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発行：

POIシステム用磁性アタッチメント「TESLOX System」説明会
2000年10月より開催
本年10月1日の「TESLOX System」の発売に合わせ、全国
に先駆けて、大阪と福岡において説明会が開催されました。
当日は両会場とも約80名の歯科医師、技工士の方々に参加い
ただきました。
講演は、磁性に関する基礎知識、システムの概要、臨床設
計についての解説に、顎模型を用いた技工操作のデモンスト
レーションをまじえ、充実した内容で行われました。また、質疑
応答では活発に質問がなされ、
「TESLOX System」に対する
期待の大きさが伝わってまいりました。
今後、全国で同じ内容の説明会を開催致します。
まだ受講さ
れていない先生方は奮ってご参加いただきますようお願い申し
上げます。
（詳しくは本誌7頁をご覧下さい）

会場の様子

デモンストレーションの様子
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TESLOXの開発と市販後再調査から
その可能性を探る
日本歯科大学新潟歯学部

歯科補綴学教室第2講座

TESLOX開発
のコンセプト
21世紀、適応の広いインプラント治療への期待には、
まだ多く時間が必要である。
しかし、
その前に急がれる問題がある。これまでのイ
ンプラント治療を受療した患者の高齢化、不慮の事故
によるインプラント補綴装置設計の変更や生活様式の
多様化に伴う義歯生活者のQOL向上への対応である。
しかし、
これまでのインプラント治療は、義歯からブリッ
ジへ、可撤性から固定性へ、あるいは審美的歯列回
復への需要が高かったためか、現在の多種あるインプ
ラントシステムにおいて義歯設計用補綴パーツは少ない。

義歯用磁性アタッチメントへの着目
「何故、磁性アタッチメントか?」
義歯用磁性アタッチメントの臨床応用は、1992年よ
り開始され、高い臨床評価を受けている。
これらの評価を以下にまとめる。
設計の容易性
鉤歯の選択適応拡大の可能性
義歯の維持安定性獲得の難症例への適応性
オーバーレイデンチャー、
コーヌステレスコープデンチャーの
維持増加および修理への併用性
患者や介護者の管理の容易性
技工操作の容易性
治療効果と経済性

小松

繁樹

維持安定性の獲得であれば、種々ある機械的アタッ
チメントでも可能である。
しかし、
アタッチメント義歯の設
計に際しては、
アタッチメントの機構と局所の適応診査
はもちろん全身的適応診査も重要となる。
さらに臨床
においては、診療時間や費用とそれを提供できる医療
サービスの質についても適応の選択肢となる。
つまり従来の機械的アタッチメントでは、設計部位の
歯列、歯槽形態、顎間距離、鉤歯の条件、自己あるいは
第三者(介護者)の管理能力、
メンテナンスにおける対処、
さらには歯科技工技術と費用について総合的に評価す
るとその制約は大きく、天然歯に比較して鉤歯の条件が
不利となりえるインプラントに対しては機械的アタッチメン
トよりも磁性アタッチメントの方が適応が広いと考える。

図-1
TESLOX System
とPOI System
の構成
TXマグネット、TXキーパー、TXキーパーホ
ルダーの3 構 造である。磁 力の理 論 値は
400g
である。TXキーパーは、
耐食性に優れ
た磁性鉄鋼SUS447J1
でTXキーパーホル
ダーは、
インプラント体と同じ陽極酸化膜処
理されたTi合金製である。POI 3 Piece
type
との連結は、
スタンダードABを中間構
造体とする。ネジ固定には、TXドライバー
CH-S
（CH-L）
とハンドトルクドライバー
（20N
・
cm）
を使用する。
TXキーパーは、
15度
の範囲内で傾斜度の
調整を行いTXキーパーホルダーにセメント
固着する。

TESLOX
のデザインと特徴
「何故、
セメント固着式をとったのか?」
TESLOXは、POI 2piece type をベースとした補綴
パーツとして開発された。
磁力は、磁場に対して垂直方向への引張応力に発揮さ
れるもので水平応力（ずれ）に対しては非常に弱い。
しかし、
磁場の維持力を最大限利用するためには、応力と磁場の
平行性（応力と磁石吸着面の垂直性）
を保つ必要がある。
設計上、複数のインプラント体を義歯着脱方向に一致させ
植立することは困難である。そこでTXキーパー吸着面の傾

TXトライアル

TXホルダー
キャリアー

TXチューブ

TXセッター

TXホルダーアナログ

図-2
TXホルダーキャリアーは、TXキーパーホル
ダーやTXホルダーアナログをインプラント体
やインプラントアナログへそれぞれ装着する
時に使用する。
TXトライアルでインプラント体の方向を診査し、
TXキーパーの装着方向を決定する。この
装着方向をTXチューブを用いてトランスフ
ァープレートに記憶する。TXキーパー装着時、
TXトライアルをTXセッターに交換しTXセッ
ター先端磁石部にTXキーパーを吸着させ
TXキーパーホルダーに移送する。

図-3
TXキーパー装着時にTXキーパー装着面のサンドブラ
スト処理が重要である。TXセッター先端にTXキーパー
を吸着させTXブラストホルダーに挿入し処理を行う。
TXブラストホルダー

図-4 術前CT画像

図-5 植立手術時の顎骨状態

図-6 スタンダードABの選択

図-7 TXホルダーアナログの装着

図-8 TXキーパー傾斜度の決定

図-9 トランスファープレートの完成

（3）

斜度を臨床的に簡単な機構で一致させることを考慮し 印象採得から作業模型
TXキーパーとTXキーパーホルダーを歯科用接着性レジン
個人トレーの外形線は、総義歯の設計に準ずる。シリコー
セメントにより接着固定する方法とした。さらに接着固定法 ンラバーの連合印象で印象採得し、作業模型は、硬質石膏
インプラント周囲はガム模型用のポリエーテルラバー
により、天然歯に応用されてきた義歯用磁性アタッチメント を用い、
で懸念されていたキーパーの熱刺激による変質と吸着面 材を用いた。模型上でインプラントアナログから歯槽頂まで
の距離を計測し、
スタンダードABを選択する。TXホルダーキ
の汚染による吸着力低下の防止も可能となった。
（図-1）
ャリアーを用いてTXホルダーアナログを装着する
（図-6、7）。

TESLOXの技工パーツと
その周辺器具および仕様

トランスファープレートの作製

る。ついで、接着性レジンセメントをTXキーパーホルダ
ーに塗布し合着を行う
（図-13、14）。

TXマグネットの装着
基本操作は、義歯用磁石アタッチメントと同様である。TXマ
グネット装着予定部位の義歯内面を予め削合する。このスペー
スには、余剰レジンの遁路を付けておく。TXキーパーにTXマグ
ネットを吸着させ義歯を口腔に復位しレジン固定する
（図-15、16）。
この時の装着圧は、印象採得時の圧感覚である。

作業模型をサベイヤーに固定し総義歯作製に準じて歯
槽堤の傾斜とアンダーカットを診査し義歯装着方向を確認
快適義歯生活とTESLOXシステム義歯
し床外形線を印記する。模型上で咬合床様のベースプレ
市販後再調査により行った症例は、長期の義歯生活
磁力の吸着効果を最大限にするため技工操作で診 ートを作製する。サベイヤーの測定用探針をTXトライアル
インプラントブリッジや単独植
査し設定されたTXキーパー吸着面の傾斜を正確に口腔 に換え、各インプラント体の方向を測定し義歯装着方向と 者が主で、高齢であったり、
立の不適応な顎骨条件あるいは経済的問題から
インプ
内にトランスファーしなければならない。そこでトランスファ の「ずれ」を概算する。TXキーパーの角度調整は、15度
ーコーピング術式を応用したトランスファープレート法を考 の範囲内で可能である。もし「ずれ」の大きい場合は義歯 ラント治療による歯列の再現は期待できない状態であっ
しかし患者は、TESLOXシステム義歯の使用後は旧
案し、同時に必要なTESLOX専用の技工パーツも開発し 装着方向を変更する。傾斜度を決定した後、TXトライアル た。
義歯生活に比較して、発音、味覚、咀嚼感覚、異物感、
た。TESLOX技工パーツを図-2に、周辺器具を図-3に示す。 にTXチューブを付け、
インプラント部位に相当するベースプ
嘔吐などの障害が改善されたと評価している。
このことは、
トランスファープレート法について レートにTXチューブをレジンにて固定していく（図-8、9）。 TESLOXシステム義歯のもたらす効果と評価できる。

「開発した器具器材は、
TESLOXの能力を活かすためにある。」

「基本的操作から発展的アイディアが生まれる」
トランスファープレートの作製から臨床応用について、
基本操作を市販後再調査症例を用いて図説する。
当然、多くの経験と技術をもった歯科医師にとっては、
別法も可能である。
症例：62歳女性、上顎無歯顎
主訴：義歯の維持不良と、味覚、発音障害の改善
障害の原因：嘔吐反射と口蓋部の違和感が強いことから
基本的総義歯の床外形および口蓋部を削合調整した。こ
の結果、義歯の維持安定性が低下し、口蓋粘膜被覆部の
異物感は、強調され感覚障害と発音障害を惹起している。
治療目標：義歯の維持安定の改善
最終補綴設計：義歯の維持安定と口蓋部の違和感の改
善を期待した無口蓋型インプラントオーバーデンチャーとす
る。インプラント鉤歯の維持装置の選択は、CTによる骨診
断によりインプラント周囲顎骨の支持能力が低いと診断し
TESLOXシステムを選択した(図-4、5)。

トランスファープレートの臨床応用
3つの前準備
技工操作で選択し使用したスタンダードABの滅菌処理
TXキーパー接着面のアルミナサンドブラスト処理（図-10）
処理したTXキーパーは、接着操作に入るまで汚染
しないように保存する。
TXキーパーホルダーの準備
TXキーパーホルダーは、ハンドトルクドライバー
（20N・cm）
を用いてTXドライバーCH-S、CH-Lでイ
ンプラントに装着する
（図-11）。

謝辞
稿をおえるにあたり、本技工操作でお世話になりました
沖歯科工業（株）有床課、
田辺 覚氏にお礼申し上げます。

トランスファープレートの試適
TXキーパーの装着状態をイメージすることと、接着
操作野の確認および接着スケジュールの組立をする
（図12）。装着では、TXトライアルをTXセッターに換え、先
端磁石部にTXキーパーを吸着させ口腔内に移送す
図-10 TXキーパー装着面のアルミナサンドプラスト処理：TXセッターとTXブラストホルダーを用いる。

図-11 TXキーパーホルダーの装着

図-12 トランスファープレートの試適

図-13 TXキーパーの装着：本症例では、
パナビアフルオロセメントを用いた。

図-14 TXキーパーの装着された状態

図-15 TESLOXシステム無口蓋型義歯

図-16 TXマグネット装着後の義歯内面
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HAPフィクスチャーの特徴と臨床応用
東京歯科大学 歯科保存学第一講座 中川寛一

湯澤邦裕

HAPフィクスチャーを
理解するためのQ&A
1.HAPコーティング層は弱い？
HAP層の強度を論じる上で、
その物理学的な
強度ならびに生物学的な安定性は重要である。
この点について以下のような基礎データを提示
する。

1）長期埋入実験の病理組織学的所見
ハイドロキシアパタイト被覆骨内インプラントを
成犬下顎骨に埋入し、4年2ヵ月経過したものに
ついて形態学的ならびに病理組織学的見地か
ら検討した。

相当する領域が接している部位では、
紡錘形、
あるいは不定形の細胞の接触が観察され、
それ
らが擬足様突起をHAPの結晶間隙に侵入せし
めている像も認められたが、HAP結晶粒子の直
接的な取り込み所見は観察されなかった。
屠殺前2ヵ月のTCラベリングによる骨動態の
観察ではTC取り込みによる蛍光線は支持骨梁
内の骨単位あるいは内骨膜面にのみ認められ
ており、
フィクスチャーの接触界面には認められ
なかったことから、
この領域の骨動態が安定で、
フィクスチャーを含んだ状態で骨のリモデリング
が生じているものと思われた。

はじめに
ハイドロキシアパタイ
ト
（以下HAP）は生体硬組
織の無機構成成分であり、
その優れた生体親
和性から生体材料として種々な材品への応用
がなされている。
本文では当講座で実施された基礎的検討な
らびに臨床応用の結果をもとにHAPフィクスチャ
ーを効果的に臨床応用するための指針につい
て述べたい。

HAコーティングインプラントに対する骨形成を示す蛍光顕微鏡像

2）手術材料（摘出インプラント）の病
理組織学的所見からコーティング
層の安定性について考える
FINATITEのHAコーティング層の走査型電子顕微鏡所見
結晶化の進んだ緻密なHAが被覆されている。
（×1000倍）

ハイドロキシアパタイトコーティングフィクスチャー FINATITE
植立術式の違いによって2ピースタイプと3ピースタイプが
選択可能である。

フィクスチャーに対する骨形成状態の検索では、
支持骨梁の形成と、
フィクスチャーの新生骨によ
る被覆が観察された。支持骨梁はフィクスチャー
に直接的に接しておりその状態も緻密な皮質骨
より成るものと、比較的細い骨梁によって構成さ
れていた。骨界面のTEM所見では骨基質とコ
ーティング層を構成するHAP結晶との直接的な
接触が示され、従来の報告に認められるような
結晶レベルでの両者の結合が生じていることが
確認された。
またフィクスチャーに対して骨髄に

ヒト下顎骨に植立後3年8ヵ月の期間を経たハ
イドロキシアパタイト被覆骨内インプラントのフィク
スチャー骨界面を透過型電子顕微鏡を用いて
検索した。
臨床的にはフィクスチャーは動揺もなく、X線的
にも安定な状態を示していた。
光学顕微鏡所見ではフィクスチャー周囲に緻
密な骨がほぼ全周囲にわたって形成され骨は
HAP被覆層と直接接触状態にあった。透過型
電子顕微鏡による検索ではHAP層に対して骨
基質の直接的な接触が認められ、両者の結合
が認められた。新生骨中ならびに骨髄中には
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HAP結晶の遊離が観察され、特に後者にお
って支持されている。全身的な要因による骨
った。それぞれの特徴を生かした効果的な活
いては結晶粒子の食細胞による貪食が認めら 質の低下にはいかにHAPといえども対応できない。 用を期待したい。
れた。
しかしながらHAP被覆層の変化と臨床経
過との間には明確な関連を見いだせなかった。
POIフィクスチャーの種類と臨床適応
以上のことからFINATITEを被覆するHAP層は
インプラントの
骨 下顎 下顎 上顎 上顎
欠 損
種類
質 前歯 臼歯 前歯 臼歯
生体内において長期的にも安定であることが示
FINAFIX 2 piece D1-3 ○ ○ ○ △*1 少数歯・中間欠損
された。
少数歯〜多数歯

2.HAPフィクスチャーは早く
Osseointegrationを生じる？
HAPの表面を持つインプラント体とチタン表面
のそれとを比較した場合、術者の多くはHAPに
より迅速な骨結合を期待するようであるが、実態
はどうであろうか？

HAPコーティングフィクスチャーの骨固着力に
ついて経時的に検索を行った結果とチタン表面
のそれとを比較した研究では、HAPがより早期
に骨との結合を示す結果が得られている。
しか
しながら、
その後チタン表面のフィクスチャーも漸
次固着力が増加し、最終的には両者の差異は
無くなると推定された。
ところで、同じOsseointegrationと表現してい
るHAPとチタンそれぞれにおける骨界面の状態
は同一ではない。前者では骨界面で骨基質と
HAPとが直接接触する所見が得られるが、後者
ではその界面に0.4μ程度の電子密度の低い介
在層の存在が知られている。いわゆる骨結合を
示すのはHAPのみである。

3.骨質の脆弱な部位への応用に適する？
骨内インプラントの適用部位を骨質でみると、
皮質骨から構成される緻密な領域と疎な骨梁
から構成される領域とに分類される。また、
サイト
における量的な問題、
あるいは骨自体のアクティ
ビティーも重要である。骨質に与える全身的な要
因として幾つかの代謝性の疾患が挙げられて
いる。骨欠損の修復に与える影響を検索した報
告によれば、骨粗鬆症状態にある個体の骨欠
損の修復は遅延傾向を示し、
さらに骨質
（骨梁幅）

○

○

○

FINATITE 2 piece D2-4 ○

△*2 ○

○

臨床治験にて植立したHAコーティングインプラントの長期経過例
術後10年2ヶ月時のX線写真では骨吸収もなく良好に推移している

今までに述べてきたことから、HAPコーティング
フィクスチャー(FINATITE）の臨床適応につい
て考えてみる。この場合に生かせるHAPコーティ
ングのメリットとして 骨との早い生着安定 骨
接触界面の広さ、
があげられよう。特に骨質が脆
弱な上顎前歯部、臼歯部では両側性の皮質維
持と比較しても良好な骨内維持が得られる。一方、
逆に緻密で硬い皮質骨で構成される領域への
適用は、
フィクスチャー表面のHAP層を破壊する
恐れがあるので注意が必要である。このような
場合には骨内にあらかじめスクリューフォーマー
を用いてタップを切っておくことが望ましい。
もっ
とも、硬い皮質にはHAPフィクスチャーよりむしろ
チタン表面を持つFINAFIXが適用となろう。

*特に免荷期間中に
義歯の使用を必要
とする場合
*審美補綴
少数歯・中間欠損

少数歯〜多数歯
*特に免荷期間中に
義歯の使用を必要
とする場合
*審美補綴
*1 FINAFIX 2 pieceには上顎用のU-typeがあるのでこれを
選択することができる。
*2 FINATITEの場合下顎臼歯への適用が必ずしも不可ではなく、
FINAFIXが一般的に使用されることが多いという意である。
FINATITE 3 piece D2-4

HAPフィクスチャーの選択肢

HAコーティングインプラントとチタンブラストインプラントの
骨固着力の推移

FINAFIX 3 piece D1-3 ○

△

△

文

○

○

献

1.中川寛一、市之川 浩、他
臨床応用後回収されたインプラント体−
骨界面の微細構造学的研究所
日口腔インプラント誌、7：77−83、1994.

2.磯野珠貴、中川寛一、市之川 浩
フィクスチャー形状が埋入型骨内インプラン
トの骨固着力に及ぼす影響に関する検討
日口腔インプラント誌、9：189−190、1996.

POI システムの臨床応用
3.関根智之、中川寛一、他
骨内インプラントの除去トルクに関する実
験的研究（第1報）特に皮質骨維持の影響
について
日口腔インプラント誌、11：370−374、1998.

4.中川寛一、小海史子、湯澤邦裕
淺井康宏、他
フィクスチャーの部位別適用状況を示す。HAコーティング
インプラントは骨質の脆弱な部位への適用が多く認められる。

おわりに
HAPは両刃の剣である。硬組織に対する親
和性や導入形成など、骨内インプラントにとって
有効な生物活性を具備する反面、汚染やコーテ
ィング層の機械的強度に若干の問題がないわ
けではない。POIシステムでは従来の3ピースタイ
プのフィクスチャーに加え、2ピースタイプのフィクス
チャーも新たにそのラインアップに加わることとな

陽極酸化皮膜形成チタン合金製骨内インプ
ラントの臨床的検討（第1報）、各種フィク
スチャーの適用症例と臨床経過について
歯科学報、99：504、1999.

5.高橋俊之、山田敏勝、腰原 好、他
ハイドロキシアパタイト被覆2回法インプラ
ントに関する臨床的検討
日口腔インプラント誌、12、46−54、1999.
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3mm

L

L

D
D

D（ネジ部直径）

●

D（ネジ部直径）

L（骨内埋入深さ）

3.2mm

8〜14mm（2mm間隔4種類）

3.7mm

3.7mm

8〜14mm（2mm間隔4種類）

4.2mm

4.2mm

8〜14mm（2mm間隔4種類）

HAコーティング

●

1本包装

●

●

L（骨内埋入深さ）
8〜20mm（2mm間隔7種類）
8〜20mm（2mm間隔7種類）

HAコーティング

●

1本包装

●

γ線滅菌済

γ線滅菌済

表面処理技術
HAフレーム溶射法を採用。安定したアパタイトの組成を実現。
理論値

京セラ

1.67

Counts

FINATITEは、比較的マイルド
な約3,000度という条件でアパ
タイトを溶射可能なフレーム溶
射法を採用しております。
アパタイトのCa／P組成比は
1.66と、理論値の1.67に極めて
近い組成を実現しております。

0

20

25

30

35
2θ/ deg

40

溶射皮膜のX線回折パターン

アパタイトコーティングされた表面SEM像
資料提供：東京歯科大学歯科保存学第一講座

POIシステムにおける
スタンダード
2ピースフィクスチャー
（1回法タイプ）
3ピースフィクスチャー
（2回法タイプ）
2ピースフィクスチャー
（1回法タイプ）
3ピースフィクスチャー
（2回法タイプ）

上 顎 用

1.66
: HA

45

50
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P0I System 講習会
コース内容

日程

これからインプラントを始めようとお考えの先
生に、POIシステムについて、顎模型を用いた
植立実習などを交えながら、わかりやすく解説
します。

開催地

2000年 12月 3日（日）

東

京

2000年 12月 3日（日）

沖

縄

2001年

1月28日（日）

福

2001年

3月18日（日）

東

2001年

3月25日（日）

金

2000年 11月25日（土）
ベーシック コースと同じ内容の講義及び模型
実習に加え、ライブオペの見学を通じてより理
解を深めていただきます。

26日（日）
2001年

3月17日（土）

2001年

3月24日（土）

18日（日）
25日（日）

コース内容

日程

2001年

開催地

2月11日（日）

東

京

大

阪

岡

POIシステムのベーシック コースに加えて、
磁性アタッチメント（TESLOX System）につ
いても詳しく解説します。

2001年

京

手術見学コース

2000年 12月 2日（土）

鹿児島

沢

ライブオペを見学していただけます。
手術に添って、各ステップを解説します。

2001年

1月27日（土）

福

2001年

2月24日（土）

鹿児島

福

岡

三

重

徳

島

アドバンス補綴コース
印象方法や多数歯に及ぶ欠損症例での
上部構造作製について詳しく解説します。

アドバンス診断・設計コース
インプラント治療で重要な診断及び臨床設計に
ついて詳しく解説します。

12日（祝）
3月11日（日）

岡

2000年 11月26日（日）

大

阪

2001年

大

阪

1月28日（日）

TESLOX System 無料説明会
コース内容

POI講習会受講済みの先生を対象に、
TESLOXシステムの概要・技工操作等を解説します。

日程

時間帯

2000年 12月 2日（土）

B 14：00〜17：00

沖

縄

2000年 12月 3日（日）

B 14：00〜17：00

仙

台

東

京

2000年 12月10日（日）

開催地

A 10：00〜13：00
B 14：00〜17：00

※会場によっては、1日に2回開催される
場合がございます。 A ・ B どちらかご
都合のよい時間帯をお選び下さい。
また、時間は変更される場合がございま
すので、お問い合わせ下さいますようお
願い申し上げます。

POI講習会参加申込書及び
資料請求カード
ご芳名（ふりがな）

POI講習会
参加申し込み方法

医院名又は勤務先名

特約店名

医院又は勤務先ご住所

POI System講習会
又は

〒

−

TEL

FAX

TESLOX System無料説明会
POI System 講習会

へ参加ご希望の方は、右記参加申し込み
書に必要事項を記入、ご返送下さい。
後日ご連絡致します。
※本情報誌（KYOCERA Implant Today）の
バックナンバー及びPOI Systemパンフレット等の
資料をご希望の方は、右記に必要事項を記入の上、
ご返送下さい。

月

日の

コースを受講希望です。

TESLOX System 無料説明会
月

日

会場

時間帯（

資料請求（下記の□にチェックして下さい。）
□
□
□
□

KIT NEWS NO.2
KIT NEWS NO.3
KIT NEWS NO.4
その他

・

）
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しました。
入会申込が、簡単になりました。
た。
オンライン・サインア
オンライン・サインアップ
ンアップができるようになりました。

Push

掲示板コーナを開設します。
会員だけの掲示板を
設置することになりました。
ご意見、ご要望をお待ちしております。

その他コンテンツ

インターネットに
医療広告を掲載できます。

■ POI System 研修会申込
■ IMPLANT TODAY 論文集

料金受取人払

会員になって頂くと一般向けページに医院広告を

無料 で掲載しま

6 1 2 8 7 9 0

伏見局
承 認

961
差出有効期間
平成14年8月
20日まで
（切手不要）

〒612-8501

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

http://www/kyocera.co.jp/

（受取人）
京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

バイオセラム事業部
製品に関するお問い合せは下記へ
東京営業所 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F）
京都営業所 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル3F）
九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11（山善福岡ビル）

TEL 03-3797-4616
TEL 075-604-3449
TEL 06-6350-4696
TEL 092-472-6933

FAX 03-3486-2739
FAX 075-604-3450
FAX 06-6397-8233
FAX 092-472-6938

バイオセラム事業部 行

本情報誌及び弊社に対するご意見・ご要望をお聞かせ下さい。

A7T001120T/006872

