平成31年1月24日 柏商工会議所 ものづくり企業と医療機器製造販売企業商談会 in 本郷
企 業 名

1

有限会社

ポ イ ン ト

岩井製作所

【部品加工例】

医療向け部品を極小部品加工技術で製作
します。
製造業

2

慶和精工

株式会社

プレス・フォーミング・切削・表面加工。
試作品・小ロット～大量生産品。
製造コスト削減のための部品設計コンサル
テーションから、加工技術に関するコーディ
ネーション。

3

有限会社

斉藤プレス

プレス製品（刃物・プラント用バネ・順送冷間鍛造品等）

ウェーブワッシャー

マルチフォーミング

【多彩な加工例】

現在アルミ加工に特化した仕事を行って
います。何十年と積んできたアルミの加
工技術は、加工面の正確さ、仕上げの丁
寧さに自信と誇りがあります。

4

有限会社

榊精密工業

ステンレス、チタン、アルミ、樹脂等の精
密部品加工を得意とする会社です。

歯科用インプラント（チタン）

5

三蔵工業

医療機器関連部品（ステンレス）

検知機器部品（アルミ、アクリル）

株式会社

エラストマー樹脂加工を主力とするプラ
スチック製品製造業者です。金型製作か
ら樹脂成形、組立てまでの工程を当社内
で完結し、ワンストップサービスで短納期
を実現します。
製造業 試作対応

6

昭和プラスチック

株式会社

真空成型加工に特化して参りました。深絞
り、水漏れしない篏合容器の技術を医療分
野へ応用する可能性を探っています。
水漏れしない篏合容器

7

シンメディコ

複雑な形状を加工可能

小ロット・低コストで作る
真空成形

株式会社

獣医療分野に強みあり。
第三種医療機器製造販売業
第二種動物用医療機器製造販売業
動物用管理医療機器販売業
動物用医療機器製造業 医療機器製造業

8

有限会社

フィラリア（犬糸状虫）摘出のためのフレキシブルアリゲータ鉗子を開発中

外科用手術器具の製造

杉原製作所

・治工具、試作など少量生産へ対応
・NC・MC・ワイヤーカットの併用でさまざ
まな複雑形状への対応が可能
・医療製品例：
整形外科用部品、循環器系部品など

9

株式会社

スペースフォトン

ホログラム・レンズ（回折光学素子：DOE）
の設計開発ができます。レーザー超微細
加工や三次元形状分析、位置決めマーク
に利用します。
医療機器開発実績

レーザー超微細加工例
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企 業 名

ポ イ ン ト

10 スミテック 株式会社
板金の精密プレス加工・樹脂インサート成
形を軸に、精密機器・車載関連製品に多く
採用いただいております。
ISO9001

ISO14001

11 有限会社 ソメヤ
・フォトエッチング加工をはじめとした金属
加工全般およびフィルター成型
・試作から量産まで幅広く対応可能
フォトエッチング加工例

フィルター成型例

12 中央ばね工業 株式会社
異形線・高圧水素環境下対応素材・非磁性
ステンレス・高強度ステンレスなど新素材を
使用した「ばね」加工。
ISO9001

13 藤恵工業

ISO14001

株式会社

弊社は、レーシングカー、競技用自転車、
光コネクタ研磨機などの高精度を要求され
る複雑な小型部品の加工実績がございま
す。
ISO9001 製造業

14 株式会社

トッケン

実験器具、研究機器を製作いたします。
金属・樹脂加工、試作品などお任せくださ
い。
製造業

流体・粉体ミキサー

免疫反応用照明

溶液確認用ミラー

15 有限会社 長浦製作所
「プラスチック製品でのお困り事！何でもお気軽
にご相談ください！」
「東葛医療ものづくり会」のメンバーとして、医療
機器の企画イメージを具現化、製品化へつなげ
る為、専門知識を集結し対応致します。

製造業

16 有限会社 英製作所
創業1964年、以来一貫して自動旋盤加
工による技術を培ってきました。近年、自
動旋盤での量産加工技術で医療部品へ
の進出を手掛けています。
連携対応

3D造形品・試作型等
三次元微細型彫レーザー加工
スーパーエンプラ成形・回転抜き型
インサート成形
アルミ、鋼、銅系の多種な素材六角など異形素材
を入手。多彩な熱処理、表面処理で部品加工の
施術用無影灯の部品
斜め穴の加工例
多様性に対応。

製造業 医療機器 共同開発 試作対応

17 株式会社

藤井製作所

製造業

「医療用鋼製小物のニーズ対応で困りの方々へ」
金属加工・樹脂成形、両加工技術を併せ持ち柔
軟に対応致します。医療用鋼製小物の特注や従
来の職人技術品を機械加工で対応します。

ISO9001

ISO13485

医療機器

18 星金型製作所
創業より40年余りプラスチック金型設計製
造を行っております。

製造業

屈折チューブ

ニップル

流体ポンプ

流体容器部品
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企 業 名

19 松本産業

ポ イ ン ト

株式会社

動物実験ねじ（脳波測定、インプラント、骨
折再生医療データ収集）
オーダーメイドの微小ねじを作成していま
す。
製造業

20 OST 株式会社
超音波下での穿刺トレーニング・検査用
模擬生体（ファントム）を製作しています。
高度管理医療機器等販売業
超音波診断装置の精度ファントム

乳房超音波ファントム

腎結石術腎盂ファントム

21 サンケミ 株式会社
様々なプラスチック樹脂に顔料、添加剤を
混練試作やマスターバッチ、ドライカラー等
を販売しております。プラスチックの着色、
添加剤等の混練はお任せください。
着色済みペレットの販売

PEEK樹脂の着色加工、マスターバッチ

【書き消し出来る人体骨模型】 茨木県立医療大学との共同開発

22 株式会社 シグレイ
研究所や大学の研究成果の実用化、研
究者や大学の先生のニーズに応えた製
品開発を行っている会社です。
共同開発

23 株式会社

テイアイテイ

スゴい繊維が『問題解決』の糸口に！
ほしいをカタチにする高機能繊維の専門
商社が、貴社の『困った』に応えます！
試作対応 製販業

弊社はケブラーに代表される各種高機
能繊維素材を製品化することを専業に
しております。
高機能繊維素材はそれぞれ、高強力、
耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性などの特
徴を持っており、弊社ではお客様の
ニーズに応じて、素材の選定およびさ
まざまな加工を施すことができます。

生体適合性ICF
当社はＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティ
ングのパイオニアです。生体適合性ICFだけでなく、撥 コーティングサンプル
（手術用器具）
当社の生体適合性ICFは、膜厚１μｍの非 水、絶縁・導電、光学特性などお客様の様々な用途に
合わせた各種コーティング加工も行っており、その他
常に薄いコーティング加工で、低摩擦・耐摩
特殊用途にも適した皮膜のカスタマイズ設計も可能で
耗性・耐凝着性等の特性と生体適合性を両
す。手のひらサイズの小さなお品物から最大3.5ｍの
立させた表面処理です。
ISO17025 大型製品まで、幅広いコーティング加工に対応してお
共同開発 連携対応 製造業 試作対応 ります。

24 ナノテック

株式会社

薄膜評価試験機

コーティング装置

株式会社

25 フォーエスメディカル

高い自由度
軽量・コンパクト

小型軽量なオリジナル製品の企画が得
意です。整形外科向け医療器械を多数取
り扱っております。
高度管理医療機器販売業貸与業

chiccyai創外固定器

指用創外固定器

全国の病院
による多くの
症例経験

26 株式会社 サンテック
超音波洗浄機の製造・販売を中心に超音
波応用機器の研究・開発を行っておりま
す。
共同開発
水槽に投入して使用

㈱エヌディエヌ協力のもと、医療用卓上式超音波洗浄機を製作

27 デュケインジャパン 株式会社
プラスチック二次加工を行う「溶着機」は接
着剤が不要で、クリーンルーム内での無菌
状態を保てる加工が可能です。
弊社サーボ溶着機は世界累計１千台以上
の販売実績がございます。

超音波プラスチック溶着機

振動溶着機

応用例：医療用PC材チェックバルブ
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企 業 名

28 株式会社

ポ イ ン ト

ヒートテック

加熱・乾燥処理工程で新しい機械や設備
をお考えの皆様へ
貴社の目的に応じた熱源を使用し、最適
な方法で加熱、乾燥が可能。試作から導
入後までサポートします！
製造業

29 三井電気精機

株式会社

自動熱処理加工を行う機械
短時間で高温に加熱することが可能
目的に応じて最適な熱源を選定
【独自技術】
【直動を使用した機器】
【超音波機器】
【共同開発事例①】
【共同開発事例②】
高周波モーター
DNA断片化装置
超音波ホモジナイザー
特殊遠心分離機
細胞分離装置

機械装置の開発・製作はお任せください。
医療機器

共同開発 試作対応

連携対応

ISO9001

30 XP Power Japan 株式会社
スイッチング電源の製造
ISO13485 ISO14971
PFMEA

DFMEA
スイッチング電源

31 グローバルマイクロニクス
株式会社
アナログセンサーの信号処理・解析で30年
の実績
医療機器 製造業
第2種医療機器製販業
共同開発 ISO9001

ISO14001

乳幼児体動センサー

血流促進マッサージ器
東京大学大学院医学系研究科
真田研究室との共同開発

血液分析装置用「ログアンプモジュール」

32 株式会社 コネクト
金属プレス加工をメインとしてカシメ、溶
着等の組立迄を得意とし、カシメ機械及
び治具の製作もノウハウがあります。
ISO9001

製造業

連続端子

33 株式会社 シロク

自社のセンサ技術を
応用し、筑波大学と
共同で、一人で簡単
に使える認知機能測
定・訓練機を開発し
ました。

独自開発のセンサー技術により、コストパ
フォーマンスの高い画期的な製品を制作
しています。
製造業

レントゲン時に写らない
カーボン線用端子及びカシメ治具

共同開発

【各種センサーを提供しています】

電磁誘導方式圧力分布センサー

34 株式会社 NISHIHARA

水中でも使える
金属パターン検出器
溶接不具合判定事例

レーザー加工機周辺機器の開発、製造を
行っている会社です。レーザー加工モニ
ター技術の医療機器製造分野への適用
を探っています。
共同開発 製造業

35 株式会社

可とう端子

レーザー加工部の熱
放射光を測定すること
で、瞬間的に発生する
不具合を検知可能
波形処理装置

集光ユニット

ラムテック

NVIDIA（CUDA GPU）を使用した高速画像
解析処理の開発、DICOM規格に準拠した
ソフトウェアの開発を請けたまわります。
第二種医療機器製造販売業
医療機器 ISO13485

製造業

細径内視鏡画像処理装置ユニット

LAMDIAシリーズ

ものづくり企業を応援するための、たくさんの「出会いの場」＆
「つながる機会」をご用意しています！

フルに活用、繋がる。拡がる。
ビジネスマッチングプロジェクト「東葛工業人交流会」
イチ押し！

企業数・工業生産量の多い東葛地区にて、柏・松戸・
野田・流山商工会議所、近隣４商工会（我孫子市・柏
市沼南・野田市関宿・鎌ヶ谷市）及びつくば地区との
広域連携により、各地区管内の工業者等が一堂に
会し、積極的な情報交換、交流を進めることによって、
新市場参入や販路拡大を図ることを目的とした事業。

「医工連携・産学官連携」推進！
成長分野
に注目！

「展示会」で 販路拡大！ Webで 取引先探し！
その他充実
のメニュー！

海外の 販路開拓！etc･･･

