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お問合わせ

主催 ：公益財団法人千葉県産業振興センター
　　　　（茨城県圏央道沿線 ・千葉県東葛 ・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク事務局）

後援 ：経済産業省　関東経済産業局、 公益財団法人東京都中小企業振興公社、 日本医療器材工業会

（公財）東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　第二展示室

東京都千代田区神田佐久間町１丁目９番地

+ＪＲ秋葉原駅中央改札口徒歩１分
+東京メトロ日比谷線秋葉原駅徒歩３分
+つくばエクスプレス秋葉原駅
　　　　　　　　　 Ａ１出口徒歩１分
+都営新宿線「岩本町駅」A3 出口徒歩 5分

　ライフイノベーションによる健康大国戦略にて医療・健康・介護
関連産業は成長牽引産業として位置づけられておりますが、薬事法
による規制産業であり、参入リスク対応や参入機会の創出等の問題
点が中小・ベンチャー企業には大きな参入障壁となっています。
そこで茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創
出推進ネットワークでは、３地域に立地する中小・ベンチャー企業
が有する高度な技術力を大手メーカー等に提案する機会を提供する
ことで、新事業創出の加速化、新規参入の促進、販路・開発パート
ナーを加えたネットワーク形成の構築を目指すことを目的として、
医療機器関連産業に係るビジネスマッチング展示会を開催します。

平成 25 年 1 月 16 日（水）

医療機器
・細径鉗子、内視鏡用処置具
・ＥＰＳ電極カテーテル
・アネロイド血圧計、水銀血圧計、聴診器
・ワイヤレス内視鏡カメラシステム
・感染性危険物輸送用途耐圧・密封パウチ袋
・医用電子血圧計
・医療用マッサージ器、新生児胎動センサー
・鮮度保持技術活用セル・アライブ装置
・ワイヤレス心電図モニター、チストップ
・生体質感造形による生体モデル

測定装置 /加工技術
・Ｘ線撮影装置（耳鼻咽喉科、回診用、ポータブル）
・超遠心装置、小型遠心分離機　
・薬効評価試験装置
・精密ばね、コイルスプリング
・医薬品ラベル添付システム

福祉機器
・創傷被膜材、ギプス、弾性ストッキング
・自立支援用ロボットアーム
・空間ウィルス対策
・洗浄用強アルカリイオン水
・細菌検査キット
・尿検知シート

IT ソリューション
・タッチレスインターフェース応用システム
・がん治療現場用システム

創薬
・植物性由来製剤開発
・関節リュウマチ診断薬、新規治療薬開発

13:00 ～ 16:00

公益財団法人　千葉県産業振興センター
　東葛テクノプラザ　事業推進課　担当：加藤、松永

TEL 04-7133-0139  URL http://www.ttp.or.jp



茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク

【千葉東葛・千葉県千葉市地域】

企業名 住所 URL 事業内容

1 iMed Japan （株） 習志野市 http://www.imedj.co.jp/

医療機器及び医療システムの企画、開発、研究並びに設計。「ワイヤレス心電図モニター」「チストップ」等の開発・製造・販売。体内埋め

込み式人工心臓、緊急生命維持装置の研究開発

2 (株)aba 習志野市 http://aba.main.jp/Product/Lifilm/ 寝たきりの高齢者を対象とした尿検知シートLifilm（リフィルム）の開発

3 アスク薬品(株) 市川市 http://www.askic.co.jp/

1.原材料バルクの販売、2.OEM製剤(製剤バルク)の受託・製造・販売、3.研究開発の受託業務。エキナセアプルプレア、醗酵黒ニンニク

と酢、赤ブドウ葉、西洋カボチャ、西洋ヤナギ、デビルスクロー、トンカットアリ抽出物等

4 (株)アビー 流山市 http://www.abi-net.co.jp/ 鮮度保持技術を活用したセル・アライブ装置（CAS）、急速冷凍システム、冷蔵システムの企画・製造・販売

5 アルケア（株） 千葉市 http://www.alcare.co.jp/index.shtml 医療・福祉製品(人工肛門・膀胱用装具、創傷被膜材、ギプス、弾性ストッキング、包帯類)の研究開発・製造販売・輸出入

6 (株)Eプラン 船橋市 http://www.e-wash.jp/e-plan/

強アルカリイオン水生成装置、洗浄機・洗浄システム全般、洗浄液再生リサイクル装置、膜装置(RO, NF, UF, MF)、洗浄関連の周辺装

置・機器等の製造・販売

7 グローバルマイクロニクス(株) 柏市 http://www.mmcjp.com/ 各種エレクトロニクス部品、機器の製造販売。医療用マッサージ器、新生児胎動センサー、呼気温湿度モニター等の医療機器

8 (株)ケイティーバイオ 船橋市 http://www.kayteebio.com/

バイオロジックメイト

TM

 (リュウマチバイオ製剤投与前の血中ADAMTS5量を測定)、関節リウマチ（RA）患者血中に発現されるショートタリ

ンを検出するRA診断薬とそのショートタリン発現を抑えるRA治療薬の開発

9 コロナ技研工業(株) 松戸市 http://www.sangakuplaza.jp/page/177312

衛生検査機器(簡易型食中毒菌検査キット)、フィルターデバイス(トランスデューサープロテクター)、逆止弁(輪液回路・各種器械の一方

弁)等の各種メディカルデバイスの製造・販売

10 （株）シンク・ラボラトリー 柏市 http://www.think-lab.com/

レーザー製版システム、印刷ロール製造。独自技術「ドットコード」を応用した医薬品へのラベル添付システムを開発。ペン型読み取り機

からスマートフォンによる読み取りシステムを実用化、ドットコードは特許申請中

11 住環境テクノロジージャパン(株) 船橋市 http://www.jyukankyo.jp/ 除菌消臭対策製品、除菌・消臭液剤（フラッシュキラー®等）、フラッシュキラーディフェンダー(気化式噴霧器)の開発及び製造と販売

12 (株)タイタンテクノロジー 船橋市 http://www.titan.jp/

医薬品試験機器として、薬のききめを評価するために、決められた時間内に溶け出す有効成分の量を測定する試験液-調整分注ス

テーション　DosaPrep ® X8。画像処理装置、超音波検知器、分析試験装置

13 中央ばね工業（株） 柏市 http://www.chuobane.co.jp/ 圧縮ばね、ねじりばね、電池ばね等の弱電、自動車、医療用の精密ばねやコイルスプリングの設計・製造

14 (株)ティーアンドエス 野田市 http://www.ts-xray.com/top/index.html 耳鼻咽喉科専用設計、回診用X線撮影装置、一般X線撮影装置、ポータブルX線撮影装置、動物用デジタルX線装置の開発

15 (有)日本クレセント 松戸市 http://www7b.biglobe.ne.jp/~jcinc/index.html 医師一人一人の希望に合わせて承認許可範囲内でのオーダーメイド医療機器の製造。EPS電極カテーテル

16 (株)平田精機 鎌ヶ谷市 http://hope-denshi.co.jp/hirata/

内視鏡用処置具、ホープ鉗子、その他医療機器、精密機器、園芸用品の開発・製造・販売。よりキズの小さな内視鏡外科手術に貢献す

るため開発された細径鉗子Endo Relief

17 (株)ファソテック 千葉市 http://www.biotexture.com/service/equip.html

医療機器の評価、操作トレーニング、ハンズオンセミナーなどに活用できる生体モデルの開発および標準製品の販売。オーダーメイドの

臓器・骨の立体モデル製作サービス “Bio-Texture Modeling®”

18 (株)フォーカルコーポレーション 柏市 http://www.focalco.com/information/outline/outline.html アネロイド血圧計、水銀血圧計、聴診器、スペアパーツ、衛生用品開発・製造・販売

19 三井電気精機(株) 野田市 http://www.mitsuiec.co.jp 実験機・各種自動機の設計・開発。連続式超音波ホモジナイザー、小型遠心分離機OEM供給(試薬等の専用遠心分離器製造)

【茨城県圏央道沿線地域】

企業名 住所 URL 事業内容

1 (株)ネクステッジテクノロジー つくば市 http://www.nextedgetech.com/

ソフトウェアグローバリゼーション技術を中心とした各種サービスの提供

次世代タッチレスインタフェース（エアロタップ）の研究・開発

2 ペンギンシステム(株) つくば市 http://www.penguins.co.jp 重粒子線照射によるがん治療現場用ソフト、中性子/硬X線検出器用ソフト等

3 ライフロボティクス(株) つくば市 http://liferobotics.jp/ 上肢に障害のある人の生活を支援するロボットアームRAPUDA、ロボット制御用ソフトウェア

【東京都】

企業名 住所 URL 事業内容

1 (株)志成データム 町田市 http://www.shisei-d.co.jp/ 日常診療で血管機能を診る。医用電子血圧計。AVE-1500 PASESA(パセーサ)

2 (株)スギヤマゲン 文京区 http://www.sugiyama-gen.co.jp

高性能真空断熱材 BioBox PLUS(バイオボックス・プラス)

感染性危険物輸送向けの耐圧・密封パウチ袋 BARRIAPOUCH(バリアパウチ)

3 リブト(株) 千代田区 http://www.livet.jp

病院でしかできなかった内視鏡検査を、患者の家やベッドサイドで実現可能とした内視鏡カメラシステム

ワイヤレス内視鏡カメラシステムで、iPadに画像データを飛ばすことを実現

【千葉東葛・千葉県千葉市地域】

1 アプト（株） 渋谷区 http://www.apt-japan.co.jp

ナノサイズ金属コロイドの製造販売、応用企画の受託製造。食品、化粧品、繊維加工、樹脂加工など多岐に配合可能な水分散系白金

粒子を提供

2 OST(株) 柏市 http://www.ost-jp.com/ 医療用模擬生体（ファントム）の製造販売。弾性評価用ファントム、乳がん・肝がん他腫瘍の硬さを模擬したファントムの提供

3 (株)カケンジェネックス 松戸市 http://www.kakengeneqs.co.jp バイオ関連装置、自動化機器、プラスチック成形関連機器、ガスブースター、窒素発生装置

4 慶和精工(株) 柏市 http://www.keiwa-seikou.com/ プレス・フォーミング・切削・表面加工。微細加工機による医療機器等の微小部品の金型から制作可能

5 (株)河野製作所 市川市 http://www.konoseisakusho.jp/jp/index.html 医療用針付縫合糸、マイクロサージャリー関連製品、組織代用人工繊維布、歯科矯正器具等の製造・販売

6 （有）榊精密工業所 柏市 http://www.sakaki.co.jp/

流量計部品　医療機器部品　金型関連部品　半導体関連ジョイント部品　各種自動機関連装置部品　時計部品、装飾品等の試作、サン

プル加工

7 (株)シームス 江東区 http://www.seems-inc.com/corporate/

香りを情報と捉え、環境分野における土壌汚染計測や医療分野における健康情報管理、セキュリティー分野における飲酒運転防止や

クレジットカード偽造防止。無血清培地、わさび臭気発生装置

8 タイゴールド(株) 山武市 http://www.tigold.co.jp

イオンプレーティング処理を企業化した受託加工。金型・自動車部品をはじめ真空装置部品・印刷機器部品･医療器や工業材料、産業

用、電子機器から民生用電気製品・装飾品へ活用可能

9 (株)ダイナコム 千葉市 http://www.dynacom.co.jp/

バイオインフォマティクス関連システム開発、医療情報統計解析、学協会ITサポート。SNP疾患関連解析ソフト「SNPAlyze」、疾患情報解

析ソフト「HealthSketch」

10 （有）タニツ工業所 柏市 http://www.sanse.or.jp/tanitu.htm 食品医療品化粧品容器キャップ、工業品その他射出成形加工販売

11 (株)トクシキ 柏市 http://www.orizuru.co.jp 機能性インキ及び塗料、LCDカラーフィルター用着色剤,機能性コーティング剤、粘・接着剤、合成樹脂・オリゴマーの製造・販売

12 (株)ニチオン 船橋市 http://www.nition.jp/

人に優しい内視鏡用クリップ鉗子システムの開発、長年培ってきた洗浄のノウハウを活用し、内視鏡下器械器具のような管状機器の再

現性ある洗浄により感染制御にも大きく貢献、内視鏡器械器具のリユーザブル化を実現した真空超音波洗浄機の開発

13 日本メディックス(株) 松戸市 http://www.nihonmedix.co.jp/ 低周波治療器などのリハビリテーション機器の開発、水圧マッサージ機器などのリラクゼーション機器の開発

14 マルイ鍍金工業(株)千葉柏工場 柏市 http://www.e-marui.jp/

表面処理加工ならびに表面処理関連商品、設備の製造販売。ステンレス・アルミ製品の電解研磨、不動態化処理、酸洗、脱脂洗浄、精

密洗浄、再生洗浄

15 (株）ラムテック 松戸市 http://www.lamtec.co.jp/

医用ソフトウェア開発業務　・　組込ソフトウェア開発業務。フィルム画像のデジタル化＆DB化。映像入力機器、超音波、内視鏡からの取

り込み画像の医用企画DICOMフォーマットへの変換アプリケーションの開発・販売

16 遼東化学工業(株) 柏市 http://www.ryo-to.co.jp/ 医薬品原薬、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物、各種洗剤・トイレタリーの分野の研究開発・製造

17 (株）ワイヤレスデザイン 柏市 http://www.wirelessdesign.jp/ 近距離無線機器開発及び販売。KDDI通信モジュール連携による遠隔及びローカルでの無線システムの構築

【茨城県圏央道沿線地域】

企業名 住所 URL 事業内容

1 (株)荒川樹脂 つくばみらい市 http://www.arakawajushi.co.jp プラスチック製品の企画・開発・製造（射出成形、インジェクションブロー、金型製造、滅菌、組立）

2

(株)イソメディカルシステムズ

（東関東営業所）

つくば市 http://www.isomed.co.jp/ 医療機器等の製造、輸入販売、賃貸、修理、開発支援業務。福祉機器等の製造、輸入、販売、賃貸

医療機器関連産業ビジネスマッチング展示会医療機器関連産業ビジネスマッチング展示会医療機器関連産業ビジネスマッチング展示会医療機器関連産業ビジネスマッチング展示会

　出展企業一覧　出展企業一覧　出展企業一覧　出展企業一覧

ポスター展示参加企業一覧ポスター展示参加企業一覧ポスター展示参加企業一覧ポスター展示参加企業一覧

pc-25
ハイライト表示

pc-25
ハイライト表示


