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株式会社ワイズ・リーディング

ミシン針で培った針造りのノウハウを活かし、
医療関連、アパレル関連、工業用など、
様々な分野の針や部品の製造を行っており
ます。

K１ 九州オルガン針株式会社

製造業

株式会社チャーリーラボ

株式会社テラシステム
「お客様、現場目線のモノづくり」を方針とし
て、自動車業界や医療の環境分野など、
様々な製造業界向けの生産設備を製作。
昨年より、医療現場で術式の検討・指導に
役立つ3D疑似骨モデル「テラモデル」の提供
を開始。

医療・地域の企業様をサポートする為のソ
リューションをご提案いたします。新たに、『薬
剤ピッキング監査システム』をラインナップとし
ました。Androidスマートターミナルを活用し、
薬局現場の課題解決に貢献いたします。

歯っぴー株式会社

穂栄株式会社

ファインバブルと酸素を使った生産技術を核
に2010年に設立。「体内に入れても安全な
オゾン水」生成装置を開発。既存の電解式
オゾン水の異物混入問題や短時間で分解
されるオゾン水の課題をクリアし、8時間持ち
運び可能なオゾン水を実現。

有限会社坂本石灰工業所

メドキュア株式会社

株式会社プレシード

長年にわたる実績とたゆまぬ研究開発によっ
て、多くの輝かしい賞を受けるなど内外で高く
評価されています。熊本に拠点を置き、中
国地方や関東にも支店を展開しています。

ISO9001製造業

クリーン・精密・省エネを開発コンセプトとして、
自動化機械、装置を開発、製造しておりま
す。微細な塵や埃が厳しく管理される、半導
体、液晶業界で培ったクリーン技術を応用し、
医療、食品分野でお使いいただける、クリー
ン化関連製品を開発、製造いたしております。

ISO9001

医療機器メーカーとの取引実績

医療機関の採用実績

医療機器メーカーとの取引実績

https://conference-park.jp/base/269

https://conference-park.jp/base/270

https://conference-park.jp/base/271

https://conference-park.jp/base/272

https://conference-park.jp/base/273

試作・開発中 公的資金活用

https://conference-park.jp/base/274

試作・開発中

公的資金活用

医療機器メーカーとの取引実績

https://conference-park.jp/base/275

https://conference-park.jp/base/276

精密部品の受託開発-受託生産 極細多面研磨 生体組織移植針キット Ez-Plant

シルク由来フィブロインタンパク質の応用

3Dモデルサージェリー用疑似骨モデル「テラモデル」

患者様の実物大モデルで、
患部や関心部位の見える化へ。

術前シミュレーション以外にも、患者様への説明や
若手医師の教育・手技向上などに。

『薬剤ピッキング監査システム』で、ピッキング間違いの対策、新人・助手の作業効率化へ繋げます。

水でツボを温めるお灸「OQUA(オキュア)」 樹木のアロマ成分の蒸散でリラックス 体積膨張しない石灰乾燥剤(医療用)

局所クリーンブース／簡易クリーンブース／プレハブ型クリーンブース

陰圧クリーンブース

カルシウムを利用した機能性製品を開発しています。

肌に優しいシリコーン製のソフトなリングで目の
周りを刺激。長時間にわたるパソコンやスマホ
の利用、毎日のマスク生活。こうした日常で大
事にしたい目元の美容に役立てていただける
ような製品づくりに取り組んでいます。
見た目だけではなく、目の周りを刺激すること
で得られる効果について、臨床現場の先生が
たとの共同研究を目指しています。
ぜひ、意見交換をお願いいたします。

医療・電子・アパレルをはじめとする各種産業分野に貢献する精密部品の金属加工を行っております。

●線径Φ0.3～1.0mmに
多面研磨が加工

●面は最大6面、面角度は
等角、不等角どちらにも
対応可能

●研削深さも各面毎に
変更可能

切開や麻酔を必要としない注射器
による組織移植。

「熊本大学の岡田教授」と同大学
内に研究室を持つベンチャー企業
「株式会社キュオールの刈谷博士」
の考案により共同開発しました。

生体吸収性の医療機器は、体内にインプラ
ントされた後、患部の治癒・回復に伴って
徐々に分解し、やがて消失するように設計さ
れています。当該機器を用いた治療では、
抜去等の再手術が必要ないため、医師・患
者共に負担が軽減されます。

”生体吸収性”をキーワードに、革新的な次世代医療機器の開発に取り組んでいます。

術式や患部組織の性状、治癒
過程の生体反応に応じて、機器
の構造や構成を設計しています。

シルクの特性をもとに、
コーティング材やバルク材への
応用を図っています。

医療グレードのマグネシウム合金の応用

マグネシウム合金

加工

成形基材

化学研磨

鏡面性状基材

化成処理
生体吸収性インプラント

シルク 精錬

フィブロイン繊維
フィブロイン溶液

加工
いろいろなシルク由来の治療機器

オーダーメイドで設計・製造・販売まで。お客様のニーズに応える完全オリジナル製品を開発しております。

保険適用/高い再現性/スタッフとの情報共有/患者様への説明用 神経や腫瘍などの関心部位が着色可能
実際の骨と同じように切削ができるので、
リアルなシミュレーションが可能

課題と解決策 機能説明 システム導入効果

医療現場での知識と最先端のITテクノロジーを掛け合わせ、様々なソリューションを開発・提供しております。

患者様のDICOMデー
タから、「皮質骨と海綿
骨の硬度差をもつ骨構
造」を「実物大」で再現。

K939画像等手術支援
加算が適用可能。

AIやIoTなどの先端技術を活用した医療・
介護のご支援を提供します。
弊社の特徴は、産学連携によるエビデンスに
基づいたサービスの提供、及びオンラインとオ
フラインのいずれも提供可能です。

大学等の共同研究実績

医療機器メーカーとの取引実績
光とガスを利用し、ウィルス・細菌の細胞内にある
DNAやRNAのらせん構造に作用し、増殖不能
(不活性化)を触媒により高めた機器です。

検査部位にライトの光を当てることにより、
肉眼ではわからない微生物をリアルタイム
で観察できます。

光誘導蛍光定量法を応用した検査器具です。
清潔で損傷のないエナメル質は青色に、成熟した歯垢・歯石が沈着
した箇所は赤紫からオレンジ色の蛍光を発します。

すべての人に健康と福祉を。身体の入り口のお口の健康から全身の健康を実現します。

除菌バック

哺乳瓶 マスク

入れ歯 マウスピース

染め出しライト 光を当てる歯垢可視化方法微生物蛍光ライト

マラセチア性皮膚炎

緑膿菌

医療や福祉などの集合施設における殺菌水生成装置としての商品化を目指しています。

独自製法安全につくれる飲用オゾン水生成装置
オゾンは熱や光によって酸素に分解さ
れるため、無菌の酸素水として飲用
可能。オゾンの高い殺菌効果により、
災害対策用の長期保存水としても利
用できます。

無菌水として災害対策への利用も

溶解

従来のお灸とは異なり、火を使わずに
石灰と水による発熱現象を使用した
お灸のため、安全性が高く、セルフケア
のシーンがさらに拡がります。

お部屋に樹木の香りが広
がるアロマディフューザー。

ストレス発散効果のある樹
木成分など数種類の樹木
成分を準備中です。
販売連携先を募集してお
ります。

体積膨張しない酸化カルシウム系乾
燥剤です。水分の吸湿率は約20％
で、主成分は酸化カルシウムの為、一
度吸湿した水分を吐出す事はありま
せん。
吸湿前後の体積がほぼ同じで、吸湿
後も崩壊せず、球状を保ちます。
吸湿速度が速く、通常の生石灰(粒)
の８倍の吸湿速度(当社比)です。
販売連携先を募集しております。

煙もニオイも出ない
のでどこでも使用が
できます。

クリーン環境を手頃な価格でお届けします。

N95マスク製造装置 足踏み式消毒液
ディスペンサー

ブース内の空気を高
性能フィルタを介して、
外部に排出します。
ブース内部を陰圧に
することにより、内部の
汚染を外部に漏らす
ことを防ぐことが可能
です。

高性能フィルタユニットを搭載し、ブース内部の空気をクリーンな
状態に保ち、外部からの異物の侵入を防ぎます。

飛沫感染防止
パーテーション

コロナウイルス対策商品

目元の健康・美容に役立てていただけるよう、製品作りに取り組んでいます。

目の周りをリフレッシュする目元スッキリ器具：eyerevo®
縁になだらかな傾斜が設けられており、
底面には操作をしやすくするための凹凸が
施されています。

目の周りをリフレッシュする器具（PCT国際
特許取得済み『特許番号6820046』）の
開発に加え、その特徴を活かした美容器具
（国内意匠取得済『意匠番号
1697207』・海外4カ国出願中）の開発
にも取り組みます。

試作・開発中

https://conference-park.jp/base/277

肌に優しいシリコーン製のソフトなリングで
目の周りを刺激。
外眼筋のストレッチを利用したクリアな
視界をサポートする製品です。

大学等の共同研究実績

製品開発型（OEM／ODM） 地域未来牽引企業

大学等との共同研究実績

地域未来牽引企業

新人、助手でも容易に作
業可能となり、人件費
20%削減にも繋げておりま
す。薬剤を写真によるエビ
デンスを残すことで、後から
の患者問合せにも確実に
対応可能とする事も特徴と
します。

Androidスマートターミナルに様々な機能を
備えており、機能拡張が出来る事が特徴に
なります。監査・写真による記録機能も備え
ており、先行調剤においても、後からの処方
箋入力でも患者との照合も可能です。また、
新人でも分かる様に、薬剤を保管している棚
番も登録・表示可能とします。

厚生労働省により、薬局の
助手によるピッキングが認めら
れました。弊社の『薬剤ピッキ
ング監査システム』を利用頂く
ことで、ピッキング間違いの対
策、新人・助手の作業効率
化へ繋げます。

新型コロナウイルスの不活性化が確認され
ているオゾン水を安全に生成。
高濃度オゾンガスの危険性がなく、感染対
策として会社や店舗、集合施設等で利用
できます。
殺菌用オゾン水のほか、飲用可能な無菌
水も同時に生成できます。

電機分解式オゾン水発生器と弊社
が特許を取得している気泡混合技術
を組み合わせた新しい製法。
弊社は特許技術を活用した酸素水
生成装置を開発し、農業や畜産、水
産養殖において成長促進や免疫機
能向上による生産性向上を実現して
います。

電気制御、メカ・ロボット技術を得意分野に、
設計から製造まで自社一貫体制で対応。
医療関連メーカー様向け生産設備のオー
ダーメイド対応(設計・製造)の他、
ODM/OEM、医工・産学官病連携での製
品開発も実施。

株式会社AKシステム

https://conference-park.jp/base/289

製造業 ISO9001
医療機関の採用実績

医療機器メーカーとの取引実績

試作・開発中

公的資金活用

自動省力化・ロボットシステムの
設計・制作

制御盤設計製作、各種装置のOEMなど

特注品の設計製作、オーダーメイド生産設備対応、
産官学・医工連携による製品開発などに取り組んでいます。

施設内の運動・リハビリ用
機器「こいじゃる！」

オーダーメイドから量産対応まで。
多分野の豊富な経験と実績があります。

メカ設計、PLCや周辺機器のソフトなどの、
設計から配線・製缶、現地立ち上げまで
一貫した体制で対応いたします。

車いすに取付け 車いすに取付け

オーダーメイドのオンリーワンを創造。一貫体制をもって生産設備への多様なニーズにお応えします。

車いす用転倒防止器具
「ピタッとストッパー」

医療・介護福祉機器の製品開発

最大12台の
シリンジポンプ、
輸液ポンプを
接続でき、
コード類は
中心部に集約
できます。

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

O1

多連ポンプスタンド

https://conference-park.jp/base/269
https://conference-park.jp/base/270
https://conference-park.jp/base/271
https://conference-park.jp/base/272
https://conference-park.jp/base/273
https://conference-park.jp/base/274
https://conference-park.jp/base/275
https://conference-park.jp/base/276
https://conference-park.jp/base/277
https://conference-park.jp/base/289
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自動機設計/製作事業と精密部品加工事
業あり。主な取引先は自動車業界で、医療
業界へも展開。大分県医療機器製造業の
認可を受け、医療用搬送装置、治療機器
等の製作実績あり。

株式会社佐々木精工

https://conference-park.jp/base/288

医療機関の採用実績製造業

医療機器メーカーとの取引実績

医療用マッサージローラ
医療用自動組み立て装置

特注医療用台車

株式会社ケイ・エス・ケイ
精密金型部品（微細・超精密加工）を強
みとしており、充実の設備と職人の技で
±0.5μmの加工精度を安定的に提供。
製造装置や金型部品での実績あり。
医療分野では、透析用注射針の先端部の
穴加工や、PTPシートの裏面にハーフカットを
施すブレードに着手。

https://conference-park.jp/base/286

医療分野での加工実績
超硬合金材や耐摩耗材の超精密加工を得意とし、±0.5µmの加工精度を安定的に提供します。

５軸複合旋盤と円筒研削盤で、あらゆる形状・あらゆる材質に対応します。

透析用注射針の先端部の穴加工や、PTPシート製
作用金型、シート裏面にハーフカットを施すブレード。

曲がる超硬
人工透析用留置針の先端部分
パンチ穴の加工用の部品を製作しています。

厚さt=15ミクロンという薄さ
で、紙のように折り曲げること
が可能。
高精度(2ミクロン)同時加
工により、医療製品製造装
置・金型に使用される部
品・治具のコストダウン及び
短納期のご要望にも柔軟に
対応。

整体師、整形外科で使用される部位に
合わせたマッサージローラ。
高い同軸度が要求される回転部も対応可能です。

医療用の検体を採取するためにキャップ
にフィルターを挿入する装置です。

医療現場からの相談により
「ECMO(エクモ)」の専用台車
を製作しました。

ロット１個、完全オーダーメード
の部品、装置まで対応しますの
で、お気軽にご相談ください。

印刷事業、発泡スチロール事業、射出成
形事業、医療機器製造事業と日本経済
の発展や社会環境の変化に適応し事業を
拡大してきました。
全てのお客様に高品質で安全な製品をお
届けします。

板金・溶接・塗装など機械や板金加工を得
意とする企業です。医療機器開発にも取り
組んできました。すでに、体位変換機、内視
鏡教育用マーカー、開口器など）が開発完
了を迎えようとしています。

吉玉精鍍株式会社

製造業

「めっき技術を活用して医療機器開発に貢
献する」をスローガンとし、めっきのパイオニアと
して関連企業、医療機器メーカー、行政、
医療従事者等と連携して地域社会への貢
献を目指しています。

ISO9001

不織布や布やガラスなどに電気回路を実装。独自のめっき技術で医療機器開発に貢献します。

試作・開発中 銅めっきした不織布やフィルター 安全エアー吸入式軽量化ウイルス防護服
不織布×電気回路＝医療センサー

人工関節の部品加工と研磨仕上げの分野
での参入を図り、日々、研究しております。コ
ロナ禍において「医療の未来へ挑戦したい」
という思いを強くし、私たちは、開発意欲のあ
る、医療機器製造販売メーカーとの出会い
を希望しています。

ミツワハガネ株式会社

ISO9001

人工関節の部品と研磨仕上げの分野に参入しました。
航空機産業で培った経験と実績を活かし、医療の未来へ挑戦します。

品質管理システム確立への意気込み 3Dデータシステムによる加工シミュレーション
医療機器専用ラインの拡張余地
(例:人工関節の部品加工と研磨仕上げ等)

マツタ工業株式会社

株式会社昭和

軽量・小型化など、医療福祉機器のニーズに応えます。

金型製作部門、メンテナンス、プラスチック製
品加工、機械保全をメインに業務を行って
います。製造業という立場上、最も重要であ
る｢人」そして「モノ」を大切にし、「製品の生
みの親を作っているというプライドを持って仕
事に取り組んでいます。

製造業 販売

医療のさらなる発展に貢献することを願って、医療機器開発に取り組んでいます。

開口器
術野マーカーシステム

体位変換機開口器 開装器

安井株式会社

有限会社花菱精板工業

医療機器部品から医療機器組立て、及びパッケージングまでトータル受託製造を承ります。

医療や福祉の現場で必要とされる現場の「ほしい」を形にします。

ISO9001 製造業 ISO13485販売

医療・福祉分野では医療従事者や患者さ
んにとっての使いやすさに気を配る製品開発
に協力をさせていただいております。
デザイナーと製販企業が意図する形をものづ
くりで実現することを目指しています。

ISO9001
医療機器メーカーとの取引実績

医療機器OEM

射出部品製造

製販企業様から相
談を受け、1日で形
に。
薬液を保持する治
具、注射器を引くた
めの治具

立ち上がり補助具
「オルタス」

３次元測定器
オムロン太陽の取組に共感。
「(仮)転ばナイス！」開発協力 放電用電極（先端φ0.3） エッジ部分の肉盛 材質：SKD-61

https://conference-park.jp/base/260

https://conference-park.jp/base/261

https://conference-park.jp/base/262

https://conference-park.jp/base/263

https://conference-park.jp/base/221

https://conference-park.jp/base/189

先端鈎部には強靭で視認性に優れ、絶縁性の透明プ
ラスチックを採用。先端鈎部は素早く取り替えられます。
軽量でコードレスのLED照明器は、術者のストレスを軽
減し、術野を明るく確保します。

さまざまなニーズにお応えします。(OEM承ります)
医療機器部品から医療機器組立て及び
パッケージングまでのトータル受託製造を承ります。

照明付き医療用鈎「コウプライト」

１度に6バイアル
並べられるホルダー
「Quick Filler」

薬液容器ホルダー

医療用カート、飛沫防止パーテーション、
尿器ケース、アンプルオープナーなど、金属
加工・樹脂加工の製品事例

口腔外科・整形外科の医師と共同開発

外部からのエアー吸入口に
銅めっきをした不織布フィルターを活用。

航空機で取得したJISQ9100
と同様に医療機器グレードの品
質管理を目指します。

特殊な前工程と無電解めっき技術を応用
して不織布や紙、ガラスなどに回路を実装。
少量の血液や体液から容易に電気伝導
率が測定可能な検査チップを目指します。

銅の抗菌性能、抗ウイルス性能、消臭性能、
電磁波遮蔽性能の特性を活かした製品開発

介護者の負担をゼロにする自動装置

企画から設計、製造、開
発、上市までを自社、協
力企業と協業でおこない
ます。
試作からテストまで一貫。
少ロット対応可。

ペインクリニックで、腰痛な
ど関節痛の注射の準備に
毎日使われる。

金属３Ｄプリンタなど、医療機器
の開発・製造設備を整備。
医療機器メーカーの要望に対応。

視線の動きで関心部位をリアルタイムでモニター
上でキャッチ。マーキングも自由に。

O2

O3

O4

O5

M1

M2

M3

M4

M5

M6

オリジナルブランドのクロッツは、ウェットスーツ
に使われる、断熱性・保湿性・防水性などの
特徴を持った特殊生地・クロロプレンゴムを
使用。表面は速乾性・吸水性に富んだナイ
ロンジャージのさらりとした肌触りでお手入れ
も簡単。

ヘルメット潜水株式会社 クロッツ製品は、健康・安全をテーマに皆様の声をフレキシブルに製品作りに活かし、スピーディに形にしていきます。

ISO9001 医療機関の採用実績

医療機器メーカーとの取引実績 試作・開発中

製品開発型（OWN／OEM／ODM）

https://conference-park.jp/base/373

https://conference-park.jp/base/288
https://conference-park.jp/base/289
https://conference-park.jp/base/260
https://conference-park.jp/base/261
https://conference-park.jp/base/262
https://conference-park.jp/base/263
https://conference-park.jp/base/221
https://conference-park.jp/base/189
https://conference-park.jp/base/373


企　業　名 ポ　イ　ン　ト

熊本県、大分県、宮崎県　合同オンライン展示・商談会　出展企業一覧

株式会社ワン・ステップ

アルバック機工株式会社

小型真空ポンプ・小型真空機器の専門メー
カーです。医療分野では、医療用吸引、滅
菌器、酸素濃縮器等の真空又は加圧源と
して広くご使用いただいております。

小型真空ポンプ・小型真空機器を専門に、医療機器の受託製造・共同開発を手掛けています。
医用電気機器の規格適合性を確認する自主試験なども実施しています。

「空気を入れるだけ・簡単設置」を強みとした、エアー造形のノウハウを用いて、お客様のニーズにあった商品を開発しています。

吸引アウトレット付きポータブル吸引源
【救引Gen】

簡易陰圧装置

医療関連機器に採用されている
アルバック機工製の真空ポンプ

エアー式簡易陰圧室

医療用エアテント 陰圧装置

ISO13485
https://conference-park.jp/base/290

https://conference-park.jp/base/313
感染症の患者を隔離し、感染蔓延
を防ぐための簡易的な陰圧室です。

屋外での医療活動におすすめなテントです。 室内の気圧を室外よりも低くする
ことでウイルス等を室外に逃がさ
ない装置です。

防災・減災・感染症対策・医療関連機器の
開発・販売・レンタルの会社です。
「エアー式簡易陰圧室」という商品を開発し、
全国から約200台のご注文を頂きました。お
客様からのニーズ・お悩み事を、エアー造形
を用いて解消していければと考えております。

医療機関の採用実績

病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備え、
お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続可。

バッテリー内蔵のポータブル設計で、持ち運びが可
能。貴重な非常用電源を消費しません。

患者の移送中や、災害時、平時にも活躍します。

簡易陰圧室に接続または
設置するだけ。
CDCガイドラインに準拠
した簡易的な陰圧空間を
容易に実現。

株式会社サニー・シーリング
世界水準の品質と技術で、「できる」を形にし
ます。特殊ラベル・フィルム加工の4次元ポケッ
ト企業。安心・安全はもちろん、小回りの利く
商品、開発力・技術力をリーズナブルにご提
供します。

医療機関の採用実績ISO9001
ISO14001 医療機器メーカーとの取引実績

公的資金活用

https://conference-park.jp/base/321

研究（ラボ）・化学・自動車・電機・医療分野における薬品や溶剤に対して抜群の耐久性を誇る特殊機能ラベルを開発しています。

低温セキュリティラベル

超低温ラベル 耐溶剤ラベル(耐熱・耐寒・耐水） 包埋カセット対応ラベル
耐アルコール感熱紙
レジアルシリーズ

－80℃での検体保管BOXの保護
用として。
捺印用、オリジナル印刷などカスタマ
イズも可能。 パラフィン包埋処理工程に対応液体窒素による-196℃での

急速凍結からの結露にも対応。
「キシレン」「MEK」「次亜塩素酸ナトリウム」
にも耐性があります。 耐薬品性・筆記適正

M7

M8

M9

https://conference-park.jp/base/189
https://conference-park.jp/base/290
https://conference-park.jp/base/313
https://conference-park.jp/base/321
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