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医療機器製造メー

カー向けの自動化

装置製作・据付ま

で一貫対応可能。

超高画質４Ｋアップコンバート

医療機器向け特殊ハーネスに柔軟に対応

従来は難しいとされて

いた圧着断面を高精

度に分析できます

生体音取得デバイス（電子聴診器） ・有機の圧電マイクは、周囲雑音に左右されな

い聴診ができクリアな聴診が可能

・取扱いが簡易。聴音情報も無線でスマホ、タブ

レットに記録が可能

・呼吸音解析ソフトを搭載したタブレットＰＣとの

組合せにより、異常音(肺炎等)を検出

共同開発対応
新製品や新規

技術への共同

開発に対応致し

ます（産学官連

携実績有り）。

・各種産業向け自動化装置の設計・製作

・ロボットシステムの設計製作

・化学工場プラントの建設・保守

株式会社

ＮＳＡ研究所

・研究開発業務及び受託

・研究成果の製品の外販

株式会社

クボタ製作所

・ワイヤーハーネスの製造

株式会社

倉元製作所 山口事業所

・液晶用ガラス精密加工/販売

・各種センサデバイス製造/販売

画像検査装置付の最

新自動化システム

クリンプ断面画像分析システム

精密機械(血液検査)部品 外科手術機器（鉗子等）設計製作 CLEAR MOLD（教材用金型）株式会社

サン精機

・精密治具・機械加工

・金型設計製作

・教材用金型製造販売

精密金型設計製作

樹脂加工し

て製作した

金型模型

医療機器等の開発中／経験あり

医療機器製造業登録大学病院との共同研究の経験有り（共同研究中）

岡本産業
株式会社

・半導体製造装置部品製作

・ポンプ部品製作

・各種試験片製作

血管模型（３Dプリンター） ホーン（複合加工機） キャラクター（複合加工機＋３Dプリンター）

SD や HDサイズから４Kへの

スケーリングを行う際、不足す

るピクセルを補完、シャープネ

スやアンチエイリアスを加えて、

ハイクオリティーな４K変換を

実現

あらゆる業界向の対応医療用機器向け自動化装置

医療機器メーカー、

食品、自動車、電

気等さまざまな業

界向けの装置製作

実績があります。

株式会社

シーエス
・乗用車用シート、医療縫製

・防災関連用品

・医療小物

三和産業
株式会社

樹脂加工し

て製作した

金型模型

電解研磨 電解複合研磨 不動態化処理

超極高度真空向け等、

真空チャンバー実績多数

SUS、ハステロイ、パーマ

ロイ材対応可能

純チタン及び

チタン合金の

電解研磨処理

対応可能

快削系ステンレス鋼向け

新規不動態化処理・バフ研磨

・電解研磨／不動態化処理

・電解複合研磨

超精密モーター式ディスペンサー
エアー式では不可能な、超精密液体定量吐出装置

薬品・医療業界で検体及び薬品の分注、滴定、混合装置

半導体業界で接着剤・樹脂・ペースト等材料の吐布装置

液晶・プラズマ業界でレジスト薄膜塗布装置

食品業界で調味料等の供給装置

薬品・化粧品業界で充填装置

株式会社

アノード

・プリント基板及び精密機器の設計製作

マイコンの応用製品の開発・設

計・製作 産業用電子機器の開

発・設計・製作 無線システムの

開発・設計・製作

最新型の高精度センサー搭載により、ヘッドスピード、

スイングテンポ、フェースアングルを計測し、

リリース結果、スイング結果、スイングタイプ

および推定飛距離をリアルタイム表示。

計測したデータを実際のゴルフ場の画像と

CG合成することで、疑似感覚で素振り練習ができる

シュミレーション機能も搭載

火災など非常時用の脱出シューター

１
株式会社

アクシス

・プレス、板金、溶接

・新幹線屋根外板ほか

・液晶製造装置用板金部品

整流カバー（騒音対策用） 板金筐体 異形ダクト（角から丸への形状変化）

GOLFｽｲﾝｸﾞｱﾅﾗｲｻﾞｰ

大規模地震を感知すると同

時に特殊な繊維でできた

シェルターが膨らみ、生存

空間を確保

住宅用エアバック

医療機器製造販売業

看護用ミトン（開発中）

せん妄患者さんの

命を守ります！

（準備中）

採血管ガイド３Ｄモデル
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医療機器等の開発中／経験あり

医療機器製造業登録大学病院との共同研究の経験有り（共同研究中）

医療機器製造販売業
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ウェアラブル・ストレス状態評価システム

小型計測装置を解析ソフト

ウェアにより心拍データ独自

の技術で解析、短時間でスト

レスレベルを評価

シリーズ

様々な疾病を検査対象にする

ことにより、患者にとって最も

効果があり副作用の少ない治

療など、患者ごとのオーダー

メード医療に貢献します遺伝子解析キット

医療用モニターディスプレイ開発

内視鏡向け各種画像インター

フェース機能及び取得データの

圧縮処理用Chip開発

非磁性体パーツで構成したスポットライト、ベース照明

ＬＥＤの光技術を活用した環境機器（照明器具）

磁気を嫌う場所

で使用できる特

殊ライト

ブラックライト（光る）紙芝居

暗い部屋でブラックライトを照射すると

幻想的に光る紙芝居を提案します。

近年、認知症や老人ケアに紙芝居が

て注目されています。世界初のフルカ

ラ－UVトナ-で安価・手軽に提供します。

独自のファインパウダー

技術によって、野菜不足

を解消する野菜パウ

ダーで皆さんの健康に

貢献します。

精密機械部品の製作

小物部品等の試作製作を高

速マシニングセンターや放電

加工、研削加工を駆使して対

応が可能です。

治工具の設計・製作 自動機の設計から製作まで

ジャパンファインスチール
株式会社

・鋼細線の製造・販売

・その他金属細線の製造・販売

有限会社

デジタル・マイスター

東洋鋼鈑
株式会社

・パッケージソフトウェア開発・販売

・スマホ、タブレット向けアプリ開発

・受託ソフトウェア開発

株式会社

ニュージャパンナレッジ

・ぶりき、薄板及び各種表面処理鋼板

並びに各種機能材料等の製造・販売

株式会社

プライムゲート

・自社パッケージソフトの開発

(iPhone、Android等)

・システム開発

ブルーウェーブ

テクノロジーズ
株式会社

三笠産業
株式会社

株式会社

ミヤハラ

・電子機器用LSI設計および基盤設計

・医療機器の設計

・LEDを使用した各種照明器具の設計、

開発、製造、及び販売

・トナ－製造、農薬製造販売

・農業用生産資材販売

・乾燥野菜パウダ－加工販売

・各種省力化機械の設計～製作

・精密機械部品の製作

・各種治工具の設計・製作

現地確認システム

スマホで写真、位置情報

等々をクラウドへ自動蓄積

することで、同時に報告書

にもなります

スマホにかざすだ

けで、バイタルデー

タをクラウドへデー

タ蓄積します

個々の患者での医薬

品の薬効予測や副作

用予測を可能にする

遺伝子検査用チップ

(DNAチップ)

ＬＥＤが持つ分光特性を研究

し各種環境機器（照明器具）

の開発を行っています

動画コンテンツ作成支援システム DM-ECN

高橋産業
株式会社

・金属機械加工業

・難加工金属の低コスト加工

樹脂関連

の加工も

出来ます

二次電池電

解液向け特

殊充填容器

特殊容器等の製作各種機械部品・プラント部品の製作 特殊製作・受託開発株式会社

松田鉄工所

・精密加工

・NC複合加工

・特殊充填容器

スライドショーなどの素材を

映像・音声とともに収録し、

Webベースのコンテンツを

作成するアプリケーション

Bluetoothを用いてスマホ等に接続

し、音声/画像棟各種データの転送/

表示が可能

小型モジュールを使用する事により

製品のダウンサイジングが可能

高硬度材の施削加

工技術により、研削

加工に比較し低大

幅にコスト加工可能

高精度部品を厚さ

3.0mm以下まで薄

く削り込む薄肉加

工が得意です

研削機を使用せず、

表面粗さ度3.2Sを

実現する加工技術

が自慢です

小型脱水装置や真

空対応器具等特殊

用途製作物、その他、

精密加工、溶接を活

用した受託開発

医療用各種素材を

ご提供します！

SUS、Tiなど医療用の極細線

ワイヤについてご提案が

可能です

不織布

マグネシウム（Mg）ワイヤ ワイヤ加工品

日本有数のMg細線

（φ50μm～）メーカー

です

イニシアティブが

得られます！
ワイヤ・板など様々な

形態への加工を

いたします

あなたの“想い”を

カタチにします！
マイクロコイル縮径コード

断面図
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医療機器製造販売業
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3次元画像計測システム YCAM3D

カメラ画像から3次元形状を認識

/計測するシステムです。

＜高精度＞かつ＜低価格＞な

ソリューションを提供します

滅菌ﾊﾞｯｸ自動包装機 滅菌包装された器具 ｵｿﾞﾝ脱臭器ハンディ型 オゾン脱臭器天井取付型

株式会社

ＹＯＯＤＳ

株式会社

ユキエンジニアリング

・画像システムの開発・販売

・３次元計測カメラの開発・販売

・FAシステムの開発・販売

・工業用濾過機、油空圧機械設計販売

・オゾン発生装置の設計製造販売

・各種自動制御装置の設計製造販売

画像検査装置

23

オーダリングシステム有限会社

メディカルソフトウェア

ラボラトリー

医療情報システムソリューション メディカルビュアーシステム

日医総研がプロデュース

している日医標準レセプト

を医療情報システムの中

核である医事会計システ

ムとして導入を行います

22
容量変更や加熱冷却、加減圧、

コンタミ防止等の様々なオプ

ションに対応致します。薬品原

料等の混練・磨砕にご利用くだ

さい。

生産工場の自動化設備株式会社

ヤナギヤ
・生産用機械器具製造業

食品加工機械、ほか

機械装置等の設計開発

製造・販売・メンテナンス

・医療関連ソフトウェア

・医事会計システム

・医療機関向けコンサルタント

マイクロミックス®（混練撹拌機）

生産工場の自動化、

省力化の提案から製

造・据付・メンテナンス

まで、一貫した対応を

行います。

開発中のビデオ式眼振計測ソフト

（山口大学との共同研究成果）

フレンツェル眼鏡画像解析技術
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