報道関係各位

「MEDTEC Japan 2017」報道関係資料

地方自治体からの出展 ご紹介
～北は岩手県から南は宮崎県まで、計 20 団体が出展～
自治体

出展団体名

岩手県

いわて産業振興センター

埼玉県

医療イノベーション埼玉ネットワーク

千葉県 柏市

柏商工会議所

東京都

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

東京都板橋区

板橋区産業振興公社/中小企業サポートセンター

神奈川県

さがみロボット産業特区 ★

神奈川県 横浜市

横浜市

神奈川県 相模原市

公益財団法人相模原市産業振興財団 ★

山梨県

公益財団法人やまなし産業支援機構 ★

長野県

長野県中小企業振興センター

静岡県

静岡県産業振興財団

愛知県 大府市

大府市ウェルネスバレー ★

三重県

みえ医療機器コンソーシアム ★

大阪府

大阪商工会議所

兵庫県 神戸市

神戸医療産業都市

岡山県

医療機器開発プロモートおかやま

広島県

ひろしま医療関連 産業研究会（ひろしま産業振興機構）

山口県

公益財団法人やまぐち産業振興財団

宮崎県

東九州メディカルバレー構想
宮崎県北部医療関連産業振興等協議会

※展示内容等の記載は各出展社のエントリーシートに基づいています。

★は「MEDTEC Japan」初出展の団体

特に次のような表記に関する事実確認等は、各出展社にお問い合わせください。 例）「世界初」「世界最小」といった記述。
※地方自治体以外の企業・団体の出展情報は「MEDTEC Japan 2017」HP 内、「出展社一覧」に記載しております。
http://www.medtecjapan.com/

■「MEDTEC Japan 2017」地方自治体からの出展一覧（20団体）
自治体

岩手県

出展団体名

いわて産業振興センター

ブースN0.

1105

1
共同出展社名

㈱エイワ
ECO-A㈱㈱
大森クローム工業㈱
㈱共立精工
品川光学㈱
㈲プロフィット
㈱東京チタニウム
協和精工㈱
㈱金子製作所
㈲テクニカルアーツ
日東ユメックス㈱

埼玉県

医療イノベーション埼玉ネットワーク

503

コスモリサーチ㈱
㈱清水精機
セイワ化成工業㈱
㈱シバサキ
武蔵オプティカルシステム㈱
㈱藤井製作所

千葉県
柏市

中央ばね工業㈱
柏商工会議所

710

三井電気精機㈱
㈲岩井製作所
タマチ工業㈱
アートビーム㈲
㈱東光通商

東京都

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

505

㈱ニッケン
多摩岡産業㈱
㈱資料保存器材
㈱メルティンＭＭＩ
㈲富士医療器

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
コバルト合金「COBARION」は、東北大学金属材料研究所の千葉教授が開発し、㈱エイワで製造され、(財)いわて産業振興センターが、「COBARION」として、商標登録したものです。Niの含有量
がほとんどないにもかかわらず、高延性で高強度、高耐摩耗性、高耐食性を持ち合わせており、人口関節、歯科用ワイヤー、義歯床などに適した材料です。
小間番号1105でお待ちしております。
当社は昭和26年3月に東京都大田区に設立し、工業用クロムめっき専門工場として発足。現在では全国に1,000社以上のお客様にご支持を頂いております。
金属部品への工業用クロムめっきから製作加工まで、幅広いニーズにお応えしております。大小問わず金属部品の加工について、ご相談承っております。
φ0.4mmの極小加工から3ｍの大型超精度加工
研磨品
①高精度光学レンズはφ2～φ62までの製品。レーザーに使用するレンズの表面粗度は石英レンズはＲＭＳ：2～3Å、光学ガラスレンズはＲＭＳ：5～8Åです。また、単結晶レンズはサファイヤ、
蛍石（フッ化カルシウム）、ゲルマニウム、石英
②高精密金属研磨品（Max.Ra:1nm）。
特に高精度金属研磨品は凹と凸の球状を研磨した製品を展示します。凹面と凸面の真球度と表面粗度が非常に優れております。
小間番号1105でお待ちしております。
弊社は材料販売～加工～開発まで一貫体制にてチタンの材料販売、加工、チタン製品の製造販売を行っており、チタン専業35年の弊社がチタンの材料選定、加工方法、コスト
削減のご提案をさせて頂きます。
金属アレルギーを起こさない等の特性を生かせる医療業界向けに材料と製品を出展させて頂きます。
医療用プラスチック部品等。クリーンルームでのプラスチック成形～完成品までの組立、梱包を一貫対応。受託生産可能です。【一般医療機器製造業登録取得済】
医療・航空分野の精密切削部品加工のサンプル展示と併せて、開発を進めている「多視点裸眼3Ｄ内視鏡システム（3Ｄリコンストラクター）」の参考展示を行います。
このシステムは「リアルタイムの映像」を裸眼3Ｄモニターに映し出すことに世界で初めて成功した技術になります。
従来の内視鏡手術では特殊メガネもしくはヘッドマウントディスプレイを必要としましたが裸眼で立体視が可能です。
弊社は、50年近く紙器抜型用丸刃製造をおこなっており、そこで培った「研磨・刃付け」のノウハウを活かし、医療分野に参入しました。
現在、大手医療機器メーカ様に「ドレーンチューブを通すための穿刺針」を部品供給しております。その他にも、医療関係の刃物の試作等も積極的におこなっております。
「超高純度マグネシウム材」
市販の高純度マグネシウムから、超高純度マグネシウムを精製。押出しによる、丸棒・平角材の成形が可能です。
「超精密切削加工」
超精密・高難度の加工を得意としております。高精度を要求される組立品も、調達力と経験を活かしＯＥＭ生産が可能です。
コスモリサーチは、通信機器、産業機器、放送機器の分野で豊富な経験を持つ技術者集団です。試作開発から量産製品まで、お客様のニーズに幅広くお応えします。
今回は、得意とするデジタル信号処理の応用により、医療用照明を最適化する技術を、ご紹介します。
当社は精密板金加工一式を受注している会社です。
最新の設備を導入し、お客様の製品に最適な加工方法でものづくりを提供します。特に力を入れているのは溶接技術です。例えばアルミ材で板厚がｔ0．5の薄板溶接も可能です。
医療機器メーカーへの納入実績が多数あります。
弊社は創業以来35年間、医療グレードPVC等の熱可塑性樹脂や天然・合成Latexやシリコンをディップモールディング・ディップコーティング(浸漬成形)という成形手法によ
り、お客様にOEM供給しております。他社様では成形困難な形状や寸法、インジェクションや押出成形のような他成形では成形困難な製品を成形することが出来ます。また金
型もわりと安価に製造できる為、スタートアップや試作開発案件に強みがあります。
コンパクトな自動ELISAシステムで検診を身近に！
㈱シバサキは産業技術総合研究所と共同で、従来面倒であった酵素イムノアッセイ（ELISA）を、遠心力駆動の 微小流体デバイスを用いて自動化した小型システムを開発し、
健康長寿な社会の実現に貢献します。
当社の硬性内視鏡アダプタ（TL-KT2）を使用することで、ハイビジョンや大判センサーカメラに取り付け、高解像度の映像を映し出します。接写映像も忠実に実現いたしま
す。また、4Ｋ・8Ｋ等ご使用のカメラや用途に合わせた専用の光学アダプタも開発が可能です。
金属から樹脂まで、図面が無くても貴方の”欲しい”をカタチにします
金属ばね製造・販売を行っており、医療をはじめとする、航空・鉄道・自動車・建築設備・文具等、多岐に亘る分野に向けて製品を供給しております。
圧縮ばね、引きばね、ねじりばね、板ばね など多種多様なばね、そして何よりお客様のご要望にお応えする「ばね」を生産。その中でも今回は、医療用平角線ガイドワイ
ヤー・異形線ねじりばね を中心に各種ばね製品及び機械加工の動画等の展示を行います。お気軽にお立ち寄り下さい。
細胞治療で使用可能な超音波によるキャビテーションを利用した超音波ホモジナイザーや院内でワクチン精製を行ううえでのシリンジによる乳化装置を展示いたします。
「極小部品作り」 技術力×提案力で課題解決
長年培った職人の技術、工程の選定と豊富な設備により、組立後の動きを確認して製品加工時に一貫した加工が可能！ 相談に対して素材選択から検討させて頂き、提案型の加工を提供いた
します！例として「滑らかに動かしたい」「把持力を良くしたい」「傷をつけずに掴みたい」「切れ味をよくしたい」 など製品で課題があればご相談ください。
弊社は微細レーザー加工技術を用いて、ステントやカテーテルの製作をしております。NiTi,SUS316L,CoCrなどの材質のステント加工が可能。素材から、熱処理、電解研磨まで
行うことができ、日本では数少ない、ステントをOEM供給できるメーカーです。
精密板金試作加工をメインに最少穴径3μｍの超微細放電加工、放電表面処理ＭＳコーティング、その他モノ作りに関しては何でも御相談頂けます。ＭＳコーティングは耐久
性・耐摩耗性向上にチタン皮膜、耐腐食性向上にシリコン皮膜を処理します。基材に溶融した混合層を形成するため密着力が高く、剥離が起きにくい表面処理です。他の処理で
は不可能な円筒内面や部分処理に特化しています。
・当社独自の金属粉末射出成形(MIM)製法で、3D形状の金属部品を切削加工することなく成形での量産をご紹介。
・5軸マシニングセンターによる医療用3D形状金属部品の小ロット試作及び試作データを応用した低コストでの量産化をご提案。
・ステンレス鋼40％、磁性材料10％、低合金鋼18％、低膨張材料5％、工具鋼2％、チタン(医療用)、インコネル718(航空機部品等)と幅広い鋼種に対応可能。
弊社㈱ニッケンはオリジナルのリハビリ・福祉向けレクリエーション用具を展示致します。
当社は遊戯機器など工業製品の企画提案から設計生産まで、3Dソフト・光造形機・NCマシンを活用したOEM事業が主要事業です。本展示会ではオリジナル製品の共同開発をご
提案致します。
＜弊社の事業内容＞ 医療機器の受託製造・販売、樹脂製品の受託加工・販売、通信機器の製造・販売の事業を展開している会社です。
＜展示品の紹介＞ ・ベベキュア（小児用鼻水吸取機 試作機）
ガス吸着シート「GasQ」と、無酸素パック「モルデナイベ」のご紹介。GasQは、幅広いガス種を吸着する不織布で、例えば銀製部品の硫化防止に効果があります。薄く軽く加工性に富み、抗菌/消
臭も優れます。モルデナイベは、高性能3連スライドチャック式ガスバリア袋と脱酸素剤の組み合わせにより無酸素空間を作り出せます。有害な薬剤なしで、確実な殺虫防カビ、金属の腐食防止/
メルティンＭＭＩは「人類の身体的バリアを取り除くこと」を目標として、障がい者・健常者を区分けせずに、筋電とロボット技術を活用した世界を提案します。
2017年4月には筋電計測解析センサー「Myoシリーズ」を発売し、今まで計測が安定せず、面倒だった筋電位を簡単に計測可能になることで、今まで活用されなかった分野での利用や、研究時
間、人的コストの削減にも貢献し、市場を活性化します。
弊社は、金属製聴診器を生産して50年以上の歴史がある日本製聴診器メーカーです。
FUJIスコープという自社ブランドで、大人用から小児用、新生児・未熟児用、データー保存用、二人用、動物用他と様々な日本製聴診器を製造販売しております。
他にも、医療用技術を採用した工業用聴診器。精密機械、試作等の製造販売も行っております。（カイロプラクティック用道具、実験用道具、工業関係用パーツ等）

■「MEDTEC Japan 2017」地方自治体からの出展一覧（20団体）
自治体

出展団体名

ブースN0.

2
共同出展社名

㈱井澤
KICCプロジェクト推進協議会
東京都
板橋区

板橋区産業振興公社
/中小企業サポートセンター

日本メカニック㈱

910

㈱オーテックシー
㈱ときわ光学

㈱ワカイダエンジニアリング
三光化成㈱

㈱アールストーン
㈱安川電機
㈱イデアクエスト
日本精工㈱

神奈川県 さがみロボット産業特区

㈱エルエーピー
富士ソフト㈱
アートワーク㈱
㈱アルファーテック
㈱ブレスビット
ヤマセ精機㈱
㈱山之内製作所
㈱オースズ
㈱キョーワハーツ
神奈川県
横浜市
横浜市

1100

㈱グレープシステム

㈱サガミ
ニイガタ㈱
㈱サイレンスネット
シンクランド㈱
㈱スリーディー

㈱ケーヒンバルブ

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
スマホにレンズと照明を取り付けた簡単撮影装置を取り扱っております。スマホに取り付けるレンズ・照明の組み合わせを替えることにより、医療分野、工業用分野、趣味分野などに様々な場面
で使用することが可能です。
現在、北区・板橋区の地域には、精密機械、創薬などの企業、病院・福祉施設など医療福祉機関、関連人材などの資源が膨大に存在します。KICCプロジェクトは、これらの地域資源を結びつけ
最大限に活用することで、医療福祉を中心とする関連産業の活性化を図り、地域内企業連携による新製品の開発や既存製品の改良、関連機関とのネットワーク化など、幅広い取り組みを行って
います。
表面加工（鏡面・ツヤ消し・植毛）された各種パーツ、器具を取り扱っております。装置のパーツや器具等に「滑らない」「よく滑る」「指紋が付かない」「熱くない」「光が漏れない」などの機能を付加
する表面加工を施すことが出来ます。
装置や機器用精密石材加工品を取り扱っております。
温度変化、経年変化しない精密石材です。
医療機器、画像機器等で使用される多種多様な光学部品の設計～製造を1個より承ります。即納可能なカタログ規格品もあります。
放射線防護機器（放射性有機廃液焼却装置、遠赤外線動物乾燥装置、全自動バイアル瓶洗浄装置、その他、活性炭素繊維製フィルタ使用の各種製品）の製造を行っております。
工業用精密プラスチック用金型・部品の設計・製造を行っている会社です。高機能樹脂成形、メッシュ一体成形、厚肉成形、2色成形、インサート成形、クリーンルーム成形など、様々な射出成形
が可能です。
各種樹脂、形状・サイズ・造影剤入り・被覆などの多種多様なチューブを含む押出成形品をはじめ、特殊な印刷、その他ユニークな成形品や加工品を取り扱っております。
【脊髄損傷者用歩行アシスト装置ReWalk】
脊髄損傷によって下肢が麻痺し、車いすでの生活を余儀なくされている方の「もう一度自分の脚で歩きたい！」という希望を実現する歩行アシスト装置です。 床ずれ、関節の硬化、筋力の低下な
ど座ったままの生活が招く様々なトラブルも「歩く」ことで予防し、生活の質の向上にも貢献します。
被介護者の立ちあがる、柵にもたれるといった姿勢の変化による大きな動きと、もだえ、ふるえのような小さな動きのどちらも検出可能なベッド見守りシステムOWLSIGHT福祉用を出展します。赤
外線を利用したセンサーにより被介護者を非接触・無拘束で見守り、センサーから得た情報を人工知能で処理することで被介護者の危険な状態を判断し、介護者に通報します。
出展製品：ガイダンスロボット
製品概要：視覚障がい者や高齢者の方を対象とした，病院内案内ロボットです．タッチパネルで目的地を入力し，グリップに触わるとロボットが目的地まで誘導します．途中に障害物がある場合，
いったん経路を外れて回避してからまたもとの経路に戻り，案内を継続します．
空気圧を利用して麻痺した手指や足首の曲げ伸ばしをサポートする「パワーアシスト」シリーズ製品をご紹介します。
【パワーアシストハンド】 簡単なスイッチ操作で、麻痺した手指の曲げ伸ばしをサポートします。
【パワーアシストレッグ】 麻痺した足に装着し、足首の曲げ伸ばしをサポートします。手に麻痺のある方は、足を含む半身が麻痺しているケースが多いことを考慮した商品です。
コミュニケーションロボット PALRO（パルロ）はレクリエーションを行ったり、健康体操のインストラクターをしたり、個人に応じた日常会話を行うことができます。ご利用者様の運動機能の維持向上
やコミュニケーションの活性化につながり、さらにパルロがご利用者様の関心を引きつけることで、介護職員の見守り業務の負担軽減にもつながります。会場では高齢者福祉施設モデルⅡをご
体験頂けます。ご来場をお待ちしております。
ノイズを出さない、拾わないプリント基板のパターン設計(アートワーク設計)、製造、部品実装、ノイズ解析(EMI、EMC、SI、SP)、ハードウェア開発、FPGA設計、ソフトウェア開発、伝送線路シミュ
レーション、ビルドアップ基板、IVH基板、高周波基板、アルミ基板、フレキシブル基板、リジットフレキ基板。特急対応も得意です。試作1台から製造します。
当社は小径精密部品専門のセンタレス加工メーカーです。
カテーテル コアワイヤー・再生医療精密テーパーピン・ダイレーター芯金・マンドレルなど細い・長い・こまかいは、当社にお任せ下さい。
NiTiのコアワイヤーや芯金・マンドレルを展示致します
Barrio Eye：地域病院から訪問看護/介護事業所、介護施設を結んだ地域医療連携システム【特長】①患者（利用者）訪問予定とスタッフ勤務予定から自動的にスケジュール計
画されます。②モバイル端末で入力された情報は、直ぐ事務所で確認可能。③訪問スタッフの作業ステータスや位置情報も常にチェック可能④利用者、スタッフ、事業所の各住
所から移動距離・時間、勤務時間を最適化するシュミレーション機能を別途用意
耐摩耗性、耐衝撃性、耐食性に優れた超硬合金やチタン合金の精密金型部品及び微細加工品
プロファイル研削、マシニングによる微細加工を始め、型彫り放電、ワイヤー放電、平面研削等、
各ワークに施された。精密金型部品メーカーならではの高精度、且つ高品質な製品を是非ご覧下さい。
航空、宇宙、防衛、原子力、医療機器などの試作から大型ロットまで、超精密部品の切削加工を得意としております。
主に、「同時五軸加工機」「複合加工機」を用いた切削加工の他、3次元CAD、3Dプリンターも導入済みで、それらを活用したスピーディーな開発が可能です。
ドクターの個別ニーズに応じた、特注医療機器も手がけており、本展示会では、麻酔科領域で開発した新商品「エコガイド」を展示いたします。
小間番号1100でお待ちしております。
微細・精密（薄い、小さい、細い）金属プレス加工の「製品開発お困り相談所」！
＊材質・形状が決まらない＊寸法が安定しない、精度が出ない＊試作はできたが、量産がうまくいかない＊設計はしたが、できるところがない
など技術者のお悩みを解決します。
キョーワハーツが培ってきた技術力、提案力、問題解決力を駆使し、情熱をもってお客様のお困りを解決します。
病院向け所在検知システム「MELOC」
「MELOC」は、医療スタッフ、ME機器、患者様の現在位置表示機能と収集した位置データを利用して実際の医療現場に有効な独自のデータ分析／結果印刷機能を持つWebアプリケーションで
す。
お客様のご要望に広範囲、高品質、短納期でお答えできるようにするためのベースシステムになっておりますので、ご予算に合わせたシステム構築が可能です。
NiTinol(形状記憶合金)の加工において試作から量産までお客様の希望にお応えします。複雑な形状や精密な製作実績もありますので是非一度ご相談ください。
NiTinol(形状記憶合金)を使用した微細加工/形状記憶合金のコイルスプリングの加工/潰し・カシメ・先端球加工 他
成形から熱処理、組立の一貫生産開発段階からお手伝いします。
企業／大学の研究者や技術者を対象とし、研究や実験、試験に用いる器具・治具、装置を設計・製作・組付けまで一貫して行っております。
可視化器具等の透明な加工品(シリコーン試作、実験用容器、一般容器等)の展示、また金属、非鉄金属、ガラス等を組み合わせた実験装置、実験器具/治具のご紹介を致します。カタログ等で
購入出来ない形状の製品など1ヶからご相談下さい。
自動認識製品を取り扱う当社では ①検体検査装置に利用する世界最小固定型二次元リーダ ②ラボ搬送システムで試験管情報の認識を行うスマートカメラ ③滅菌処理を伴う手術用具等の
部材管理を効率よく実現する耐熱UHF帯ICタグ の展示御説明を行います。
当社は高機能医療機器におけるビジネスイノベーション創出を目指すベンチャー企業です。基盤技術は光学設計・組立実装や無線送受信技術であり、それらを駆使して従来にな
い新規製品を提案し具現化致します。今回は、超高精度OCT装置用超広帯域光源及び周辺機器に関して展示を行います。本光源は量子ドット技術を用いて現存するSLD光源の中
では最も広帯域化が進んでいる製品であり、様々な用途への適応が可能となります。
当社は、先端医療技術開発に対して可視化技術やVR技術を駆使したソリューションを提供いたします。また、医工学を専門とする技術者も在籍しており共同研究開発を行なっております。
■展示品
(1)歯科補綴物設計支援3Dモデリングシステム (2)腹腔鏡下胆嚢摘出術シミュレータ 参考出品 (3)支台歯形成シミュレータ 参考出品 (4)AR技術を用いた脳神経外科手術ナビゲーションシステ
ム 参考出品
医療機器向け電磁弁、モーターバルブ、定流量弁などの紹介
ケーヒンのバルブは、各種の流体制御を必要とする広範囲の産業界で御使用いただいております。今展示会では、滅菌器の給ガスや給茶機の給水に使用されている電磁弁。オー
トクレーブの給蒸や、洗浄装置、人工透析器の給排水に使用されているモーターバルブ。タンクの温度管理や薬液の流量管理に使用されている定流量弁など、独自の機能をもつ
製品を出品しております。
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自治体

出展団体名
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共同出展社名

㈱ティアンドティ
神奈川県
公益財団法人相模原市産業振興財団
相模原市

1012

東京特殊印刷工業㈱
レボックス㈱

㈱アルス
㈱ウチダ
京西電機㈱
山梨県

公益財団法人やまなし産業支援機構

703・903 シチズンファインデバイス㈱
ニスコ㈱
藤精機㈱
㈱細田
ユウアイ電子工業㈱

㈱ナノ・グレインズ
㈱ミゾグチ
㈲シナノ精密
㈱阿智精機
㈲中澤鋳造所
㈱駒ヶ根電化
長野県

長野県中小企業振興センター

1600・1900 ㈱東陽
㈱サーミックテクノ
飯山精器㈱
㈲米山金型製作所
㈱イクシス
㈱共進

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
神奈川県相模原市のセンサメーカーです。創業30年、センサの開発・製造・販売をしております。
明るさを数値化する照度計。液漏れを検知する漏液センサ。重さを測るロードセル等の展示をしております。
お客様からのご要望をお聞きして今までになかった未来型センサの開発を続けている会社です。是非ともご来場の程、よろしくお願いいたします。
シルク印刷が基盤の加飾成形品、フィルム式静電容量スイッチ、センサの開発・製造メーカーです。加飾成形品は耐薬品性、耐摩耗性があり、塗装、メッキを使用せずに金属調
表現や、表面パネルと成形品を一体化させることで組み立ての短縮を実現できます。フィルム式静電容量スイッチ、センサは印刷技術を利用し、薄型で三次元曲面にもフレキシ
ブルに設置ができ、対象物の変化に対応した検知が可能。ニーズに合ったご提案を致します
【出展物】 ・UV、IR、他各種波長LED照射ユニット ・細胞観察用ユニット受託開発のご提案
【出展物の特徴】 ・細胞観察、実験等にお薦めな、自由度の高い光源ユニットです。
【アピールポイント】 ・光源装置、素材検査機メーカーとして積み重ねてきた発光・伝送・受光の統合技術を、医療分野における課題解決にお役立て致します。
医療用電子内視鏡システムに特化した開発・設計・製造のフルサポートを行います。特にＣＣＤ／ＣＭＯＳイメージセンサを活用した小型カメラの機械設計、回路設計、アルゴリズム開発、特殊イ
メージングの保有技術により支援致します。是非ともお声掛けください。お客様のご要望にあわせた内視鏡カメラシステムのＯＥＭ、ＯＤＭ受託開発生産を行います。
【展示品】 4Ｋカメラシステム、極細径電子内視鏡システム・他
【ろう付けによる異種・同種金属接合】
高周波誘導加熱を用いたろう付け加工を行っています。SUS、ﾆｯｹﾙ、ﾁﾀﾝ、SK材、銅、真鍮など異種・同種問わず接合いたします。
試作から量産まで対応可能です。医療機器器具等の試作対応等実績有。
・弊社では下記の認証規格を取得た工場で各種生産を行っております。（ISO9001・ISO14001・ISO13485)
・ﾀｲﾏｰ付きﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ（医療機関様ﾆｰｽﾞによる製品開発、製造）、基板実装～ﾕﾆｯﾄ生産を展示致します。
・部品調達～基板実装～ユニットAssyまで一貫した 生産・検査対応を行っておりますので、弊社ﾌﾞｰｽへのお立ち寄りをお待ちしております。
当社はMEMS・水晶・光学部品の製造で培った微細加工/薄膜技術を生かした高精度機能部品を提供します。お客様の要望に適うカスタマイズ設計により、最適なソリューショ
ンを提案します。
製品：分析プレート、マイクロリアクタ、超精密治具/金型、等
技術：各種基板の微細加工（3次元構造体、マイクロ流路、微小貫通孔、等）、機能性薄膜（金属、誘電体、光学、親水/撥水、等）
医療、産業の様々な場面で人間の「目」に代わって、見えない部分を観察し、
皆様の健康、生命、安全を守り、社会に貢献します。医療用HDカメラの製造、医療用LED光源装置の製造、医療用内視鏡、近赤外分光式オキシモニターの製造
精密金属加工製品（板金加工、プレス加工、切削加工、設計、組み立て、CFRP)
㈱細田はマットセンサーの開発、製造メーカーです。特許技術を用い介護、防犯、共連れ防止、呼吸や圧力分布の検出、労災防止の安全マットなどのセンサーを提供していま
す。
①医療機器用ハーネス
②極細同軸ハーネス
③軽量アルミハーネス（アルミ電線接合技術）
●医療機器ODM：内視鏡処置具などの医療機器について戦略立案から研究開発、品質保証、製造まで対応《ISO13485・医療機器製造業》
●超微細粒ステンレス鋼製部品：金属結晶を超微細粒化した通常鋼の2.5倍という世界一の強度を持つステンレス鋼製部品の製造受託
●電磁誘導式非接触センサー：独自の解析方式により、従来のセンサーでは難しかった金属材料の内部欠陥や熱処理状態、溶接後の接合状態を確認可能
表面処理業では、まだまだ珍しいISO13485を取得。試作から量産まで対応可能となっており、エンドユーザー様とは密に打ち合わせを持ちながら、被膜完成に近づけてまいります。
現在、内視鏡部品や、鉗子などに絶縁、非粘着、撥水などの機能を付与し、膜厚をコントロールした精密な塗装を行っております。
コーティングでお困りの際は、是非当社にお気軽にお立ち寄りください。
材料調達から加工、塗装、メッキ、アルマイト、彫刻、研磨など部品を完成し、多種少量のロットに対応し、注文書1本で組み立て迄して納入します。
弊社の加工分野は、レ-ザ-関係、各種ロボット、分光分析器、各種光学測定器、半導体製造検査装置、環境測定器分野と多岐に渡り試作から安全、安心のものつくりの提案をし
全てのノウハウを生かして、短納期できっと御社のお役に立てると思います。
部品加工から組立まで行います。部品加王ではステンレス、チタン加工を得意とし更に組立まで行い納品いたします。
1. 砂型の職人技と3Ｄ積層の組み合わせによる製品づくり 2. 精密砂型鋳造による加工レスの提案 3. 複数部品の一体化によるコスト削減
4. アルミ砂型鋳造製 曲面スピーカー筐体 5. 自動車関連試作品で培ったノウハウを生かし、高品質・高精度・短納期・金型鋳造品に近い肌等を提案します。 6. 開発から相談に乗ります。
多種のめっき処理を行なうことができる表面処理メーカー。バレル処理、ラック処理の工法及び製品形状・サイズに合わせた最適な処理の選択が可能。各種めっきサンプルの展
示を行ないます。
・内視鏡手術用鉗子
・世界最小クラス（φ0．5）の鉗子
・各種インプラント
『ココミン HEAT＆COOL』は、15℃から41℃までの設定が出来、温度を1度単位で設定できます。患者の体温調整、維持をサポートする商品です。厚さ4ｍｍのシート内を温水冷水が循環し温度
を調整できます。枕やベッドの上にシートを置きスイッチを入れるだけ。水の交換は一切不要でメンテナスもほとんどありません。 氷枕、湯たんぽがこれ1つでＯＫ。常に同じ温度をキープして結露
もほとんどありません。
●φ2～φ50の旋削加工を、試作（少量）から量産（中量）まで対応致します。
●コバールやチタン等の難削材加工やハードターニング、超音波援用加工等の新加工技術にも挑戦しています。
●旋削～熱処理～研削（円筒、センターレス）、メッキまで一貫請負します。
●日本(長野)の本社工場、もしくはベトナム工場から、日本国内または海外へ納入可能です。ベトナム工場（ハイフォン)⇒日本、中国、東南アジア、欧米
マイクロニードル・マイクロ流路・マイクロレンズアレイ等の、マスター・入子サンプルを展示致します。
最小径Φ0.03㎜の孔加工や、0.03㎜の凹凸形状加工等、微細・鏡面切削加工技術で付加価値の高いパーツ製作に貢献致します。
3Ｄプリンター、切削、真空注型等を活用した、医療系プラスチック部品の短納期試作サービス
【「切削＋独自のカシメ接合」の一貫加工】
金属の微細加工部品や接合でお困りでしたら、是非ご相談ください！内視鏡用鉗子、内視鏡用局注針の部品をご紹介させていただきます。
<独自のカシメ接合の特徴>
・接着剤,ロウ材,レーザー等を使用せず、金属の変形のみを利用した接合。
・熱影響を受けず、バリ取り工程や接着不良も無いため、品質が安定します。
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自治体

出展団体名
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共同出展社名

アスザック㈱
㈲伊藤製作所
㈱日本シールボンド

長野県

長野県中小企業振興センター

1600・1900

㈱セルコ
山二発條㈱
赤田工業㈱
㈲日本光器製作所
クロダ精機㈱
オーム電機㈱
沢根スプリング㈱
㈱親和製作所
東洋レヂン㈱

㈱ハイタック

静岡県

静岡県/静岡県産業振興財団

500

協同組合HAMING
㈱平垣製作所
㈱フジネット
㈱松永特殊溶接
㈱メディカルプロジェクト
はままつ次世代光・健康医療産業
創出拠点
ファルマバレーセンター

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
高純度セラミックスの焼成～加工まで一貫して対応致します。1個から対応可能です。
【多孔質セラミックス】・多孔質セラミックスを応用し、微細泡を発生させるバブラー ・水の浄化、空気の浄化用多孔質フィルター ・多孔質シューター ・多孔質パーツフィーダー
【SiC】・歯科用焼成セッター ・粉末焼成用坩堝
【その他】・ファインセラミックスを使用した治具作製
ロボットパーツ製造で鍛えられた、マシニング切削による手仕上げレス加工の実現。キズ、ダコンの無いきれいな高品質・高精度な部品を作り、試作から多品種小ロット生産・量産加工まで対応し
ます。
VE提案・品質確保・低コスト化・納期短縮・機能的提案までトータル的な提案型ものづくりサービスを提供いたします。
医療専用シリコーンゴム成型品・加工品の展示
医療用シリコーンゲルシート等の展示
コイル巻き線専門メーカーとして46年間の歴史を持ち、モーターコイル・センサコイル・アクチュエータコイル・アンテナコイル等あらゆるコイルの量産をしている。
タイと中国にも関連工場を持ち、低価格量産体制も備えている。
その中でも、高密度センサコイル・高密度モーターコイル・平角線積層湾曲コイル等の高占積率のコイルを得意としており、医療用のセンサやアクチュエータの小型化や高効率
化にコイルから提案出来る。
蛇腹スプリング（板材加工）
蛇腹スプリングは板材を波型に曲げ加工を行い、圧縮コイルばねのように使用する板ばねです。
同荷重で設計された円筒圧縮コイルばねよりも設置面積が大きくなるため姿勢安定性に優れているという特徴があります。振動や横揺れを受ける箇所で有効になります。
ステンレス製の気密容器で、お客様のお役に立ちます。
①ステンレス製の真空容器及び加圧容器の設計、製造 ②ステンレス製の配管部品（ＪＩＳフランジ、サニタリー規格等）の製造 ③ステンレス材を始めとする、各種材料の切削加工、溶接加工
社内加工：溶接・旋削・ＭＣ加工・研削・気密検査・非破壊検査 社外協力：バフ・電解研磨・塗装・メッキ・各種熱、表面処理
弊社の小型携帯生物顕微鏡、及び小型金属顕微鏡は手のひらサイズととてもコンパクトな上、本体は900gと軽量です。どんな現場にも携行し、軽便に広範囲の観察が行えま
す。本顕微鏡の分解能、鮮明度、倍率に於いては、一般的な卓上型顕微鏡と同等の性能を有します。是非、手にとって実際にご覧いただければと思います。
新製品、仕様変更、設計変更と不確実な要素で生まれた図面は、一刻も早い部品評価が必要不可欠です。「御社の試作工場」として部品の仕様問題等をキャッチボールさせて頂き、試作サンプ
ル製作致します。コンビニ工場として「年間350日稼働」行い短納期対応致します。
受注後は、ＣＡＤ／ＣＡＭ対応を行い、納得の行く打合せを基本に、部品製作と熱処理・表面処理までトータル的に対応を行います。
ISO13485を取得しており、医療機器の開発・製造の実績があります。特に小型冷却技術のノウハウを活かした製品の対応が可能です。
バッテリを使用し、どこでも持ち運びができるアイシング装置や長時間冷蔵や冷凍を可能とした保冷ボックスを開発しました。また、独自開発のインバータとマイコン制御により、±1℃以内の精密
温度調節を実現しました。運転時間及び、温度を内蔵メモリに記憶し、履歴を確認する事ができます
・マイクロコイル アルツハイマー病の再現研究用として動物用脳血管クリップ を開発し最近では他の医療研究にも応用使用されている。直接動物の体内に使 用するこの種
の研究用コイルは他社にはない。
・各種医療機器に使用する耐熱・耐食・非磁性・生体適合性のある極小、極小長 巻等の製品を小ロット最短納期にて提供致します。
小間番号500でお待ちしております。
「ソマニクス」は、微細突起（マイクロコーン）による皮膚刺激で痛みを治療する一般医療機器「ソマセプト」「ソマレゾン」を始めとする、皮膚科学・神経伝達を応用した開発製品シリーズです。半世
紀に渡るプラスチック医療機器部材製造で培った高度な微細成形技術やノウハウをベースに、「Catch The Voice Of SKIN」をコンセプトに「痛みの軽減」に取り組む当社製品をご覧ください。
■出展内容
・医療機器の形状に近い形での高精度・高品質な深孔加工展示 ・医療機器に数多く使われている素材(難削材含む)への高精度深孔加工展示
・高精度な外形加工＋深孔加工で製作した疑似医療用手術工具製作モデル
■特徴
自社開発の機械による超高精度深孔加工により、従来にない高精度深孔加工を実現しています。外形加工済みのワーク等の様々な形状に対応しており、お客様の要求にフレキシブルに対応致
します。
HAMINGは、「浜松を医療、健康・介護機器の製造集積地へ」という旗印のもと、2012年中小企業4社で結成された協同組合です。医療、介護現場のニーズに、組合企業のもの
づくり技術を結集して応えていきます。今回の出展では、HAMINGが現在取り組んでいるいくつかのプロジェクト（手術用鋼製器具の機械化製造／病理検査器具開発）及び組合
参加企業の固有製品、技術をご紹介いたします。
医療機器メーカーの製造面のサポートを行う目的にて、宇宙・航空・ロボット・自動車など各産業で活躍している静岡県中部を中心としたものづくりのプロ企業が集結し「ＳＰメディカルクラスター」
を結成しました。ぶれない品質と熱い情熱・・・大切な命を守るため、地域産業の発展のために挑戦し続けます。
金属線材の用途開発をキーワードに、独自の製品を開発・製造しております。医療現場からいただいたニーズを元に試作を重ねて開発した製品のうち、実用新案や意匠登録、また学会で発表さ
れた製品も複数あり、既にご使用いただいている医療機関さんからは高い評価をいただいております。
長年培った線材加工技術を、小回りを利かせたスピーディな製品開発に活かして、オーダーメイド出来る対応力が強みです。
微細溶接で開発、製造をサポート致します。
YAGレーザー溶接機を使用して、一品一品ハンドワークで微細溶接をします。レーザーの特徴である、歪みが少なく密着が強く、仕上がりもきれいに出来ます。異種金属(銅と
ステンレス)、ステンレス、真鍮の薄版、薄いパイプの微細接合を受託加工させていただきます。
見守りセンサーはマットレス下に設置したセンサーが微小な体動から呼吸・脈拍・体動を検知して、異変時に報知します。パソコンとWi-Fiで接続可能でステーション等で一括
管理が可能です。この生体情報検知センサー技術を応用して、浴槽・検査椅子・検査ベッド・床等の応用が可能です。
はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点では、光・健康医療産業創出に貢献するため、医工連携に関するワンストップ窓口を設置し、光 技術と医 療を融合させた産学連携・
産業創出を推進していま す。
医工連携に関する活動や事業化事例、そして共同利用可能な設備等を紹介します。
ファルマバレーセンターは、富士山麓地域を中心に医療健康産業の振興を図る静岡県の「ファルマバレープロジェクト」の中核支援機関として、静岡がんセンターと連携し、企
業の製品開発を支援しています。平成28年9月、医療機器等の開発を一貫して支援する戦略的な拠点として「静岡県医療健康産業研究開発センター」がオープンし、医療健康分
野における様々な企業との技術連携や共同研究をさらに推進してまいります。
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国立長寿医療研究センター
㈱型善

兼子電機㈱

㈱KHエンジニア リング

愛知県
大府市

大府市ウェルネスバレー

1107

㈱ケーツー
タツミ化成㈱
㈱東洋発酵
㈱ハラタ
㈱松尾製作所
㈱吉見製作所

桑名精工㈱
三重県

みえ医療機器コンソーシアム

1112

松井機工㈲
㈱水貝製作所
東海アヅミテクノ㈱

大阪府

大阪商工会議所

512

大阪商工会議所（次世代医療シス
テム産業化フォーラム）

BioView㈱
㈱朝日ラボ交易
㈱ワールド
サンエナジー㈱
兵庫県
神戸市

神戸医療産業都市

1103
㈱コスモス・ コーポレイション
シーエステック㈱
一般財団法人日本品質保証機構
ミヨシ電子㈱

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
国立長寿医療研究センターでは、「高齢者の心と体の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢献する」ため、病院、研究所、認知症先進医療開発センター、健康長寿支援ロボッ
トセンターなどの8つ研究センターがあります。本展示会では、研究のために企業に製作を依頼した機器や実証事例など展示します。
医療機関のニーズに基く医療・介護の製品開発を行っており、今展示会では次の2製品を紹介いたします。
①指サック型手術補助具 外科医師の指が届き難い狭い術野あるいは奥まった部位での縫合や止血処置において、指先に取り付けてあたかも指が伸びたような感覚で施術を容易
にする手術補助具。
②計量容器付き介護用スプーン 嚥下障害を持つ患者様用の飲料等に素早くとろみを付けられる計量容器・食事部一体化スプーン。
当社オリジナルの樹脂シート成形技術を出展いたします。この技術はこれまでに「工程の簡素化」や「作業の効率化」を通じてコストダウンを達成した実績があり、お客様より
ご評価をいただいております。シート成形品についてのお悩みなどがある方は、些細なことでも結構ですので一度ご相談いただき、解決の一助となれればと考えております。ま
た当日はその技術で作製された製品も展示いたしますので合わせてご覧ください。
KHエンジニアリングでは、社員たちの技術力を高めるため「日々挑戦することが大切」だと心がけております。
お客様からの要望には「常にYES誠心・感謝心を忘れない」ように教育しております。この経験・技術・技能を生かし、他社に断られてしまった案件であっても、最善を尽くし対応いたします。
あらゆる製品の性能・性質を知り尽くした経験豊富な専門スタッフが、お客様の「形にしたい」という強い気持ちを実現いたします。どのようなことでも遠慮なくお申し付けください。
「インスリン療養習慣の必需品」として企画商品のインスリン収納ケースを参考出品致します。弊社は少量多品種対応が得意なプラスチック金型業者です。量産金型を始め試作型、型メンテ、試
作部品加工等も対応しております。弊社にてお手伝いできることあれば何なりとお気軽にお声かけください。
本展示会では、弊社の【独自設備・製法】にて成形したドライカーボン製品を展示しております。
・軽量、高剛性、耐薬品、劣化しない等の優れた特性を有したドライカーボン製品
・豊富な平板とL字アングルのラインナップ（任意の大きさ・厚み・積層数）
・オリジナル製法による短時間でコストメリットのある量産品の実現
様々な顧客要望を満たす設計自由度の高いドライカーボン製品を提供出来ます。
今回の出展では30年以上にわたり培った微生物を用いた発酵技術を活用することによって、糖化抑制作用のみならずAGEs分解効果も有する新規素材「UNIFINE」の量産化を実現した。
本素材を世の中に送り出し人々の健康増進・QOLの向上を図るとともに、国民医療費の削減にも貢献していきたいと考えている。
自動車部品の開発現場で鍛え抜かれたQCDはもちろんのこと、モノづくりの構想力と一貫力が特徴です！研究開発に従事されている方に一個づくりの部品や試作機器装置を構想提供して研究
開発の道具立て準備をサポート！実験準備に時間や手間を掛けることなく仮説検証に打ち込むことができます。
また開発した技術で量産フェーズに移行する際にも、そのまま一貫して量産部品や量産設備まで引き続き一貫してサポートできます。
愛知県大府市に本社を置く松尾製作所です。当社では、主に自動車部品を開発／製造しておりますが、最近では、培った技術を活かし、医療分野への事業展開も
目指しております。今回は、錠剤の自動除包技術、お薬カレンダーへの自動分配システム、世界最小の回転角度センサー（レゾルバ） などをご紹介させていただきます。
大府市ブースまでぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い致します。
形状記憶合金製を始めとした医療介護品、釣具、車輌、航空機部品等の諸分野で試作、量産を手掛けております。独自の技術を持ち製品開発を行っています。
他社では出来ない加工法(精密鋳造、切削、曲げ、圧延加工、熱処理加工等)を使用し、他社では難解な形状品の開発実績もございます。又、全国の大学、研究機関はもとより、
海外の研究者、企業とも連絡を取り合っており、当該分野では高い技術評価を頂いております。
切削部品メーカーです。
旋盤・マシニングセンターなどを駆使した精密部品加工をベースに、骨ネジ・股関節・膝関節などの整形手術向けインプラント部材や、歯科用インプラント部材の部材提供及び各種手術用工具の
製作を行っております。チタン・ステンレス・コバルトクロムなどの医療用材料に幅広く対応しており、近年は金属3Ｄプリンターを使用した部材の素材手配から仕上げ加工まで対応しております。
小間番号1112でお待ちしております。
自動車関連の産業機械部品や精密機械部品の切削加工技術を活かし、外科手術用鋼製小物類の設計開発から試作・オーダーメイド製品の製品化に成功した実績があります。
量産品のような金型やプレス加工品とは違い、医療現場でのニーズをシチュエーションごとに形状変更し加工する事ができます。
当社は医療機器や医薬品開発用の高精度・微細形状部品を1個から製作致します。また、医療機器機構部の設計・試作・組付けを請負します。
医療機器製造業登録No.24BZ200028
「次世代医療システム産業化フォーラム2017」の参加企業を募集中。参加企業は年間7回の「医工連携マッチング例会」に参加し、医療機器開発につながる「医療現場ニーズ」
を把握、発表した医師、研究者と面談することも可能です。またマッチング後も個別相談や販路開拓等、上市に向けて一貫した支援を受けることができます。すでに医療機器開
発に取り組んでいる企業様、新規参入企業様にご活用いただけるフォーラムです。
MRI生態機能計測技術を基盤に、医薬、化学品等の開発支援で、11年の実績と信頼を頂いています。最新のfMRIによる生態機能計測でも、創薬メーカー様のご依頼で小動物か
らヒトまで多数の試験を実施しています。また、医療機器添付文書への記載が必要となっているMRI適合性試験ではアジア圏唯一の検査機関として多数の試験を受託実施してお
り、発熱性シミュレーション含め更なる試験体制の拡充に努めております
卓上型NMR Spinsolveは磁場をホモジニアスにすることで、HF NMRを補完する優れたデータを提供します。医薬品・有機化学・高分子合成のほか法医学・食品分野でも、又
ヘリウム等冷媒を使用しないのでランニングコストが飛躍的に軽減されます。各地に展開する工場・アカデミアに最適なNMRになリ得ると確認します。核種は
1H,19F,13C,31P、1D,2D、 フローでリアルタイムモニタリング可能。
①【神戸スクラブ】神戸市の強みである“ファッション”と“医療”のイノベーションを目指し、神戸・ポートアイランドにある兵庫医療大学と神戸・三宮に本店を持つ創業明治15
年の老舗文具店 ㈱ナガサワ文具センターとの産学連携で共同開発したスクラブです。
②【ドクターコート】兵庫県の地場産業である“播州織”の素材を用い、国内グループ工場での加工・縫製による“メード・イン・ジャパン”のドクターコートです。
紫外線殺菌装置（表面殺菌、水殺菌、空気殺菌脱臭）
紫外線硬化装置（UV接着剤硬化用光源、UV-LED照射装置）
紫外線オゾン表面洗浄改質装置（接着性と濡れ性改善のための前処理光照射技術）
弊社は、医薬品医療機器等法の規定により登録された公平かつ公正な指定高度管理医療機器等の登録認証機関(登録番号：第AG号)であり、全ての指定管理医療機器と一部の指
定高度管理医療機器についての認証が可能です。また、医療機器の申請時に必要な電気安全評価やEMC測定サービスも行っておりますので、ワンストップでの対応が可能で
す。医療機器を取り扱われる皆様は、是非弊社へご相談下さい。
当社は、フィルム、テープの精密加工メーカです。プレス加工では困難な微細加工の穴や流路は、特殊なレーザー加工で対応します。
高額な金型の負担が出来ない、小LOTのマイクロ流路で自由な設計によりご評価でき試作段階より、素材や形状の提案を行い特殊レーザ加工によりイニシャルがかからず1チップから短納期で
のお届けが可能です。高機能、高品質、短納期でお答えする技術とスピードをモットーとしています。
日本品質保証機構（JQA）は、世界初のパーソナルケアロボットにおけるISO 13482に基づく認証、ISO 13485認証、IEC 60601シリーズ等に基づく医療機器の試験、薬機法認証
及び海外認証取得のための申請代行、計測器でのJCSS/A2LA認定校正などの第三者認証を行う国内最大規模の認証機関です。医療・介護分野における当機構の伴走型サービス
を幅広くご紹介いたします。
①接種内容の見える化を電波でアシストする「アッテルくん」
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®と920ＭＨｚの2種類の無線を組み合わせた位置検知システム（特許出願中）で、人と物の位置と時間の管理が可能です。
②ＳＭＳを使ったワンクリック呼出システム「ＹＯＢＵＺＯ」
待合スペースの小さい医療施設や店舗で、待ち時間のイライラを解消し、近隣店舗や住民への迷惑緩和、新規患者や顧客の増加に繋がります。
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出展団体名

ブースN0.

6
共同出展社名

協和ファインテック㈱
日進ゴム㈱
ダイヤ工業㈱
ニッコーテック㈱
ハリキ精工㈱
オオタ㈱

岡山県

医療機器開発プロモートおかやま

705・905

オーティス㈱
シバセ工業㈱
サムテックイノベーションズ㈱
㈱小沢医科器械
冨士ベークライト㈱

㈱イーアールディー

㈱イノテック
㈱石井表記

㈱織田鐵工所
広島県

ひろしま医療関連 産業研究会
（ひろしま産業振興機構）
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㈱シギヤ精機製作所
㈱システムフレンド
トーヨーエイテック㈱
新中央工業㈱
㈱橋川製作所

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
薬事法 医療機器製造業許可、ISO13485を取得し、海外輸出用装置として各種認証に適合する人工透析装置（OEM）、輸液ポンプ（OEM）をはじめとする高度な医療機器の設計からOEM生産
までを手掛けています。
これまでに蓄積した技術とノウハウで現在ラインナップしている製品だけでなく、新たな医療機器等の受託開発も可能です。
日進ゴムは、地下足袋製造にはじまり、各種シューズ製造から鉄道用・自動車用防振ゴム類へとゴム素材の特性を活かしたモノづくりに取り組んで参りましたが、今後、医療・福祉・介護の分野
にも視野を広げ、ゴム素材にこだわらない、新しい素材・モノづくりを行って参ります。
その中でも弊社の得意分野である「耐滑性をコントロールする」をキーワードに、高耐滑素材「ハイパーVの技術」を応用して、その視野を広げております。
企画開発型の企業を目指し、独自性豊かな新製品や新サービスの改良開発を積極的に取り組みます。
全社一丸となって“運動器のサポート”を通じて、世界中の人々の健康寿命の延伸に貢献できる企業を目指しており、サポーターの製品開発で培った人体フィッティング技術を基盤に、
人工筋肉をサポーターへ搭載した"パワーアシストグローブ"や、新たなコンセプトの電動義手"Finch"を中心に技術をご紹介します。
弊社では、整形外科用手術器具に特化して製作・組立・調整を中心に主に受託製造しております。培ってきた切削加工技術を最大限に活かし、お客様に満足して頂ける製品を医
療現場へお届けいたします。
これまで弱電業界・自動車業界で培った金属加工ノウハウを生かし、医療現場のニーズをスピーディーに具現化致します。
現場でのヒアリングから設計、加工まで全てを自社医療チームが受け持つ事により、ニーズに応じた様々な医療機器を御納得いくまで作り込み、製品化致します。
許認可 第二種医療機器製造販売業許可 許可番号 33B2X10003
出展目的は、OEMで医療機器の製造を受託を望んでいます。理由は、製造主体の10名の小企業のため。医療現場の、「こんなものがあれば良いのに！」という思いを形にして、喜ばれていま
す。小企業なので、販路を持たれている企業様とWIN,WINの関係を築いて行こうと思います。ぜひ、御立ち寄り下さい。（ISO13485,ISO9001認証工場、医療機器製造所、医療機器製造販売業
医療機器製造業登録証取得。
機能性材料（両面テープ・発泡体類・フィルム・クッション）を多層構成で連続精密プレス加工する独自の技術を有しており、電子機器向けの一部加工部品は世界中にシェアを持っています。
材料投入からプレス打ち抜き加工・検査梱包までの、すべての生産工程をクリーンルーム内で行い、異種材料の接合や同じ素材で特性の異なる基材の複層化等により、付加価値の高い製品を
提供致します。
ディスポタイプとして、医療現場で使われるキャップ・カバー・ノズル・ガイド等の薄肉樹脂（PP）パイプのご提案。金型不使用のストロー製造技術を応用、独自技術の展開
によりご採用頂いております「メディカルストロー」を展示致します。ストローで代替出来ればコストダウン可能かも 作業効率UPするかも との思い付きのヒントになれば
幸いです。
ＬＥＤ（ＲＧＢ）光源を用い、色調を自在に変える事が出来る、医療用無影灯を開発している会社です。元々は主にＬＥＤを下から照らすコンベヤを製造しています。食品検査
の現場では検査物や作業者に合わせて色調を変える事で、目視検査の精度が向上する事が分かっています。医療用無影灯に（ＲＧＢ）機能を搭載し、患部に合わせて色調を調節
する事で、術者に必要適切な効果を生み出す事が出来ます。
MP DICOMシステムは従来の内視鏡、血管造影、超音波検査などの検査画像の動画データを小容量で保存することを可能にしました。国際規格「DICOM」にも対応し、電子カ
ルテ等との連携もスムーズ。データ圧縮によりサーバー設置コストを大幅に抑制することが可能となりました。当然ながら従来の静止画の検査画像データを保存することも可能
であり、将来の地域連携による検査画像データの取り回しをシームレスに行えます。
日々新たな目標に挑戦し、企業としての強みを築き、競争力優位を確立すべくたゆまざる技術の向上に邁進している、総合プラスチックメーカー『冨士ベークライト』
金型製作、成形、加飾、組立て全て社内で対応する一貫生産体制を構築。
創業以来培ってきた精密成形技術と独自開発した高機能材料を融合させ、半導体業界向け製品を市場投入し高い評価を得ています。
これらの技術を基に医療機器分野でも価値ある製品を創出します。
世界初！筋音筋電同時計測センサ!
-ウェアラブルで柔らかい布ベルトで腕や脚に巻きつけて、運動時の筋肉の筋音筋電信号を同時計測します。高齢者運動機能・リハビリ回復・スポーツとさまざまな骨格筋の数値化センサとして利
用できます。各種アプリケーション開発・販売する企業を募集します。
超小型！ワイヤレス型・アナログ3chデータロガー
-電源が無い場所・スペースが極小な場所で
工業分野で培ってきた、最先端画像処理技術を応用し、医療向けの画像処理ソフトの開発を行っています。
2015年7月にソフトウェア単体での医療機器の認証を取得しました。
今後一層の、医療分野での大きな飛躍を目指します。
弊社は付加価値の高い（高級感のある）操作パネルや表示シートなどを製造しています。
液晶表示システム、スイッチパネル、シルク印刷、フィルム成形、プリント基板・実装など顧客のニーズに合わせたカスタム対応が可能。
開発から、設計、製造、品質保証、出荷まで一貫生産。
各製品を組み合わせたユニット製品や、印刷したシート材料の立体成型＋樹脂成形など、常に新しい高付加価値製品の技術開発を行っています。
ステンレス医療機器に専門特化する製品開発パートナー
医療機器で使用されているステンレス製品の加工に専門特化するサプライヤーです。あらゆる複雑形状の製品も切削加工技術を駆使して製作します。世界的分析機器メーカーと
の長年の取引実績の中で設計・開発者との製品開発案件に数多く関わってきました。近年は大学との共同研究開発による自社内での医療機器開発にも動きだしています。
弊社では眼科医療機器の販売をしております。「スマホ老眼」の発見に役立つ両眼開放型オートレフを展示しておりますので、是非お立ち寄りください。
また、金属加工機械である円筒研削盤の製造販売もしております。医療部材の精密加工にご利用頂けます。
MMV鑑(AKIRA)は非接触センサーで骨格を自動認識し、関節可動域を測定するクラスⅠ医療機器です。
マーカーを装着することなく、ビデオ撮影のような容易さで計測でき、体全体の姿勢や関節可動域、歩行等の動作も3次元モーションとビデオデータで記録できます。
記録データは、いつでも分析・測定が可能なため、計測時の患者の安全管理や、カンファレンスでの説明などリハビリ現場に大きく寄与します。
DLCコーティングとステント製造技術を出展します。DLCは高い生体適合性・耐久性・耐食性等の特長から、手術器具をはじめとした医療機器の性能を飛躍的に向上させます。特に当社DLCは生
物学的安全性試験をクリアし、冠動脈ステントへの応用実績もあるため、リスクなくご使用いただけます。ステント製造においては一貫加工体制（ISO13485取得）を確立しており、高品質・短納期
で対応いたします。
技術スタッフ常駐。金属のバリ、研磨、洗浄、寸法調整、潤滑、軽量化、硬度等でお困りの方はお越し下さい。処理概要や処理結果について即答可能。図面や製品サンプル等お
持ちいただければ詳しく打合せできます。
半導体・航空宇宙・電子部品・医療機器関連の研究開発部門からの試作品製作代行を主業務としています。留まる所を知らない軽薄短小化ニーズに応える微細加工技術として、
力のかからない非接触加工法の放電加工をコア技術としています。軽量で耐熱・耐蝕・耐摩耗特性に優れた薄板セラミックス材において静電気破壊リスク軽減用の導電性セラ
ミックスが入手可能となった事から、高品位高精度微細追加工技術を世界に先駆けて開発した。

■「MEDTEC Japan 2017」地方自治体からの出展一覧（20団体）
自治体

出展団体名

ブースN0.

7
共同出展社名

㈱伸和精工
㈱ナベル

山口県

公益財団法人やまぐち産業振興財団
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㈱ひびき精機
㈱ミヤハラ
㈱ヤナギヤ

㈱YOODS

アルバック機工㈱
㈱サニー・シーリング
宮崎県

東九州メディカルバレー構想

1110
㈲よしたにクロージング

エス・ピー・ジーテクノ㈱
㈱昭和
宮崎県

宮崎県北部医療関連産業振興等協議会

1210

㈱メディカルシード
吉玉精鍍㈱

見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）
3Dプリントをはじめとする試作から中ロットまでの金属部品加工で、特に300㎜角以内のサイズの加工を得意としております。一般産業機械部品・半導体製造装置部品・医療部
品の実績があり、航空宇宙分野への進出を準備中です。オリジナル製品（歩行器補助具「てんてく棒」・ギターモニュメントなど）も有し、分野を問わず「生み出すものづく
り」を目指す切削加工町工場です。是非お立ち寄り下さい。
弊社では機能面のみならず美観を重視した、もの造りに努めております。
光学用ジャバラ、医療用ベッドフード、精密機器、工作機械用保護カバー等、
お客様のご要望に応じて提案をさせて頂きます。
難燃性マグネシウム合金の切削加工品の展示
マグネシウムはアルミニウムよりも軽く（比重約3分の2）、比強度、比剛性に優れるといった特徴を持つ。加えて実用金属中最大の振動吸収性（減衰性能）を持つため振動・
騒音を抑えることが可能。人体を支える医療器具等、体への負担を軽減する素材として注目されている。マグネシウムの燃えやすい性質について発火点を上昇させ改良したもの
が「難燃性マグネシウム合金」である。
精密機械加工部品の展示及び医工連携による事業成果の出展
【生産工場の”困った”を解消致します】
当社は生産工場設備メーカーです。磨砕・混練・撹拌などの原料処理装置から、加熱・冷却設備、省人化設備まで、様々なご要望に開発から設計・製造、搬入据付、アフター
メンテナンスまで一貫して対応致します。
1.3次元計測カメラ（YCAM3D）
ステレオ位相シフト方式により高精度な3次元カメラです。高速撮影、軽量・コンパクト設計。生体を計測し、医療用装具の設計に利用可能な点群データを出力。
2.フレンツエルメガネ（認証前）
めまい検査器。
小型真空ポンプ・小型真空機器の専門メーカーです。小型、高性能、高信頼性の製品を市場に供給しております。医療機器業界においては、医療用吸引、滅菌機、酸素濃縮機、
ＭＲＩの遮音等に、真空又は加圧源として小型真空ポンプをご使用いただいております。今回は、医療機器向け小型真空ポンプを出展予定です。「医療機器製造業許可」を取得
済みです。
【超低温セキュリティラベル】（初出展予定)：超低温環境（-80℃）に耐性のある超低温ラベルにセキュリティラベルを組み合わせたラベルです。
【耐熱再剥離ラベル】(初出展予定)：200℃の高温に耐性があるラベルに再剥離性を持たせた開発品です。
その他、耐溶剤ラベル、超低温ラベル、採血管ラベルを出展します。
➀ワンハンドウォーカー（歩行器）
従来品は片手での操作が難しく、患足の振り出しの妨げとなり転倒のリスクがありました。脳卒中など脳血管障害を起こした方ができるだけ早くリハビリに取り組む為に、当社
の片手操作歩行器が役立ちます。
②リーフ（立体編地製布担架）
介護・救護用移乗マットです。非常階段など狭い場所での搬送が容易です。軽量でコンパクトに収納できます。強度と伸縮性に優れ、搬送時の衝撃を和らげます。
SPGとは、無機の新素材で用途によりミクロンオーダー(0.1～50μm)の細孔を自在にコントロールできる多孔質ガラスです。現在、膜乳化、ろ過/分級、バブリング等のマイクロ
/ナノテクノロジー技術に応用され、医療分野での研究開発も行っています。また、センサーや触媒基材等にも応用実績があります。
今回は、SPG膜(ディスク/パイプ/特殊品)とSPG乳化用デバイス(ディスポーザブルタイプ)を展示します。
【医療機器製造業】ＣＡＤ設計、機械加工・精密板金加工の部品製作から、品質保証まで一貫して製品を提供しております。合わせて医療機器の開発にも取り組んでおり、筋電
位を用いたスイッチ操作の開発に取り組んでいます。
今回の展示は筋電位を用いてパソコン操作、電気のon・offをおこないます。
【自動痰吸引ライン】
アルバック機構が試作中の自動痰吸引装置と一緒に使用することによって、人工呼吸器装着中に痰を自動的に吸引します。
【サンプリングポート】
菌による汚染を最小限に抑えたヒット商品です。透析液ラインや逆浸透水の細菌検査、菌体毒素（エンドトキシン）分析には不可欠なポートです。
金属・セラミック・繊維など多くの材質に対応し、ミクロン単位までの表面処理が対応可能です。ＴＰＭ優秀事業場賞第2類を受賞し、めっき技能士多数など自動車部品、電子
部品、半導体部品の長年蓄積された豊富な経験と高水準の生産管理、品質管理、表面処理技術を有しています。精密硬質クロム・金・銀・銅・錫・亜鉛・ニッケルなど電気めっ
き、無電解めっき、アルマイト加工・電解研磨・ブラスト処理など各種表面処理を承ります

