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秋田県ものづくり企業とのオンライン展示・商談会　出展企業一覧

医療・介護・福祉の分野で従事される
方々が安心して本来の役割を担って
いただけるよう、ICTを通じた長期的な
パートナーとして貢献していきます。

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。
安価・高品質な製品は内視や超音
波診断器などの医療機器に用いら
れています。

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。

コア技術を活かし、介護医療関連製
品の自社開発製造販売を手掛けて
おります。部品調達から試作納品まで
短納期で対応いたします。

設計から製作・組立まで一括して受
注可能な機械設計の会社です。
現在、開発中のリハビリ機器の商品
化に伴う、販売ルートの調査をしてお
ります。
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https://conference-park.jp/base/204

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。

株式会社アクトラス

鹿角エヌ・シー・エル株式会社

小林工業株式会社

北日本コンピューターサービス
株式会社

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
の実績多数です。

地方自治体向け情報システムを提
供しており、特に生活保護の分野で
は全国シェアNo.1（60%超）とな
ります。またAIやクラウド等企業向け
のサービスも充実しております。

2

https://conference-park.jp/base/198

https://conference-park.jp/base/196

https://conference-park.jp/base/456

https://conference-park.jp/base/458

8 株式会社共進
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、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。

https://conference-park.jp/base/202

https://conference-park.jp/base/201

医療機器メーカーとの取引実績製造業

6 株式会社カミテ

https://conference-park.jp/base/200

ワイヤレス排泄感知システム

離床時

着床時

離床センサー
製品全体

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

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

公的資金活用

安定した品質で医療機器製造工程のコストを削減。当社独自の「簡易順送型」で超微細プレス加工はお任せください。

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

内視鏡部品、開
創具、靭帯固定具、
エコーなど医療グ
レードの精密金属
プレス加工に実績
があります。

秋田未来株式会社
一般産業機械等の設計ノウハウを活かし、医療・リハビリ機器の商品開発や、医療研究を目的とした試験装置等を手掛
けています。

製造業

体幹バランス能力を安全かつ
簡便に評価するために作製。
座位で計測するため安全であ
り、下肢の影響を受けないため
純粋な体幹バランスを評価可
能。

動的座位バランス計測装置
〈基本装置構成〉

計測装置本体 制御ユニット パソコン

製造業

医療機器メーカーとの取引実績 公的資金活用

製販 医療機関の採用実績

介護や看護の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！

2011年、経産省課
題解決型医療機器
開発事業採択し、北
大、秋大、神戸大等
と「術中迅速免疫処
理装置」を開発し、
2014年に上市。

非接触バイタルチェック「体動センサ」 室内環境モニタリング「環境センサ」かんたん滴下調整「点滴センサ」

精密加工を専門とした金属加工、金
型メーカーです。
医療機器製造業者、成形メーカーと
の商談を希望しております。
ISO9001 製造業ISO14001

医療機器メーカーとの取引実績

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。

医療での応用
・整形外科分野
・処置用鋼製小物

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

例）オーダーメイドやすり

・転倒防止に独自のセン
サーで離床を感知
・秋田大学医学部付属病
院との共同研究商品

ベッド脚、底板等利用者の
見えない箇所から感知可能

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。
各種制御装置の基板実装・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

0.4mm×0.2mm

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の最新マシン導入

多機能チップマウンター AIMEXⅢc

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。

ISO9001
医療機器メーカーとの取引実績

製造業

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 超微細加工厚さ 0.183mm 超薄物加工

DXにより健康診断事務を効率化。費用対効果に優れた健康管理サービスをご提供いたします。

ISO9001 地域未来牽引企業JIS Q 9100

以下のお悩みを簡単解決！
1.労務管理・給与計算で忙しいなか、健康診断結果の登録に追われる。
2.労働基準監督署や衛生委員会への報告資料作成が面倒。
3.健康診断や二次検査の未受診者が簡単にわからない。

過去5年の健康診断・
面談の記録を照会

サービスの適用範囲

・独自のセンサー、アルゴリ
ズムで排尿量を把握、排
泄ケアをサポート
・排泄の随時ケアで不快
感を軽減

4 株式会社オクトライズ

9 株式会社コア

https://conference-park.jp/base/459

人生や生活の質の継続的な維持・向上を支援する（QOL-CP）、評価指標と計画の機能を搭載した
地域包括ケアシステムソリューションを提供しています。

電子カルテシステム「i-MEDIC Plus 医療」 総合介護支援システム「i-MEDIC Plus 介護」
高齢者薬剤管理システム「楽くすり」今後の地域連携の観点から将来必要となる、

併設介護施設・在宅系サービスとの連携を実現できる
部門統合型電子カルテシステム

ケアマネジメント、請求事務から介護現場まで幅
広くサポートする介護版の電子カルテシステム 専門医師の監修のもとで開発された高齢者の

薬剤チェック機能を搭載したクラウドサービス
ISO27001 医療機関の採用実績

一人ひとりの性格別にメンタルヘルス
がわかるアプリを開発。メンタルヘルス
面のアドバイスも表示するなど、iOS
やAndroid、ウェブアプリを使った職
場の健康管理を応援します。

スマホやタブレット、ウェブ系のソフトウェア開発は、オクトライズにご相談ください。

『性格応用心理学』という手法を用いた、性格タイプ毎に
各個人のメンタルヘルスの健全性をチェックしアドバイスを提
供するメンタルヘルスアプリを開発。
管理者、リーダーが会社、チームメンバーのメンタルヘルスの
状態を把握出来ます。https://conference-park.jp/base/457

https://conference-park.jp/base/204
https://conference-park.jp/base/198
https://conference-park.jp/base/196
https://conference-park.jp/base/456
https://conference-park.jp/base/458
https://conference-park.jp/base/202
https://conference-park.jp/base/201
https://conference-park.jp/base/200
https://conference-park.jp/base/459
https://conference-park.jp/base/457
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・

ISO13485に準拠した体制で、基板実装・機械組み立てサービスを提供します。設計から試作開発、品質保証までご相談ください！

丈夫な米軍MIL規格部材を使用し
た医療機器用の各種搬送保管用ソ
フトケース縫製や、自衛官向け非常
災害時用装具品、防衛省向け医療
機器製品の迷彩カバーなどの製作、
試作が可能です。

有限会社メカテックス18
生産設備の設計開発を行っている会
社です。その技術を生かし、医療・福
祉機器分野へ進出しました。

患者様や利用者様の目線に合わせた医療福祉機器・動物用医療機器の設計開発はお任せください！

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

量産時の部品選定まできめ細やかに一貫対応いたします。

基板実装サービスを
各種医療機器に提供

大学病院等、医療者と共同開発製品

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
IRISを採用。

14

15

比内時計工業株式会社

ISO13485認証取得した職場で、
医療機器の組立製造を15年以上
の実績を持ち、部品加工から組立ま
で対応いたします。

https://conference-park.jp/base/461

株式会社フルヤモールド15
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。

https://conference-park.jp/base/210

【ISO13485認証】医療機器製品の部品加工から組み立てまで、15年以上の実績で対応します。

医療機器の開発に関わる取り組み
手術中の病理診断
の際に使用される医
療機器内部の電子
クーラーを製造。

医療機器製造 (実績)
大手医療機器メー
カーの内視鏡用光源
プロセッサーを製造。
部品加工から実施し
（一部）部品加工
～組立まで、一貫製
造が可能。

医療機器メーカーの組立機設計～製作まで
医療機器メーカーの
製品であるDNA分析
装置に使用されるプ
ラ・シリンジの自動組
立機の設計から製作
までの実績あり。

医療機器メーカーとの取引実績試作・開発中

大学等との共同研究ISO13485 製造業

19 山二システムサービス株式会社

インターシステムズ社のIRISを採

用した次世代のプラットフォーム

で、高いレスポンスを実現。
医事業務に必要な情報を一画面
に集約する事で業務の効率を高め
ます。

医療事務まるごとDX。診療所から大学病院までの医療事務をサポートします！

https://conference-park.jp/base/203

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。

20 横手精工株式会社

https://conference-park.jp/base/207
ISO14001 ISO9001ISO13485製造業

医療機関の採用実績

医療機器メーカーとの取引実績

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

株式会社ホクシンエレクトロニクス16
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。

試作・開発中ISO9001製造業
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

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。

歯科教材、呼吸器系医療機器で10年の実績。歯科教材は新興国への展開を目指しています。
医療機器に採用される当社の超音波センサもさらなる応用を目指します。

https://conference-park.jp/base/211

ISO9001 ISO27001 医療機関との取引実績

難易度の高い精密工業製品を、高い品質保証体制とハイスピードで一気通貫生産します。

ISO9001 中小企業

製造業（プラスチック射出成形） 公的資金活用

ISO14001

可変式ビニールテント型飛沫防止カバー
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

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

[特徴：コンパクト、ディスポーザブル、軽量]

https://conference-park.jp/base/462

第三種動物用医療機器製造販売業

動物用医療機器製造業

介護製品

車椅子用アームレスト「スマートレスト」
アームサポーターの
先端を内側に最
大45度回転でき、
腕を任意の位置に
併せられるため、
楽な座位を採るこ
とが可能。

車椅子フットレスト遠隔操作器
ハンドルをひくこ
とによってフットレ
ストの操作が可
能。また、足を
外すとフットレス
トが自動で起き
上がる。

動物用超音波検査用脚付マット 正確で再現性の良い
心エコー計測が可能
に。
V字パッドは脱着可能
なため、腹部エコー、
心エコーとも行える。
動物の大きさによって、
三種類のマットを使い
分け。

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

株式会社サノ 古物商

※この商品の販売は、株式会社サノが承っております。

11 株式会社三栄機械

12 JUKI産機テクノロジー株式会社

13 株式会社ゼロニウム

17 株式会社みらい

https://conference-park.jp/base/212

https://conference-park.jp/base/208

https://conference-park.jp/base/199

製造業 防衛省の採用実績製販

医療現場・災害現場でも耐久性を発揮する生地と自社の縫製技術で、丈夫な医療機器携帯バッグを一個単位から製作いたします。

高価な医療機器を保護

自衛官が使用する製品の開発ノウハウを
医療機器の携行バッグに応用可能。

パラレスキュー、DMATベストの製作
・子供や若年層
向けにお好きな色
で個別に製作。

・医療機器収納
ケースのイメージを
一新。

個別製作酸素ボンベ用ケース

業務画面集約×視認性

大手医療機器メーカーの採用実績が
豊富です。

分光測色計 AY555 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。

製造業 ISO14001 ISO9001ISO13485
医療機器メーカーとの取引実績

3DCG/アニメ・ゲーム/XR(VR・AR・
MR)/360度動画撮影編集/プロ
ジェクションマッピング/インタラクティブ
アート、CG関連コンテンツを幅広く企
画制作しています。

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。

販売製造業 製販

公的資金活用

試作・開発中

製品開発型（OWN/OEM／ODM）

ISO9001取得。航空産業で培った
技術から医療機器製造装置、医薬
品製造装置へ展開、開発しています。
装置化･自動化･ロボット化をメカニク
スの力で支えます。

https://conference-park.jp/base/460

各種生産設備のメーカーです。設備全般をオーダーメードで設計・製作しております。各種治具の設計・製作も行っております。

お客様から支給された三次元モデルデータ
から３次元CADを用いて設計 H27年度導入のチタン5軸加工機

ISO9001 地域未来牽引企業JIS Q 9100

医療機器の設計から完成品
の組み立てまで対応
（事例：分光測色計等）

チップマウンターで培った
XYZ搬送技術で受託開発
（例：医療用冷蔵保管庫等）

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」

自衛官用の装具製
作技術で製作。
収納性も良く、非日
常的な極限状態で
も破損しない耐久性。

省力化装置実績

仮想現実技術「VR・AR・MR」×医療

3DCGを中心技術とし、幅広いジャンルのコンテンツを
企画開発。お客様のご要望にあわせてカスタマイズ可能。

自転車エルゴメーターとケイデンスセンサー連携による
有酸素運動の動機付けソフトウェア（開発中）

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

https://conference-park.jp/base/461
https://conference-park.jp/base/210
https://conference-park.jp/base/203
https://conference-park.jp/base/207
https://conference-park.jp/base/211
https://conference-park.jp/base/462
https://conference-park.jp/base/212
https://conference-park.jp/base/208
https://conference-park.jp/base/199
https://conference-park.jp/base/460

	作成用（新）

