
平成28年9月8日　富山県ものづくり企業と医療機器メーカー・販社との展示商談会・交流会　 in　本郷　出展企業

企　業　名 ポ　イ　ン　ト
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１
半導体製造装置メーカーとして培ったコ

ア技術で、医薬業界を始めとするライフ

サイエンス業に進出します。

表面 ・除電、静電気対策技術

ｸﾘｰﾝ化 ・洗浄技術

株式会社 FASSE 富山県工業技術

センターと共同開発

⇒手洗い管理システム

・画像検査装置・卓上型ロボット

精密機器製造に欠かせない微細部品

の組み付けから、製品の不良を発見す

る検査装置を開発製造しています。

株式会社 ＫＥＣ 小型ロボット

ＲａｋｕＲｏｂｏ
ＲａｋｕＦｅｅｄｅｒとの

組み合わせで最小

スペースでの微細

部品の加工が可能

カナヤママシナリー 株式会社

株式会社 クリエイトダイス

プラスチックの熱溶着工法「インパルス

ウェルダー」により強度・外観・精度に

優れたポイント溶着を実現します。部品

のネジレス化、軽量化、コストダウンに

貢献します。
【携帯電話部品 熱かしめ】 【自動車部品 熱かしめ】 【HV電池部品 ナット圧入】

株式会社 コージン

竪型射出成形機による導体と樹脂の一

体化をするインサート成形、製造販売

ISO9001 ISO14001

『プラスチック+異なる素材（金属・紙など）を一体成形する技術に特化』

摘便演習教材「てきるん」浣腸演習教材「かん助」

樹脂製マイクロチップ μオーダーの微細加工技術 樹脂製品の開発・量産 金型製作

・微細加工技術

・樹脂製マイクロチップの試作、量産

・樹脂成形品の試作、量産

株式会社 リッチェル

・公共用歩行車『シェアウォーカー』 ・押出形材

（Al、Mg）

・強制空冷用放熱

ヒートシンク
・ 介護福祉ベッド部材

・ 歩行補助杖部材

・ 車椅子フレーム

・ 医療機器フレーム

・ 工場内搬送アルミパレット

・採用事例

国内最大級の生産能力を有し、アルミニ
ウム及びマグネシウムの鋳造から押出・
加工まで一貫生産体制で用途に応じた
要望に柔軟に対応いたします。

三協立山 株式会社

三協マテリアル社

●樹脂を用いた高精度な射出成形品を得意としています●

自動車部品

MEMSを組込んだｽﾏｰﾄｼｭｰｽﾞ

【

開
発
・
研
究】

溶出排便装置

リモコンケース

東洋化工 株式会社

小量対応、設計から試作・量産まで

幅広くご要望にお応えします。

大学との産学連携のもと、印刷会社

の画像処理技術を活用し、DICOM
データから骨格・臓器の医療系３Ｄ

モデルを製作。

株式会社 なかたに印刷 医工機関との連携
【共同研究】

富山大学大学院理工学研究部（工学）中村教授

医療用モデルの３Ｄプリンティング研究開発

【学術指導】

富山大学大学院医薬学研究部（医学）黒田教授

DICOMデータ画像処理における医学的指導 ３Ｄマウス画像編集 DICOMより３Ｄ画像化 ３Ｄプリントモデル

除電による

・錠剤粉取り機

・樹脂ペレット粉取り機

レーザースキャン方式表面検査

ＧＹＲＯ ＳＣＡＮ ｼﾞｬｲﾛｽｷｬﾝ

微細部品供給機

ＲａｋｕＦｅｅｄｅｒ

・真空関連部品、各種治具搬送機械設計製

作、福祉用具企画開発設計製造販売

エンジニアプラスチックの精密成形、

精密金型、マグネシウムダイキャスト

エミーゴⅡ

背折れ機構搭載の車いす

（業界初 2008年）
ＮＯＰＰＯ

歩行車、いす、介助車の

３ＷＡＹを一体化。

デラーレⅡ
ソリッド座面採用にてしっかり座

れます。

背張り調整可能。

背角度調整、ティルト機構付き
医療機器製造業

16BZ200024
介護保険事業者

160700176

ISO9001 ISO14001

ISO9001

医療機器製造業16BZ200034

ISO9001 ISO14001

ISO9001

ISO14001

OHSAS18001（労働安全衛生）

ISO9001 ISO14001

JISQ9100（航空宇宙）

産業用NC基板 産業用モジュールケース 自動車用シールドケース

【富山大学との共同研究】

高齢者が積極的に街に

出て、生き生きと交流を楽

しむことができる『歩いて暮

らせるまち』を実現するため

の公共用ツールを開発。
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コーセル 株式会社

・電子機器・機構部品・電子部品を稼働さ
せる電源とノイズフィルターの専門メーカ

・小型・軽量、高効率、高機能のカタログ
製品を約２万機種ラインアップ

医療機器用電源 （医用電気機器規格 IEC/EN60601-1対応）

定格の２倍ピーク電流対応

LMAシリーズ GHAシリーズ

グローバル標準外形 3'X 5' 

PMAシリーズ PCAシリーズ

高効率電源 IoT対応（通信機能付き）電源

金森産業 株式会社

クリーンルーム（クラス10000）

医療機器・半導体に対応
制御盤操作盤電源ＢＯＸケーブル加工

（ハーネス）
株式会社 オートパーツ

・半導体製造装置の制御ユニット組立

・クリーンルーム保有

・ケーブル加工

・各種組立作業

株式会社カレアコ－ポレ－ション

株式会社 ハイメック 富山大学と共同研究によるフレンツェル

眼鏡用記録装置の開発

（特徴）

・小型軽量

・Ｗｉｆｉ式でスマホ対応

非磁気性角型チップ抵抗器
（医療・精密機器用）

フレキシブルLED電極シート
・あらゆる曲面でも発光可能
・放熱性にも優れる電極シート
・LED素子の選択により、新たな用途への展開可能

立山科学グループ

・電子部品／電子機器
・精密機械／精密機械部品
・理科学機器／計測機器

多点式高精度温度ロガー

LT-200ｼﾘｰｽﾞ

（研究/開発・検証）

・最大300点、同時測定/記録可能
・システム対応も可能
・実績：生理実験、運動工学に於ける温度測定等

・非磁性体材料の採用で、信号の歪みが発生しない。

・実績：MRI、モーター、音響機器等

五洲薬品 株式会社

マイクロ波を利用してドップラーセンサ

素子を用いて脈拍や呼吸、体動（動

き）から検知出来る要素情報を組み合

わせて様々なシステムが構築できます。

医療のＩＣＴ化、

在宅医療の進展に対応した

「Ｗｉｆｉ式眼振ウェアラブルシステム」

の開発

「トロミすっきり」「メディウォッシュ」

海洋深層水を用いた体液にあわ

せた浸透圧の清拭料でお肌に

負担をかけません。

飲み込み＆栄養を

サポートします。

「バイオマスナノファイバーを用いた外用剤作製技術」

富山県工業技術センターとの

共同研究

⇒平成27年にバイオマスナノファイ

バーを用いた整髪料を研究開発

国立大学法人

富山大学
医薬理工連携をはじめとした本学の知

を生かし、産官学連携による社会貢献

を積極的に進めています

・医薬品、医薬部外品、化粧品、機能

性食品・飲料等、「美と健康」をテーマ

とした幅広い製品の、企画開発から製

造販売を営んでいます。

大学院理工学研究部（工学）

教授 笹木亮

微小な力を測れるマイクロ鉗子・マイクロマニピュ

レータシステム

本研究では微細な作業において，対

象物に触れたり把持した力を，マニ

ピュレータ操作者に知覚させる微細作

業用の鉗子・マニピュレータの開発を

行っている．

MRI・CT診断機器、各種医療機器・検査機器への採用実績多数

ISO9001 ISO14001

FSSC22000（食品安全）

JISQ9100（航空宇宙） ISO9001
ISO14001TS16949（⾃動⾞）

第一種医療機器製造販売業（16B1X10002）

各種プラスチック部品の試作サービス

・量産と同じ材料（メーカー、グレード）を利用可能

・最短7営業日にて納品

・100ヶ以内の試作に最適（安価）20万円台～
筐体 エラストマー ヒンジ・ねじ 金属加工透明樹脂加工

◇主な試作実績◇
・ウェアラブル部品

・電動車イス、電気自動車充電パーツ

・ロボット、農機具部品

・各種コネクタ

・医療用デバイス（生体適合材料使用）

◆材料選定から試作、量産までトータルにサポートします◆（プロセスの一部だけでも喜んで

プラスチック射出成型品に限らず、金属、シリコン、ゴム、エラストマーなどの製品も

切削、鋳造、プレス、3Dプリンタ等の様々な手法で試作のご要望にお応えします。
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