
企　業　名 ポ　イ　ン　ト

出展企業一覧

１ 株式会社トヨダプロダクツ

2 東栄化学工業株式会社

3 株式会社協和

ISO9001

製造業
メディカルパーティション／

飛沫対策パーティション
ナースステーション／

隔離ブース等
カルテワゴン／

各種ワゴン
シューズヘルパー（くつべら）

「ぬぐ・はく・そろえる」が簡単に！

ISO9001

製造業

製販 手術跡ケア用シリコンゲルシート

（帝王切開）
手術跡ケア用シリコンゲルシート

左記とりだし

手術跡ケア用シリコンゲル

シート（腹腔鏡）
前立腺がん用シリコンHDR

テンプレート
その他自社ゴム製品

4 大幸精密成型株式会社

ISO9001

簡易陰圧装置 陰圧ブース（折り畳み式） 感染症対策用診察・検体採取ブース

5 東京レーダー株式会社

8 東精機株式会社

10 三光株式会社

9 上越電子工業株式会社

6 有限会社ディップ

7 有限会社濱水製作所

ISO9001

ISO13485

製造業
基板実装・組立・検査に対応 クリーンブース（クラス10,000）設置 設計・製造実績（医療補助通信装置） 手術用アンテナ製造実績

製造業

子宮頸がん放射性治療用スペーサー

（群馬大学医学部と共同開発）
子宮頸がん小線源治療用シミュレーター

（群馬大学医学部と共同開発）
パイプ端末成形機（当社製品） 医療機器専用加工機（ロボドリル）

ISO9001

製造業

ISO9001

製造業

2019年に医療機器製造業を取得し医療分野の製

造業に今後は進出したい。基板実装に関して長

年の実績があり得意です。

ISO9001

製造業

11

ISO9001

製造業

簡易クリーンルーム内での組立・検査作業の 防虫シートシャッターを設置

細胞培養プレートの温度を維持するための医療研究

用機器『細胞培養保温プレート・保温くん』を自社製

品として開発

≪医療関連機器の開発実績≫

某大学病院Ｂからの依頼でヘルニア手術用の光ファイ

バー照明器具の開発を手掛け、試作品を同病院に提

供した。本分野における弊社の技術の適用可能性が

確認できたことは成果の一つである。

自動車関連のメーカーからの車載用LEDランプの

委託開発、OEMの実績あり。回路設計から基板実

装、製品組立までを行う。

環境や省エネルギーを配慮したLEDランプの研究と

開発を行い長寿命・低消費電力&・高輝度の各種

LEDランプの商品を提供している。

ユーザーの目線に立った独自のゲーム機用

グリップカバーの開発、自社製品化 企画⇒

設計⇒製造⇒販売の一貫生産を行っていま

カテーテルチューブ溶着・先端加工 カテーテルチューブ溶着 カテーテルチューブ 医療機器包材溶着治具加工

HEPAフィルター付き

「はさみ」/PESU樹脂 「はさみ」/PEEKカーボン10％ LED車幅灯/LCP（熱を放熱する樹脂） 車載用コネクタ/PPS（耐熱性樹脂） ヘルスケア商品/PP樹脂 検査キッド/ABS樹脂

薬事法基準での検査を実施

マシニングセンタ約40台設置(金属加工

も対応可能)

量産品対応可能(大きさ5mm～500mm

丸物金属加工も対応可能

（CNC複合機、NC旋盤）

総合事務機器メーカーとして永年培ってきた生

産技術を活かし、現在介護・福祉・医療関連商

品を開発・製造・販売を致しております。より専

門的な医療関連商品等の開発・製造を進めた

いと思っております。

・帝王切開・腹腔鏡・小切開等手術跡ケア用シリコ

ンゲルシート製品の開発で培ったゲル技術の応用

製品開発

・シリコンゴムでの前立腺がん治療機器開発

・自動車用防振ゴムで培ったモーター使用医療機

器用防振ゴム製品開発

お客様の多様なニーズにお応えすることを

目的とし、精密鈑金・一般鈑金をメインに、医

療機器から娯楽用周辺機器といった幅広い

分野での製造を行なっております。

プラスチック製品の設計～試作～量産～納品ま

でトータルコーディネート致します。医療機器の

生産実績も多数ございます。弊社グループ内で

75t～850tまで成形可能です。協力会社にて小

型成形/加飾全般対応致します。

移動体通信システム関連機器を始め、ＥＭＳ・Ｏ

ＤＭ・ＯＥＭ事業、医療・ヘルスケア、環境エネル

ギー分野にも積極的に取り組み、人々の生活と

社会に貢献しております。

昭和５３年創業当初より装置や治具の設計製作を

行ってまいりました。近年では医療機器に参入し、

これまでの業界になかった発想で設計製作を行っ

ております。小さい業態ですので医師や看護師個

人のアイデアによる個別性の高い製品を１個から

でも設計製作可能です。

「樹脂化したい」・「低コスト化したい」を、スーパー

エンプラ成形技術でかたちにします。特に生体適

合性に優れるPEEK・PESU樹脂に着目し、自社製品

の開発もしております。他にも汎用樹脂によるエル

スケア商品、検査キッド等、白物製品も数多く量産

しております。

様々な組立作業、検査作業承ります。簡易クリー

ルームも設置してありますので、クリーンな環境で

の作業にも対応致します。現在、化粧品容器等の

検査・組立・検査・梱包作業を行っており、異物混

入、虫混入対策はもちろん、集約型作業のノウハ

ウも御座います。

カテーテルチューブの溶着加工を行っております。

溶着治具の設計製作、機械加工も承ります。ク

リーンブースや検査体制を整え、自社設計による

治具製作を行います。規模は小さいながらも、カ

テーテルチューブ溶着加工は量産が可能です。

加工技術・部品

機器・装置

設計・開発

加工技術・部品

加工技術・部品

機器・装置

その他

加工技術・部品

設計・開発

その他

加工技術・部品

設計・開発

ITソリューション

加工技術・部品

機器・装置

加工技術・部品

加工技術・部品

その他

加工技術・部品

その他

加工技術・部品

設計・開発

その他

※オレンジ色の区分は、GUNMA VIRTUAL EXPO（群馬県ものづくり企業オンライン展示場）での出展区分です
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11 株式会社タカノ

15

有限会社松見精工

ISO9001

金属部品加工

【極細研削加工】写真は最小径φ0.3mm 【３D形状切削加工】
【埋込タイプの固形潤滑剤（棒状）

＊医療機器・食品関連機器対応】

【無給油ブレート ＊医療機器・

食品関連機器対応】

【切削加工できる固形潤滑剤（円柱

状）素材 ＊医療機器・食品関連機

器対応】

給油メンテナンス フリー化商品

12

13

株式会社トムコ

ISO9001

製造業
アルミブロックから兜を総削り出し

鋳造から切削加工完成品まで

一貫生産
難削材や硬脆性材の機械加工 超音波加工機 三次元測定機(Carl Zeiss)

14

株式会社ジーン

ペンダント型心電計（自社開発品）
カフの特許（発明者）で精度世界一

となった血圧計 HMD（コニカミノルタ様案件）
3D CADはSolidWorksで対応いたします

18

株式会社西村製作所

（難加工品①）

（SUS304 溶接+#400バフ研磨）

（難加工品②）

（SUS304 溶接+サテン仕上）
（角パイプ フレーム加工品）

（溶接+ヘアライン研磨仕上）
（滅菌洗浄用 網カゴ）

（SUS304金網溶接+電解研磨）

（実験動物用飼育装置）

（SUS304 大型精密板金+溶接）

16

株式会社アドテックス

ISO9001

ISO13485

製販

17

株式会社高崎共同計算センター

ISO9001

ISO27001
医療機器のIoT化支援 組込みソフトウェア開発 ハード設計・開発

19

株式会社野口製作所

製造業

内視鏡フロントパネル、ナースコ-

ル親機部品、クリ-ンルーム整流ユ

ニット部等の加工実績があります。

◇厚板の異なる複雑形状のSUS溶

接構造製品にも対応できます。

◇溶接難易度の高いアルミ(5052

材等)の薄板から厚板まで(t：1㎜～

5ｍｍ位)加工が可能です。

冷却パイプ測定端子（リン青銅） 噴霧器 部品(ステンレス)

星合成株式会社

ISO9001 留置針用部品 SUS304L 医療向け開発品 SUS304L 焼結金網（2層） 音響用部品 C7521 金型を自社で設計製作

プラスチック射出成形品・金型設計製作業者です。

お客様のEMS事業部に医療機器の全面パネルを

納入しています。簡単なものであれば、製品設計・

試作対応可能です。

ISO9001

製造業 ATM部品 自動車部品（インサート成形） 御依頼の商品を設計開発

痛覚測定システム 人口呼吸器（制御部） 遠心分離機用インバータ基板 回診支援ロボット 無呼吸症候群向AUTO 

C-PAP(制御部)
災害対応型バイタル

サイン計

高精度な円筒形状の金属部品の切削・研削加工

が得意です。医療機器に組込む部品や検査器具

などで、図面を作成して加工依頼するピン・シャフ

ト・ブシュなどの受注を目指しています。自社開発

の固形潤滑剤は、従来グリスや潤滑油を定期的に

塗布する作業を低減可能です。

切削加工であれば、試作or量産、どちらでも対応

可能です。超硬、シリコン、カーボン、ガラス、セラ

ミックス等も加工出来ます。最新の同時5軸マシニ

ングセンタやNC旋盤を多数ラインナップ。自動車

部品の量産もしておりますので、品質保証体制は

整っております。

納品時、検査成績書添付。

血圧計、心電計、脳波計等の小型機器から温度プ

ローブ等の本体など中型機器まで幅広く対応でき

ます。HMDと言った特殊モニターの実績もあります。

各企業様との共同出願での特許も多数。手掛けた

血圧計は世界最高精度を達成するなど先進的な

技術革新を行っています。

ステンレス精密板金・溶接加工を得意としております。（薄

板に特化した加工 0.8ｔ～3.0ｔ）

お客様から提示された図面をもとに、展開～溶接加工を

し各種表面処理まで対応致します。医療現場で使用され

る部品を数多く加工しており、バリ取りには細心の注意を

払い丁寧に除去作業を行っております。

コア技術「高精度自動制御」+「微小信号処理」+

「パワーエレクトロニクス」技術で各種産業機器を

開発する研究開発型企業です。独自のADVANCED 

PID制御やＮＡＣＳ制御などの各種自動制御技術と

微小信号処理技術を駆使し、医療機器の開発/製

造に従事しています。

ソフトウェア・ハードウェアの試作開発、IT検証等の各種請

負を主に、ご提案から設計・開発・検証・納品後のサポー

トまで一貫してお任せ頂けます。医療機器でも利用されて

いるCAN通信を用いた装置開発を得意としており、またス

マホやPCで監視するシステムの開発実績から医療機器の

IoT化を支援致します。

弊社は会社設立より45年の長きにわたり精密板金加工業

を主業として事業を継続しております。この間取引先のご

要望に真摯に取り組み、そのご要望出来うる限りお応えで

きるように努力を重ねて参りました。この結果幸いにもお

取引先は群馬県内はもとより1都5県に及び５０数社を数え

るに至っております。

弊社は会社設立より45年の長きにわたり精密板金加工業

を主業として事業を継続しております。この間取引先のご

要望に真摯に取り組み、そのご要望出来うる限りお応えで

きるように努力を重ねて参りました。この結果幸いにもお

取引先は群馬県内はもとより1都5県に及び５０数社を数え

るに至っております。

様々な業界で培ったソフトウェア開発技術で医療システム

のＩＴ化の取組みに貢献します。

機器を遠隔で監視・操作したい、クラウドやスマートフォン

と連携させたい、製造現場をIT化したい等々…様々なニー

ズにお応えします。

ソフト開発、ハード開発、その後の検証まで一括で請け負

います。

是非ご相談下さい。

加工技術・部品

設計・開発

その他

加工技術・部品

設計・開発

加工技術・部品

機器・装置

設計・開発

機器・装置

設計・開発

ITソリューション

加工技術・部品

加工技術・部品

加工技術・部品

設計・開発 オリジナル商品（多機能マスクケース） 自社開発商品（方向幕ボールペン）


