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秋田県ものづくり企業とのオンライン商談会　出展企業一覧

厚生労働省のガイドラインに基づき開発した

簡易陰圧室「BLOCK ROOM」
（国立大学法人秋田大学と共同開発）

室内設備・価格・アフターケア等、細部まで

こだわりました。

医療機関や福祉施設等に販売中
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医療機関の採用実績

製造業 製販

医療機器メーカーとの取引実績

株式会社アクトラス

公的資金活用

酸素呼吸同調器はじめ医療機器の
ファームウェアの試作から量産設計の

実績多数
2016年 中小企業・優秀新技術・新製品賞
優秀賞・2018年 第7回ものづくり日本大賞
優秀賞 を「点滴センサ」にて、受賞。

生体センサなど各種センサ・計測器の技術設計等の受託生産から試作開発はお任せください！

株式会社カミテ

ISO9001 製造業 製販 試作・開発中ISO14001

医療機器メーカーとの取引実績 公的資金活用

医療機器メーカーとの取引多数

プレス金型の設計・製作からプレス加工まで一
貫生産が可能です。弊社独自の「簡易順送
型」で、安価・高品質な製品は内視鏡や超音
波診断器などの医療機器に用いられています。

独自の製造プロセスを確立し、小ロットでも高品質な医療部品・部材を安価でご提供します。

医療機器向け精密プレス部品
簡易順送型を使用

超微細プレス部品

米粒に乗るほど小さい
チタン材プレス部品
プレス加工にて製作

金属と樹脂の接合部品
通電加熱接合（接着剤不使用）

靱帯固定具部品
材料：チタン材 t=2.0

株式会社共進

製造業 医療機器メーカーとの取引実績ISO9001

お客様の多種多様なニーズに応えるべく、技
術と品質向上に注力しながら安心と信頼の製

品づくりをして参りました。「ものづくり」を通して、
様々な出会いを大事にして人と人との繋がりを
大切に出来る企業を目指しております。

私たちを取り巻く環境はより高機能・多機能化され、より一層の技術開発・リードタイムを短縮し、設計・開発の段階から要望にお答えできる体制を整え、高い技術で対応致します。

直径 0.06mm 超微細加工

微細加工が得意です。高い技術力でお客様の様々なご要望にお応えします。 また充実した設備で単品からテーマ一式の加工、ユニット組立まで承ります。

厚さ 0.183mm 超薄物加工

小林工業株式会社

医療機器メーカーとの取引実績

製造業ISO9001 ISO14001

・ 粉末成形用・射出成形用金型の設計・製作
・ プラスチックマグネット金型の設計・製作
・ 理化学器具、試験キット（樹脂製チューブ等）
の樹脂成形用の金型加工の製作

医療機器製造業者、成形メーカー商談希望

独創的な金型構造とそれに合わせた成形技術（鋼材加工技術、非接触測定技術、鏡面加工技術）をセットで提案し、医療機器産業に貢献します。

プレート（金型と成形品） 歯矯正具成形品 SUS部品加工 鏡面加工品
プラスチックマグネット

接触検知センサー、スターラー使用

医療での応用

・整形外科分野

・処置用鋼製小物
例）

・オーダーメイドやすり

健診システム、保健指導システムの「システム拡
張」・「機能拡張」・「新規導入」・「データ連携」で
業務効率化をご検討中の医療機関（病院、ｸﾘ
ﾆｯｸ）様、健診機関様は、お気軽にご相談くださ
い！

株式会社サン・システムズ

コーポレーション

医療機関の採用実績

医療機関、健診機関、健保組合等の50数団体へ導入！

既存システムはそのままに、データ連携で業務効率向上を図ったり、健診シ
ステムとデータ連携し保健指導業務を新規で導入するなど、細やかな現場
のご要望にお応えします。

健診システム、保健指導システムの機能拡張・データ連携・新規システムを高品質かつリーズナブルなご予算でご提供します！

ISO9001ISO13485製造業

JUKI産機テクノロジー株式会社

医療機器メーカーとの取引実績

ISO14001

大手医療機器メーカーの採用実績が豊富

弊社コーポレートスローガン
現場力、技術力、実行力で

お客様の「想い」や「願い」を形に

高速スマートモジュラーマウンタ

ミクロン単位の位置制御など、多彩な技術ノウハウで医療機器製品の設計から完成品出荷まで一貫した生産システムで対応いたします。

手術用精密XY位置決めユニットなど、さまざまな医療機器の
設計から完成品の組立をおこないます。医療用冷蔵保管庫
や、足踏み式消毒液スタンドなど、時代のニーズにあった製品
開発にも柔軟に対応いたします。

株式会社秋田テクノデザイン

医療機関の採用実績

製造業 製販 医療機器メーカーとの取引実績

試作・開発中

販売

公的資金活用

・ 介護施設、医療機関、製販と連携実績

・ センサー技術はご相談ください！
・回路設計、基板設計、 製品筐体設計、製造

用治具設計と製作

・部品調達から試作納品まで短納期で対応
尿取りパッド交換アラート

排尿量を独自設計センサー、尿量計測アルゴリズムで高精度測定

排泄の随時ケアで不快感、皮膚疾患の改善

排尿日誌の自動記録

おむつへ装着状態「しらせるぞう」

おむつにセンサーを装着、排尿量を高精度に測定する独自の技術のほか、無線通信、マイコン制御、システムの小型化を得意とした技術を活かします。
排泄感知システム

ベッド脚、底板等利用者の見えない箇所から感知可能

離床時

着床時

離床センサー 「テントウボウシくん」
製品全体

鹿角エヌ・シー・エル株式会社

1986年創業の基板実装メーカーです。事業
内容は通信、医療、工業計測器、半導体検
査装置、等の各種制御装置の基板実装・組
立を行っている会社になります。

医療機器の基盤実装の商談を求めています。

製造業 医療機器メーカーとの取引実績

DNA抽出装置、介護ベッド、人工呼吸器、体温サーモカメラの基板を供給しています。各種制御装置の基盤実装・組み立てのご要望にお応えいたします。

■基板サイズ (L x W) 48 x 48 ～ 508 x 400 mm

■0402から□74mmまで1ヘッド

■生産の垂直立ち上げをスムーズに

■段取替え回数を最小化

0.4mm×0.2mmプレシジョン・システム・サイエンス株式会社 様

株式会社ケープ 様 へ納入実績

0402チップ

74mm×74mm

340ｐｉｎ QFP

微小チップ～特大異型部品まで実装可能

株式会社協和工業

板金製作からユニット組立までの生産体制の
構築、板金と切削品による複合加工を社内で

一貫しての対応が可能です。その為、コスト・
リードタイムなどの削減が可能となります。

ISO9001 ISO13485 製造業

医療機器メーカーとの取引実績試作・開発中

・精密板金・清潔板金・プレス・複合
（旋盤・マシニングﾞ・ワイヤー・研磨・溶接など）
・ユニット組立を主とする加工
・県内有数の加工設備と生産管理システムで高度な納期順守率
・3次元測定器による品質保証の体制を完備

眼科用機器用のﾕﾆｯﾄの製造
医薬用アルミトレイの製造

（溶接構造）

産業装置用ダクト

（SUS材レーザー溶接品）

眼科用機器のユニットや医療機器の筐体や滅菌装置のトレイなど、板金加工からユニット加工まで様々な展開を目指し、製販企業様との商談を希望しています。

株式会社小松木工
建具や什器、家具の製造・取付の他、日本

の伝統工芸である「組子」の技術指導や育成
等にも取り組む、地域に根差した企業です。

ISO9001 ISO14001

医療機関の採用実績

製造業

公的資金活用

国立大学法人秋田大学との共同研究実績

国際教養大学内

中嶋記念図書館の家具製作
高性能HEPA

フィルターを採用。

キレイな空気を

室内外に循環

させます。新型コロナウイルス感染対策製品

現場のニーズに合わせて設置ができる簡易陰圧室を開発。高い密閉性と電気制御等で、医療と患者を守ります。

仮想現実技術『VR・AR・MR』による医療支援コンテンツのご提案・企画・制作。お客様のご要望にあわせて医療福祉でご活用いただけるカスタマイズが可能です。

分光測色計 ＡＹ５５５ 足踏み式消毒液スタンド

https://conference-park.jp/base/204
https://conference-park.jp/base/196
https://conference-park.jp/base/198
https://conference-park.jp/base/200
https://conference-park.jp/base/202
https://conference-park.jp/base/214
https://conference-park.jp/base/201
https://conference-park.jp/base/213
https://conference-park.jp/base/206
https://conference-park.jp/base/199


企　業　名 ポ　イ　ン　ト

秋田県ものづくり企業とのオンライン商談会　出展企業一覧

EMS事業（基板実装) ・ME事業(機械加工/

装置組立)、各種設計業務から試作品製作、

量産時の部品選定、調達まで一貫での対応が

可能です。
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株式会社ホクシンエレクトロニクス

歯科教材の海外展開を目指し、新興国に医療

機器販売拠点があるメーカと商談を希望します。

通信機器用アンテナの製造、半導体製造装置の

製造、プラスチック成形、射出成形、超音波流量計

の開発、製造、その他 設計、開発を手がけています。

ISO9001製造業 試作・開発中 超音波センサ（特許登録） 肺活量計

人工呼吸器

新興国教育向け 歯科教材キャナルメータ 歯根模型

応用

業務と利用者を理解した技術力で医事会計システムを提供、地域ごとに異なる診療報酬の請求の仕組みに柔軟に対応し、全国展開を目指します。

インターシステムズ社

のCaché を採用した

システム開発も可能

１つの画面で複数の業務・作業が行えます︕ 「無理だと思っていた算定ができた」という喜びの声も。

山二システムサービス株式会社

医事会計システム（レセコン）をクリニックから

大学病院規模までワンパッケージで販売提供。

DBは、複雑なデータの高速処理に定評があるイ

ンターシステムズ社のCachéを採用。

医療機関や電子カルテメーカー様、Caché採用

システム開発メーカー様との商談を希望します。

ISO9001 ISO27001

医療機器メーカーからのOEM、基板の実装や

装置組立などの商談を希望しています。
未熟児用保育器

超音波
診断装置

酸素濃度計 点滴センサ
歯科矯正具 手術針探知機

● 基板実装・機器組立サービスを、ISO13485認証標準で提供

基板実装サービスを
各種医療機器に提供

医療機器メーカーとの取引実績 医療機関の採用実績 サービス体制
● 部品調達・管理をはじめとするサービス体制と、大規模工場で実現する

フレキシブルな生産体制でファブレス企業様のニーズにお応えします

試作開発から品質保証まで、ご満足いただけるサービスを提供します。各種設計業務から試作品製作、量産時の部品選定まで、一貫での対応が可能です。

● 大学病院等、医療者と共同開発製品

15

防衛省の採用実績製造業 製販

自社技術を活用していただける医療機器

メーカーやディーラーとの商談を希望します。

18 株式会社みらい みらい装備工房

携帯用人工心肺装置収納携行ケース製作

や高耐久ナイロン素材とパラシュート製造糸によ

る縫製により長寿命高価な機器の保護、収納

と人間工学に基づいた背面、肩部構造により携

行性を向上し、日常で使用する患者の負担を

軽減します。

医療現場・災害現場でも耐久性を発揮する生地で自社の縫製技術を合わせて、丈夫な医療機器携帯バッグを製作いたします。 （ご注文は1個単位でも可能です）

眼科医師と開発した椅子 車椅子

機器に合わせて収納部を製作

・戦闘外傷対応のメディックナイロン

バックのカスタム写真

入れ組品の収納に個別対応

・各種医療機器の搬送用特注ソフトナイロンケースの製作

・その他医療用資機材のナイロンケース製作

・縫製会社の下請けで、自衛隊向けのストレッチャーシートとヒモの縫製

（防衛省採用実績）

・眼科医師との開発実績 （かん眼科 院長 姜 和哲先生）

株式会社ゼロニウム

製造業 製販 試作・開発中販売

公的資金活用製品開発型（OWN／OEM／ODM）

3DCGプロダクションで、多くの先端コンテンツ企

画制作実績を有しております。そのノウハウ・公

的資金の事業を活用経験を活かして、デジタ

ル・レクリエーション『デジレク』を開発いたしました。

仮想現実技術『VR・AR・MR』による医療支援コンテンツのご提案・企画・制作。お客様のご要望にあわせて医療福祉でご活用いただけるカスタマイズが可能です。

『インタラクティブ・ウォール』

東京オリ・パラ関連イベントに採択
VR180（立体視）コンテンツ他 医療支援
仮想現実VR・AR・MRコンテンツ企画制作

高レベルの複合加工技術・サイズは大小問わずミクロン単位での高精度の加工が得意です。試作品、部品１個から製造します！
株式会社土佐製作

医療機関の採用実績製造業 試作・開発中

公的資金活用

アルミ・ステンレス等金属他、多種多様な材

質・形状への切削加工を得意とし、難削材

での複雑形状まで、お客様のニーズに合わせ、

幅広く柔軟に対応いたします。

高度管理医療機器等販売業貸与業

動物用医療品卸売販売業

医薬品販売業

医療機器修理業

毒物劇物一般販売業

株式会社フルヤモールド

株式会社 サノ

古物商

自社製品の販路拡大のため医療機器

メーカーやディーラーとの商談を希望します。

ISO9001 中小企業

製造業（プラスチック射出成形 公的資金活用

難易度の高い精密工業製品をハイスピードで一気通貫で製造します。
可変式ビニールテント型飛沫防止カバー [特徴：コンパクト、ディスポーザブル、軽量]

① 可変式でコンパクト！（折りたたみが可能） ② カバーシートがディスポ

③ とにかく軽量！（530ｇ）

医療機器の筐体・部品の樹脂射出成形の図面をもとに指定の

材料・数量・納期で納品しています。

引用先：医機なび(http://www.iryokiki-navi.com/)

・テレメトリー式心電送信機durantaの

筐体等を射出成形製造

透析装置のパーツ製造

ISO9001

医療機関の採用実績

製販

丸大機工株式会社

公的資金活用

当社は、機械・電気・ソフトを含む設計から加

工・組立・電装・メンテナンスまで、あらゆるニーズ

に対応可能。最新設備と確かな技術で開発、

製造ニーズを実現します。

製品開発型（OEM／ODM）

製造業

医療機器・ヘルスケア機器の受託製造
（OEM）
当社の技術に関心の有る企業を求めます。
設計～加工～組立配線～メンテナンス

免疫分析装置

特殊ケーブル・基板・加工部品

ユビキタス点滴台カバー 大規模細胞内物質導入装置 免疫分析装置の部品製作

お客様の製品仕様に基づき、製品設計から部材調達、大型部品加工、小型精密部品加工、配線含むユニット組み立て、検査、出荷まで対応します。

看護師のミスを減らす

株式会社三井光機製作所

光学の設計、ガラス研磨、コート、接合まで、社

内一貫生産で対応可能。可視域から、紫外、

近赤外域に対応した分光技術を保有。医療機

器、や分析機器、様々なデバイスの光学系のご

要望にお応えます。
ISO9001

製造業

医療機器メーカーとの取引実績

試作・開発 公的資金活用

ISO14001

サポイン事業採択

内視鏡など内臓を見るときに色再現性が求められる医療カメラへの搭載実績多数。多板式プリズムユニットやオプティカルコンタクトPBSのご要望は当社へ！

光学設計→研磨→蒸着

→ 接合と、自社内一貫

生産にこだわりを持ち、

品質・供給など安定した

ご対応が可能です。

紫外光から近赤外光までの様々な波

長を分離・合成することができる光学

系のご要望にお応えいたします。

医療カメラや高解像度カメラ向けの多板

式プリズムユニットをご提供いたします。

有限会社美豊

ＳＵＳ部品、アルミ部品を中心に様々な材質

に対応できる金属微細加工メーカーです。

φ0.5ｍｍ以下の超小径ドリル、超小径エンドミ

ルの微細加工部品に対応します。

製造業 医療機器メーカーとの取引実績
材質：A5052

材質：SUS316

フィルター1945穴φ0.2ドリル加工品

材質：SUS304 流体ゲージ
φ0.03ドリル貫通加工

材質：SUS304 剣山
2500本 φ1.4高さ25mmピン組立製品

材質：SUS304

薬品の充填機や麻酔器の部品として長年の採用実績あり。髪の毛よりも細い超微細ドリルや超小径エンドミルで、医療機器の研究開発から製品試作、量産まで対応！

リアルな歯科トレーニング模

型を海外展開します。連携

できる企業様、医療機関様、

ぜひ、お声がけください。

超音波など先進技術で呼吸器系の医療機器へ搭載して10年の実績、非接触の技術開発に取組みます！

プリズムやフィルター、レンズのガラス部材を

始め、それらを組合せた製品までを扱う光

学製品製造メーカーです。

複合旋盤、5軸マシニング
センターを用いての複合加
工部品、X2000Ｙ850ま
でのプレート加工品までの
幅広い加工アイテムをもつ
企業です。

ISO9001 ISO13485製造業 ISO14001

https://conference-park.jp/base/208
https://conference-park.jp/base/205
https://conference-park.jp/base/210
https://conference-park.jp/base/211
https://conference-park.jp/base/227
https://conference-park.jp/base/197
https://conference-park.jp/base/209
https://conference-park.jp/base/212
https://conference-park.jp/base/203
https://conference-park.jp/base/207



