平成29年10月12日開催 福井県 本郷展示商談会・交流会 出展企業リスト
企 業 名

1

ポ イ ン ト

ヤマウチマテックス

電子ビーム方式
チタン合金3次元
積層造形により、
従来の切削加工
より短納期で高
強度の製品提供
が可能

株式会社

伸線・圧延・異型線加工・レーザー加工・
スウェージング加工・金属3Dプリンターに
よる積層造形など独自のチタン加工技術
試作開発
医療機器製造業許可
ISO13485取得予定

2

セーレン

受託製造

株式会社

廃棄物及び資源
回収物など目的
に合わせた袋を
用意できます。
内容物に合わせた形状で、動
くことなく、形もすっきりとする

カップの大きさに合わせて溶着
シートがはがれ、保持が可能

分別用のクロス袋

分別用のPE袋

株式会社

いずれも
医療機器での
量産実績あり
チタンパイプ内径部
への部分めっき

福井鋲螺

医療機器向け
絶縁性表面処理

非粘着性向上
複合めっき技術

微細な切削加工
（針の円錐状部分に斜穴）

歯科製品（純チタン）

インプラント抜去用ドリルツール

加工設備

株式会社

医療機器製造業許可

株式会社

チタン陽極酸化法
による発色技術

若吉製作所

冷間鍛造技術による微小・特殊形状
の鍛造パーツおよび省力機器の製
造・販売
医療関連実績

7

ラボ用特殊繊維構造体試作
（PGA管状体・PLLAメッシュ）

株式会社

純チタン・チタン合金などの切削加工
医療機器製造業許可
ISO9001
ISO13485
第一種医療機器製造販売業許可
高度管理医療機器（クラスⅢ）承認

6

細胞培養培地・試薬
（シルクたんぱく質セリシン） 医療・精密機器用繊維資材

清川メッキ工業

弊社は、「ナノめっき」を核に、幅広い産業分
野向けに接合性向上などの機能性めっきを
提供しております。
2012年より医療機器（クラスⅡ）向け部品へ
の表面処理を量産で行っております。

5

ＰＥＴ繊維管状体による
人工血管基材

ミヤゲン

国内外に生産拠点があり、小ロット
から大ロットまで用途やコストに応じ
た袋の生産が可能。
車輌関係、原子力発電関係、食料
品の分野で実績あり。

4

・医工連携による研究開発実績あり
（平成29年度サポイン戦略的基盤技術
高度化支援事業採択）

株式会社

繊維を使った基材・構造体を開発。
原糸開発～構造体・成形～特殊後
加工～専用設備・工程の一貫開発
で特殊用途にも対応します。

3

・今年度、日整会・手外科学会・足外科
学会・中部災害外科学会出展（予定）

先端へΦ0.14微小穴

異形深穴＋横穴加工（深絞り加工）
1台の加工機内で量産可能

特殊材料での依頼へも
対応可能

金属加工製品

樹脂加工製品

鍛造加工＋曲げ加工
一体化加工によるコストメリット

シャルマン

日本のものづくりで鍛えた世界一のチ
タン加工技術で医療開発に挑戦して
医療機器製造業許可
おります。
第二種医療機器製造販売業許可
第三種医療機器製造販売業許可

8

レーザー微細接合技術によ
る異種金属の微細接合技術

金属＋樹脂 複合加工製品

チタンクリエーター福井

チタン関連技術を持つ企業の集団に
なります。
各企業が専門の技術をもち、要望に
応えます。
医療関連実績

9

株式会社

陽極酸化処理による
色付け

寺本鉄工
福井大学医学部との
共同開発実績あり

弊社は、医療機器、半導体をはじめと
した、高精度・高精密が要求される
様々な分野・業種の機械設計製作・
組み立てを得意とする会社です。
錠剤粉除去装置
株式会社

10 アートテクノロジー
金融、製造、流通、社会インフラ、官
公庁などの多種多様な分野において、
Webシステムを活用した業務統合シス
テムをご提供してお客様の業務効率
化を行います。

工場内部

簡易クリーンルーム

床マット式の欠点を大幅に改善した
「あんしんプレートセンサー」
・小型で軽量
・掃除、シーツ交換など他作業への影響がない
・感知のタイミングが早く、端座位になる前に通報できる
・故障が極めて少ない
・利用者からセンサーが全く見えない
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離床センサー「あんしんプレートセンサー」

平成29年10月12日開催 福井県 本郷展示商談会・交流会 出展企業リスト
化を行います。
企

業 名

ポ イ離床センサー「あんしんプレートセンサー」
ン ト

11 有限会社 トップテクノ
弊社ヒーターの医療関連機器への採用一例
・IPS細胞培養装置
・CTスキャナ ・温熱パック
・病理検査装置
・人工透析用リクライニングシート

足温パック
アルミ箔ヒーター

シリコンラバーヒーター

表面改質処理剤
「ホロクリン」

機器表面の汚れや特定の
金属元素を選択的に除去

不織布ヒーター

12 株式会社 北陸濾化
表面改質処理剤は、高度管理医療機器の製
造時に生成される汚れや金属元素を除去す
ることが可能な製品です。また、不純物の除
去時に表面に微細な凹部が生まれ、骨芽細
胞との親和性を向上させることができます。

金属表面に凹みを形成し、
骨芽細胞との強固に密着

13 株式会社 ユメロン黒川
「HEATRAY（ヒートレイ）」のコンセプト
を根幹に据え、美容と健康をサポート
する様々な製品・サービスを企画・製
造し、提供しております。
共同研究 富山大学、福井大学

濡れない足湯「おもてなしあしゆ」
羊毛、カシミヤ、羽毛より蓄熱性の高い天然鉱石含有蓄熱遠赤外線放射綿使用。
福井大学と患者への治療効果について検証をおこなっています

岩盤浴パット

14 株式会社 ジャロック
世界トップレベルのスウェージング加工
技術を持つ弊社は、高精度の多角形
加工や外径Φ1mm以下の細径加工、
異径線加工で皆様の多様なニーズに
お応えします。

６ＡＬ４ＶＡチタン人口骨等

吸引管

パイプ内外径直角加工

撚り線（より線）スウェージング加工

15 ハート光学 株式会社
メニィーナSP Duo（デュオ）は、白内障
手術直後から保護メガネとして、且つ
完治後は高機能調光サングラスとして、
他社よりも長時間継続して使用するこ
とができます。

16 日華化学 株式会社

弊社のコア技術

医療分野への応用 応用例①：医療器具洗浄剤
優れた洗浄性
に加えて、高い
防食性を有する
ベーシックなハ
イパワー洗浄剤

弊社のコア技術は、洗浄、乳化分散、浸透・湿潤、起
泡・消泡をはじめとする界面科学であり、この技術を
元に医療器具洗浄分野へ展開しております。医療分
野以外でも様々な幅広い分野へ進出しており、その
経験で培った技術と界面科学技術で、お客様の様々
なご要望に応えます。

17 関西電子ビーム 株式会社
商業用としては、国内最大の透過エネル
ギーを有する10MeV電子線照射による医療
機器・医薬品容器・化粧品材料等の滅菌受
託サービスを提供しています。

箱詰めのまま照射して、
滅菌や材料の改質が可能

応用例②：血液凝固防止剤
医療器具に
付着した血
液汚れの
「乾燥」「固
着」を抑制

①透過性能を有する →完全密封包装後の滅菌が可能（ガス透過性の包材不要）
→アルミラミネートバック等のアルミ包装材の使用可能
②照射による温度上昇は数度 →熱の影響を受けやすい製品への滅菌が可能
→冷蔵・冷凍品への照射も可能
③滅菌パラメータは吸収線量のみ
④医療機器の放射線滅菌では線量確認による出荷（ドシメトリックリリース）が認められている

18 北山設備 株式会社
給排水・衛星・冷暖房の設計施工のプロ
フェッショナルです。医療製薬用純水装置の
設計・開発・メンテを行っています。これらの
技術を用いて医療機器業界への参入を考え
ております。

DN(ドイツ規格)とサニタリー管加工

バーリング加工

バーリング加工から最短長での溶接
水溜りを極力なくす加工
圧力計・温度センサーの取り付けに。

19 株式会社 ホソダSHC
人体に近い感触を有した練習キットな
どがございます。
福井大学・金沢大学・愛知医科大学・
東京医科歯科大学ほか、各大学医学
部及び看護各部等と繋がりあり。

20

株式会社

岩崎機型

、航空機部品用金型の製造と一般製品用金
型の製造を主とし、ロストWax用金型・鋳造
用各種金型・プラスチック成型用金型と北陸
唯一の営業品目を取り扱っております。
ISO9001

AS9100

透析穿刺ＳＡＳＵＭＯ

手術用縫合練習キット

・2016年よりAMED国産医療機器創出促進基盤整備事業に参加
・金沢工業大学・革新複合材研究開発センター（ICC）にもご指導・
ご協力頂ける体制を整えている。
・産学官連携を確立しており、CFRP用金型に関しては、福井大学・
福井工業技術センター（FCC）の指導・協力を得ている。
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中心静脈穿刺練習キット

