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株式会社 アーク
（埼玉県朝霞市）

デザイン・設計・解析・試作・多品種

小量製造まで、新製品開発の全プロ

セスをサポート致します。
試作・製造デザイン・設計 強度解析・光学解析

ISO14001

ISO9001

開発支援

旭彫刻工業株式会社

（埼玉県入間郡越生町）

・寸法精度、超微細加工を要求 される

プラスチック金型の設計

・製作及び射出成形加工

・円筒面、3次元曲面への文字彫刻加工

プラスチック射出成形部品 彫刻部品 剣山式注射針 クリーンブース 将来、薬剤投与のメイン

となる剣山式注射針（ス

タンプ式無痛注射針）を

射出成形にて試作成功。

【ＩＳＯクラス1】のクリーン

ブース内で成形、製品化

への実現に取組中。

株式会社イハラ
（埼玉県八潮市）

医療機器用プラスチック部品の

成形及び開発

血液等を瞬時に適量採取できる

ポリプロピレン製スポイト

株式会社エス・ウェーブ
（埼玉県川越市）

Nunc 4well 用超音波攪拌機 がん細胞への超音波照射実験（ＳＤＴ）

超音波発振回路

寸法

130×90×40

のコンパクト設計

株式会社オプトクエスト
（埼玉県上尾市）

光学・レーザーを扱う研究開発、および

製品開発に役立つ光コンポーネント、

デバイス、光測定ツールを設計製造し、

試作からOEM供給まで対応いたします。

【製品例】

ﾜｯﾄ級CW可視域ﾚｰｻﾞｰ光源ｼｬｯﾀ付き光ｽｲｯﾁｼｬｯﾀ付き光ｱｯﾃﾈｰﾀ光ﾌｧｲﾊﾞ端面ARｺｰﾄ

カーターテクノロジーズ
株式会社 （埼玉県川口市）

・医療ニーズに基づく医療機器の企画

提案、設計が強み

・産学連携等の共同開発実績あり

・整形外科向け機器の開発・試作・製造

下肢牽引手術台

人工股関節全置換術用機器

千葉大学医学部付属病院、

製販業者との共同開発

ボーンミル

脊椎手術用機器

製販業者との共同開発

LICトレーナー

神経難病患者用呼吸リハビリ機器

国立精神・神経医療研究センター

との共同開発 外科用手術器具の製作医療機器製造販売 医療機器製造業

協和界面科学株式会社

（埼玉県新座市）

理科学機器（物性測器）

・接触角計・表面張力計・摩擦計の設計

ソフト開発技術。界面科学についての

知識、知見、測定ノウハウ。

接触角計 摩擦計 開発事例 ・摩擦計における水中での

カーテルの摩擦摩耗評価用

ステージの製作。

・人口間接の凹面部分の濡

れ性評価ができる，接触角計

の特注製作。

株式会社

グローバルソフトウェア
（埼玉県本庄市）

高い技術力と柔軟な対応で、お客様の

ニーズに合った「医療システムソリュー

ション」をご提供します。

電子カルテシステム 医療施設向けタブレットシステム・アプリ開発 ロボット・VR・AI 等

4 今泉工業株式会社

（埼玉県熊谷市）

・小型・中型精密板金加工

・呼吸器・吸引機・麻酔機器等、周

辺機器を中心に経験多数。

1個の試作から量産まで承り

ます。金型代不要なので、低

コスト・短納期で試作対応

可能です。また、急な設計変

更にも即座に対応可能です。

バリなしレーザーカット 工場内イメージ レーザー溶接サンプル

ISO9001

・安定した超音波出力の設計、製造

・バースト動作による、発熱対策

・振動子、回路を総合して低周波から高

周波まで最適設計。
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株式会社幸大ハイテック
（埼玉県羽生市）

メディカルEMSとして受託設計から量産

まで行うODMメーカーです。製造業～製

販業までISO13485で幅広く提供します。

歯科用電動麻酔注射筒 オージオメーター（聴力検査器） 酸素濃縮器 各種メーカーへのユニット提供

ISO13485

株式会社シバサキ
(埼玉県秩父市）

光センシング技術で医療分野へ

の展開を目指す

ELISAシステム

遠心力駆動の 微小

流体デバイスを用い

た小型システム

産業技術総合研究

所との共同開発

バクテリア検出装置 LEDライダー 糖度計測システム

株式会社シリコーンテクノ
（埼玉県幸手市）

・全クリーンルーム工場

・超高透明シリコーン製品

・キーシート，スイッチ部品

・医療，自動車，電子機器業界

超高透明シリコーン キーシート クリーンルーム工場 シリコーン＋金属（樹脂）

医療機器製造業

親和工業株式会社

（埼玉県川口市）

①肉厚0.1mmを実現する薄肉成形

②特級技能士によるVA提案

③クリールーム完備、流動解析、高精度

測定技術による品質管理体制

薄肉チューブCAP 麻酔針用樹脂内針 歯科用シリンジ本体 クラス10000 クリーンルーム

チタンバイポ－ラ鑷子アドソン型 フレンケル喉頭鉗子 回転型ケリソン 西端氏鋭匙鉗子強弯有限会社

須田医科器械製作所
（埼玉県春日部市）

・設計から完成までの一貫製造を行って

おります。

・医療用ピンセットの専門メーカーとして、

培った技術を随所に反映させます。

有限会社テクニカルアーツ
(埼玉県蕨市）

・研磨、刃付けのノウハウを生かし、

医療用穿刺針製造で医療分野に参入。

紙器抜型用丸刃
他社製品 弊社製品

医療用穿刺針（大手医療機器メーカー様製品）

6面針（弊社改良品：Ｈ．28意匠登録認定）

株式会社東京チタニウム

（埼玉県さいたま市）

チタン製品の加工・販売を行う

「チタン専業」会社です。

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ・各種評価装置を

保有。鋼製小物を始め、各種

ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄを製作対応致します。

ﾁﾀﾝのことなら「東京チタニウ

ム」にお任せください！

ボーンスクリュー Tiピンセット クリーンルーム ・ 検査設備

ドクタージャパン株式会社

（埼玉県行田市）

・医療用特殊針、ステンレス材加工

・設計、加工、組立、滅菌まで対応

・医療機器製造販売業

・医療機器製造業

硬膜外針 生検針 サイドホール ディンプル

ＦＤＡ ＣＥ

日本電鍍工業株式会社

（埼玉県さいたま市）

・めっき：表面処理

貴金属めっき(金・プラチナ・銀など）

Ti材陽極酸化

イオンプレーティング

←左：Ti材陽極酸化

右：部分金めっき

多品種変量生産に対応可能。

ISO9001

ISO13485
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25 医療イノベーション

埼玉ネットワーク

300を超える企業、大学、医療機関

などが参加するプラットフォームです。

医工連携のプラットフォーム
・埼玉県とさいたま市の共同運営

・県内外から企業や医療機関、研究機関などが参加

・医療機器等の研究開発に対する助成制度も充実

・関連のセミナーや医療現場の見学会

・医療現場ニーズの発表とマッチング

株式会社ベルニクス
（埼玉県さいたま市）

医療機器向けACDC電源、DCDC

コンバータの開発・販売。特に

画像診断装置に実績多数。

最大2KV 中高圧DCDC
非接触給電モジュール

高速POLコンバータ 低ノイズDCDC

ポーライト株式会社

（埼玉県さいたま市）

粉末冶金で課題解決

MIM、焼結機械部品、含油軸受

ISO14001

株式会社山添製作所
（埼玉県川口市）

・冷間圧造及び複合二次加工による特

殊圧造部品・特殊転造部品・協力会社２

００社とのコラボレーションによる各種機

械加工品(単品・ユニット品)

株式会社ラステック
（埼玉県ふじみ野市）

・レーザー応用装置の

開発/設計/製作

・レーザー技術利用開発

純チタンの微細穴あけ技術

高度管理医療機器

（クラスⅢ）製品

「非吸収性骨再生用材料」の

レーザー微細穴あけ加工を

実施しております。

＜ 共同開発 ＞

・福島県立医科大学

・株式会社モリタ

・林精器製造株式会社

・東北大学大学院歯学研究科

微細貫通孔を

アンカーとして

多数の細胞が

付着・増殖

株式会社和幸製作所
（埼玉県さいたま市）

低侵襲医療術者支援用

各種医療機器保持具の開発

共同研 低侵襲手術用鉗子保持具 CCDｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ保持具 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ保持具 内視鏡保持具（前後ﾛｯｸ、回転ﾌ

23
株式会社リーデンス
（埼玉県入間郡三芳町）

・金型の設計・製作から成形及び

２次加工迄の一貫生産体制

・エンプラを主素材とした高機能・

高精度樹脂成形品を製造・販売

精密成形技術 インサート・アウトサート成形技術 樹脂化技術 医療機器成形一例

ISO14001 (光ピックアップ)

φ0.15㎜

(電源筐体) (給水樹脂接手) (ｵｰﾃﾞｨｵﾒｶﾍﾞｰｽ) (紙幣送り装置ローラー) (吸引ポンプ筐体) (歯科医療器具)

ISO9001

ISO14001

5部品一体化 超小型遊星減速機 キャリア M=0.10 カーナビ画面駆動用傘歯＆平歯 軸付きハス歯ギヤ MIM3次元複雑形状

特殊転造部品 特殊圧造部品 協力会社２００社とコラボレーションによる各種機械加工

ISO9001

ISO9001
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