ユニ－クメディカル
株式会社森川製作所 山添製作所 ユニオン医科工業株式会社
有限会社モリカワ眼鏡 山田医療照明株式会社 株式会社ユニオン電器
森崎工芸株式会社 山田光学工業株式会社 株式会社ユニコン
森下仁丹株式会社 山田製薬株式会社 株式会社ユニシス越谷研究所
株式会社モリタエンジニアリング 山田刃物東京株式会社 株式会社ユニシス
森田スチ－ル本舗 株式会社ヤマト光学 ユニス株式会社
森田電工株式会社 大和化成工業株式会社 ユニチカ株式会社
株式会社モリテックス 大和光機工業株式会社 有限会社ユニデン
有限会社森縫合糸製造所 株式会社大和酸器 株式会社ユニバ－ス・ヤマキ
モリ眼鏡株式会社 ヤマト医療電機株式会社 株式会社ユニファイブ
モリヤ産業株式会社 ヤマト産業株式会社 株式会社ユニフロ－ズ
有限会社森山医科器械製作所 ヤマト樹脂光学株式会社 株式会社ユニメディック
株式会社森山Ｘ線用品 大和貿易株式会社 株式会社湯山製作所
守山商事株式会社 株式会社山村総合研究所 「よ」
森山正康 山八歯材工業株式会社 有限会社ヨコイ
株式会社森レンズ工場 山本貴金属地金株式会社 横河東亜工業株式会社
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表２：マイコンチップ搭載医療用具を取り扱っていない製造業者等の名称リスト

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
横田　憲一 理研医療電機株式会社 有限会社若松
株式会社横浜歯研 理研化成株式会社 株式会社ワコ－
株式会社ヨシオカ 理研計器株式会社 ワコ－・コ－ポレ－ション株式会社
吉岡製作所 理研コンタクトレンズ株式会社 和光電研株式会社
吉川工業株式会社 理研産業株式会社 和光産業株式会社
吉喜工業株式会社 株式会社リケン眼鏡 株式会社ワコ－商事
株式会社ヨシコ－ 株式会社力電 ワシエス印注射針製作所
ヨシザワ株式会社 リコ－エレメックス株式会社 和田精密歯研株式会社
有限会社吉澤医療縫合針製作所 株式会社リコオ 和田物産株式会社
吉徳技研株式会社 株式会社リッチモアインタ－ナショナル 和田商事株式会社
吉富製薬株式会社 有限会社リバ－精工 合資会社渡邉医科器械製作所
株式会社吉田貴金属 リバ－・スト－ン株式会社 有限会社ワタナベ医科
吉田精工株式会社 リバテ－プ製薬株式会社 わたなべ工学
吉田製紐株式会社 有限会社リファレンス 渡辺佳英
吉田　勇 株式会社リプロス 渡辺レンズ製作所（渡辺和夫）
株式会社吉田眼鏡 龍宮株式会社 和田弘毅
吉田　和生 株式会社菱幸デンタル 綿星産業株式会社
吉田電材工業株式会社 リュッシュ・アジア・パシフィック・エスディ－エヌ・ビ－エイチディ－ 蕨衛材株式会社
吉野医科器械製作所 「る」 株式会社ワンポイント
株式会社吉野工業所 ルビ－歯科用合金製造所
吉野歯科鋏製作所 「れ」
吉野石膏株式会社 株式会社レインボ－オプチカル研究所
吉野石膏販売株式会社 株式会社レオテック
吉村博州 「ろ」
株式会社ヨネザワ ロ－ト製薬株式会社
有限会社米澤医科器械製作所 株式会社六映
有限会社米田医科器械製作所 株式会社六健
「ら」 株式会社六涛
ライオン株式会社 ロゼンスタ－株式会社
ライオンパワ－株式会社 株式会社ロッキ－マウンテンモリタ
株式会社ライト製作所 株式会社ロバ－ト・リ－ド商会
株式会社ライフエレックス ロンドンオカモト株式会社
株式会社ライフテック 「わ」
株式会社ラインゴ－ルド ワ－クス・エンタ－プライズ有限会社
ラジ工業株式会社 ワ－ルド医療機器
株式会社ラボ 株式会社ワ－ルドオプティカル
株式会社ララメディカル 株式会社ワ－ルドメディカルプランニング
株式会社ランサ－インタ－ナショナル ワイテイテイ株式会社
株式会社ランセット 株式会社ワイディエム
「り」 有限会社若竹エンジニアリング
リ－ドケミカル株式会社 株式会社若月ワ－ク
リ－ドメディカルサイエンス株式会社 若林　元弘
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