
1 （株）KSK
ユーティリティウォーカー

12 水戸工業(株) 小型万能持針器

ラウンドカート

点滴スタンドを持ったまま病院内を
移動するときに使用される転倒を防
止する歩行補助機能製品。

詳細は会場で紹介

2 (株)三幸製作所 ラウンドカート
吸引器/酸素残圧低下警報器

13 佐竹化学機械
工業(株)

動物細胞培養装置
(VMFリアクター）

ラウンドカート

酸素ボンベに取り付けられる圧力計
指針が一定のゾーンに入ったことを
検出し残圧を警報する器具。

優れた混合性能と穏やかな撹拌
を両立した上下往復動式培養撹
拌装置。

3 三田理化
メディカル(株)

採血検査用やわらか
湯たんぽ 14 (株)住田光学

ガラス
生体観測光学プローブ、同

軸照明ユニット

血行促進で採血がスムーズに。準
備は、お湯（70～80度）のみ。

内視鏡手術に用いる生体観察プ
ローブ。屈折率分布型レンズ色収
差や視野周辺の画像歪みを低
減。

4 ユニオンツール
(株)

見守りレーダ 15 ラジエンスウエア
(株)

紙カルテ支援システム
【Liton】

X線検査の更衣室など、プライバ
シーの確保が必要な空間をレー
ダー技術を使い、非接触で見守り可
能。

医療クリニックで利用されている
ペーパーカルテを保管するシステ
ム。患者の薬剤履歴を検索できる
機能を有するソフトウェア

5 (有)宇賀神溶接
工業所

ハンドバイク

16 (株)ティ－アンド
エス

超小型Ｘ線撮影システム

手で漕ぐ三輪自転車。症状・体格に
合わせて最適なサイズをカスタムメ
イド。様々なオプショナルパーツの
装着が可能。

詳細は会場で紹介

6 ギネマム(株)
レディケア

（皮膚バリア粘着プレート) 17 ドクタージャパン
(株)

医療従事者用放射線防護
メガネ

妊婦が帝王切開の手術後にできる
ケロイドを予防するためのシリコー
ンゲルシート。

放射線から眼を護るためのハイス
ペック防護メガネ。

7 (株)ケアコム
発声・発話トレーニング装置

Ⅴ 18 (株)アペレ ビリルビンメーター

詳細は会場で紹介 微量の血液で新生児黄疸を1秒で検
査。小型軽量であるため外来の診察
室に設置することが可能。。同装置の
販売の9割はタイ、マレーシア、ミャン
マー、フィリピンなどの途上国向け。

8 ＪＤＦ(株)テクニカ
ルセンター

イヤークリップ

19 アール・ナノバイ
オ(株)

アレルギー検査機器

１歳までに対応した小児科向け耳
の形を補正する装着器具

多項目を同時に診断できるマイク
ロアレイバイオチップ技術を利用
し、41項目のアレルギー原因物質
を同時に特定。わずか1滴の血液
で30分ほどで調べることは可能。

9 白十字(株) 創傷用パッド 20 東京化成工業(株)
硫酸化ヒアルロン酸、細胞

培養試薬・器材

詳細は会場で紹介

創傷治癒や再生医療用製品への
応用に期待される製品。

10 (株)コスミックエム
イー

ヘルニア閉鎖用針

21 (株)ピーエム
ティー

白血球表面マーカー測定装
置（超高感度蛍光検出装置）

小児鼠径ヘルニアを腹腔鏡を用い
て手術を行う際に使用されるニード
ル。穿刺抵抗を軽減し、誤穿刺や腹
膜破損のリスクを軽減。

詳細は会場で紹介

11 (株)ナミキ・メディカ
ルインストゥルメンツ

角度可変式骨膜剥離子

詳細は会場で紹介

本社：埼玉県東松山市
工場：埼玉県東松山市

本社：東京都板橋区舟渡
工場：東京都板橋区西台
■医療機器製造業

本社・工場：埼玉県川口市芝下
■医療機器第一種製造販売業
■医療機器製造業、ISO13485
■高度管理医療機器販売業
■第二種動物用医療機器製造販売業

本社：埼玉県 さいたま市南区
■第三種医療機器製造販売業

本社：東京都文京区本郷
■高度管理医療機器販売業・貸
与業

本社：東京都品川区南大井
工場：新潟県長岡市、見附市
■第二種医療機器製造販売業
許可、高度管理医療機器等販
売業・貸与業許可
■ISO13485

本社：埼玉県朝霞市
工場：埼玉県朝霞市
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No. 出展企業名 主な販売製品（一例）
※ホームページ等から抜粋

出展製品 出展企業名 出展製品No.

本社：東京都豊島区高田
工場：群馬県伊勢崎市
■医療機器第二種製造販売業
■医療機器製造業、ISO13485

主な取扱製品（一例）
※ホームページ等から抜粋

本社・工場：東京都江戸川区
■第三種医療機器製造販売業
■医療機器製造業

本社：東京都千代田区神田
■第二種医療機器製造販売業
■医療機器製造業

本社：埼玉県戸田市新曽
工場：埼玉県戸田市、
　　　　大阪府守口市
■ISO9001、14001

本社：埼玉県さいたま市浦和区
工場：浦和区、 福島県南会津
■第二種医療機器製造販売業
■医療機器製造業、ISO13485
■高度医療機器等販売業

本社：埼玉県児玉郡上里町
■日医IT認定サポート事業所
■高度管理医療機器販売業

本社：千葉県野田市七光台
工場：千葉県野田市七光台
■第二種医療機器製造販売業
■医療機器製造業

本社：東京都新宿区神楽坂
工場：埼玉県行田市長野
■第一種医療機器製造販売業
■医療機器製造業、ISO13485

本社：埼玉県川口市安行
工場：埼玉県川口市安行
■第三種医療機器製造販売業
■医療機器製造業、ISO13485
■高度管理医療機器販売業

本社：埼玉県和光市南
■理化学研究所(理研)で研究開
発された先端技術を実装・設立

本社：東京都中央区日本橋
工場：埼玉県深谷市、熊谷市
■ISO9001、14001

本社・工場：福岡県糟屋郡須恵町
関東事業所：埼玉県入間市狭山台
■医療機器製造販売業
■医療機器製造業

本社：埼玉県さいたま市
工場：埼玉県さいたま市
■医療機器第一種製造販売業
■第一種動物用医療機器製造販売業

■医療機器製造業　ISO13485

本社：東京都調布市多摩川
工場：群馬県佐波郡玉村町
■ISO9001、14001

医療イノベーション埼玉ネットワーク

ラウンド

カート

カンファレンス

テーブル

病院内什器備品の企画・設計・製造

カニューラ

セパレーター

ネプライザー

吸引器用衛生用品

吸引器

動物用麻酔装置

酸素

吸入器

ウェアラブルメモ

点滴キャップ

ショルダーハーネス

小型・軽量、高精度なバイタルセンシ

ングデバイスの開発・製造・販売

１個だけの注文も可能
仕上がりの美しさへのこ

だわり ものづくりネットワーク

金属・非金属等の旋盤加工及びスライ

ス加工を主体とし、単品・試作から量

産品まで幅広く対応。医療器具の開

発・製作の実績

↑看護・介護製品

↑脱脂綿製品

ガーゼ製品→

↑オペ用製品

↑包帯製品

弾性ストッキング

脳神経外科用医療機器

産婦人科用医療機器 肛門科用医療機器

↑感染対策製品

国内唯一の撹拌技術研究所を保有し

撹拌装置を開発

理研ベンチャー

自動化装置開発を通じ、

創薬・診断・食品分野の作業、

研究を支援

回診用

X線撮影装置
マンモグラフィー

一般

X線撮影装置

デジタルX線装置

のリーディングカンパニー

再生医療における細胞・組織製造の

自動化

非接触型

高速微量分注器

滅菌ガス

発生装置

マイクロ

バルブ

動物細胞培養装置

（VMFリアクター）

脊髄くも膜下麻酔針

硬膜外麻酔針
脊髄くも膜下

硬膜外併用麻酔針

神経ブロック針

医療用特殊針

光電比色計 ヘモグロビン

メーター

分光光度計

臨床検査用医療機器

内視鏡光ファイバー

イメージガイド

レンズユニット

ライトガイド

内視鏡

モジュール

光学ガラス・光ファーバー・非球面レンズ

医療クラウドサービス 救急医療現場や専門医

との画像連携

カルテ情報に安全に

アクセス

看護リハビリ支援

AIロボット「MAIR」

医療従事者の負担を軽減させる

「メディカル・ハイウェイ」

マイクロアレイ・チップ

アレルギー検査用

ドロップスクリーン

マイクロアレイ・チップ

受託調製

クロマトグラフィーの

カラム等、分析機器関連

製品

グローバルビジネスを展開する

試薬メーカー

ナースコール 子機・接続・周辺機システム

エリア検知呼出しシステム

蛍光計測関連

細胞ピッキングロボティクス技術

携帯型心電計 心拍センサ

ワニピンケーブル

電子駆血帯 エレクトロン波動治療器

有機合成化学・材料

科学・ライフサイエン

ス・糖鎖・分析化学な

ど，幅広い分野の製

品をラインナップ

撹拌装置（各種）


