公益財団法人 富山県新世紀産業機構

とやま 医 薬 工 連 携 企 業
データブック
2021

『とやま医薬工連携企業データブック2021』の発刊について
「とやま医薬工連携研究会」では医療機器、福祉機器、製薬機器分野等への参入に積極的に取り組んで
いる富山県企業の支援を行っています。
この度、本分野(ヘルスケア機器含む)への参入に意欲的な県内企業を中心に、企業の得意とする技術や
製品を紹介する『とやま医薬工連携企業データブック2021』を発刊いたしました。本データブックの情
報を契機として、医療機器メーカー(医療機器製販企業等)、大学・試験研究機関(医療者・研究者)、地域
の企業等の皆様に広くご案内することで新たな技術連携や販路拡大に繋げることを目指しております。
是非、ご活用いただければ幸いです。
公益財団法人富山県新世紀産業機構
イノベーション推進センター

とやま医薬工連携研究会の概要
１．運営目的

医薬工連携ネットワークの連携強化により、新たに医療機器、福祉機器、製薬機器分

野へ参入する企業を支援するために「とやま医薬工連携研究会」を運営しています。
２．活動内容

（１）医療機器関連産業等への進出に向けて参考になる情報や薬事法等関連法令の概要な
どに関するセミナーの開催

（２）医療機器関連産業等への進出に向けて自社の得意技術等を関連業界にアピールし、
新たな販路開拓に進めるための、展示会への共同出展

（３）会員相互の情報交換、技術交流、マッチングの場の提供
３．会員

新たに医療機器、福祉機器、製薬機器分野に関連のある、または新たに事業参入の意

欲がある、富山県内の企業・団体
４．会費
無料

※

研究会URL

https://www.tonio.or.jp/info/20200828-r/

目

次

医療機器
❶株式会社佐藤アンプル製作所……………………………………………………………………

1

❷株式会社能作………………………………………………………………………………………

1

❸丸三製薬バイオテック株式会社…………………………………………………………………

2

製造技術
❹キタムラ機械株式会社……………………………………………………………………………

2

❺株式会社キャステム………………………………………………………………………………

3

❻協同アルミ株式会社………………………………………………………………………………

3

❼株式会社クリエイトダイス………………………………………………………………………

4

❽三光合成株式会社…………………………………………………………………………………

4

❾株式会社スギノマシン……………………………………………………………………………

5

❿タカタ精密工業株式会社…………………………………………………………………………
⓫株式会社松村精型…………………………………………………………………………………
⓬株式会社ミズノマシナリー………………………………………………………………………

5
6
6

部材供給

⓭アールアンドスポーツディベロップメント株式会社…………………………………………
⓮S・CASTEM株式会社……………………………………………………………………………

⓯株式会社オーギャ…………………………………………………………………………………
⓰株式会社オートパーツ……………………………………………………………………………
⓱コーセル株式会社…………………………………………………………………………………
⓲株式会社サイプラ…………………………………………………………………………………

7
7
8
8
9
9

⓳三協立山株式会社………………………………………………………………………………… 10
⓴株式会社シキノハイテック……………………………………………………………………… 10
株式会社スカイ…………………………………………………………………………………… 11
株式会社立山科学ハイテクノロジーズ………………………………………………………… 11
株式会社トヨックス……………………………………………………………………………… 12
株式会社日本成工………………………………………………………………………………… 12
ファインネクス株式会社………………………………………………………………………… 13
株式会社北陸エンジニアプラスチック………………………………………………………… 13
株式会社ミヤモリ………………………………………………………………………………… 14
株式会社リッチェル……………………………………………………………………………… 14
ソフトウェア・システム開発
キュアコード株式会社…………………………………………………………………………… 15
株式会社シーイーシー…………………………………………………………………………… 15
株式会社ナレッジシステム……………………………………………………………………… 16
NES株式会社……………………………………………………………………………………… 16
株式会社マーフィーシステムズ………………………………………………………………… 17
丸文通商株式会社………………………………………………………………………………… 17
介護・福祉
カナヤママシナリー株式会社…………………………………………………………………… 18
株式会社コージン………………………………………………………………………………… 18
ヘルスケア
五洲薬品株式会社………………………………………………………………………………… 19
株式会社フジモリ………………………………………………………………………………… 19
ライフケア技研株式会社………………………………………………………………………… 20
索引………………………………………………………………………………………………………… 21

医療機器

1. 株式会社 佐藤アンプル製作所
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

第三種医療機器製造販売業、医療機器製造業、ISO13485、ISO9001

医薬・医療向けの硝子・プラスチック容器の製造。
医薬・診断薬・半導体材料容器の精密洗浄。

有

医療機器・血液分析用診断薬容器の製造。

医薬・医療機器向けの成形・アッセンブリ。

製品・技術
Glassバイアル・アンプル、ゴム栓・アル
ミキャップ、自動分析用試薬容器など

連絡先

業務部

佐藤

所在地

〒939-0653

賢一 Tel. 0765-74-0373

E-mail：k.sato@aiks.co.jp

富山県下新川郡入善町上飯野241 URL：https://www.sato-ampoule.com/

2. 株式会社 能作
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

第三種医療機器製造販売業、医療機器製造業

有

錫（すず）を用いた医療機器の製造販売、受託製造を行っています。

製品・技術

ヘバーデン リング
(医療機器)
指の第一関節の固定
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連絡先

山田 浩貴

所在地

〒939-1119

スズ開創手形板
手の手術台
富山大学と共同開発

Tel. 0766-73-8805

リング開創器
受託製造品

メイン事業は
テーブルウェアや
インテリア雑貨等の
製造販売です。

E-mail：yamada@nousaku.co.jp

富山県高岡市オフィスパーク8-1

URL：https://www.nousaku.co.jp/

医療機器関連許可・認証

医療機器

3. 丸三製薬バイオテック株式会社
医療機器業界への参入

第一種医療機器製造販売業、医療機器製造業

有

オゾンガス発生器・BIOZONE BT-088M（管理医療機器）をはじめ、オゾンを活用した機器の研究開発、製造、販
売を行っております。

製造技術

製品・技術
一般的名称
：オゾンガス消毒器
販売名
：オゾンガス発生器・BIOZONE BT-088Ｍ
クラス分類
：管理医療機器 クラスⅡ
使用目的または効果：本品は微生物を不活性化する消毒剤としてオゾンガスを
使用して医療設備等を消毒する装置である
医療機器承認番号 ：23000BZX00314A01

医療機器以外でも産官学で共同開発をした「医薬品調製安全キャビネット
MEDIO3」（作業後に庫内に付着した抗がん剤を高濃度のオゾンで不活性
化）、オゾン発生器「BIOZONEシリーズ」（オゾンを低濃度で維持管理す
る技術を用い、24時間体制で浮遊、付着したウィルスを低減させる技術）を
開発し、感染症リスク軽減に貢献しております。
連絡先

吉村 英樹

所在地

〒939-8232

Tel. 076-429-0303

E-mail：info@03biotech.com

富山県富山市南央町3-37

URL：http://www.03biotech.com

4. キタムラ機械 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

マシニングセンタ、CNC装置の開発、製造、販売を行っています。人工関節、インプラント、術具から手術支援ロ
ボット、CT・MRI等の高精度部品の加工を行うメーカに納入実績があります。

製品・技術

（医療関連企業に納入した事例）

＜加工例＞
脊椎固定用ボーンプレート

同時5軸制御マシニングセンタ
「Medcenre5AX」と加工例
連絡先

長原 一成

所在地

〒939-1192

Tel. 0766-63-1100

アイコン操作可能な
自社製制御装置
「Arumatik-Mi」

E-mail：mycenter@kitamura-machinery.co.jp

富山県高岡市戸出町1870番地

URL：https://www.kitamura-machinery.co.jp
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5. 株式会社 キャステム
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

高精度レーザー溶接技術を有し、医療機器の金属部品の微細接合、異種金属接合の受注実績があります。

製造技術

製品・技術

医療機器（SUS）
微細接合
高い精度で狙った
位置に必要最小限
の溶接が強み

かしめ方式からレーザー接合による締結で
高強度化を実現
連絡先

㈱キャステム

所在地

〒939-2745

異種金属接合
新工法により
健全な接手強度を
確保しました

Tel. 076-465-3582 E-mail： kanagata@castem.jp
富山市婦中町広田4520

URL：http://castem.jp/

6. 協同アルミ株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

なめらかな曲線加工(Ｒ曲げ)の技術を駆使し医療・福祉製品用アルミ部品の開発支援と生産を行っています。

製品・技術

昇降機レールR曲げ加工

3

連絡先

米澤 滝夫

所在地

〒939-1112

医療機器装置架台支柱Ｒ曲げ加工

Tel. 0766-63-6121

E-mail：yonezawa@kyoudoual.jp

富山県高岡市戸出春日788 URL：http://kyoudou-a.com

歩行車アームＲ曲げ加工

7. 株式会社 クリエイトダイス
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

プラスチックの熱溶着工法「インパルスウェルダー」は医療機器の製造工程のコストダウンに寄与すると考え、用
途開拓中です。

製造技術

製品・技術
プラスチックの熱溶着工法「インパルスウェルダー」により強度・外観・精度に優れたポイント溶着を実現します。
部品のネジレス化、軽量化、コストダウンに貢献します。さまざまな医療機器の製造工程に活用できます。

連絡先

山本・麻生

所在地

〒939-1118

Tel. 0766-63-5801
高岡市戸出栄町46-6

E-mail：info@createdies.co.jp
URL：http://www.createdies.co.jp

8. 三光合成 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO9001

有

医療機器用 射出成形品の開発支援、金型製作、成形、組立
炭素繊維の製品の開発

製品・技術
医療機器用の射出成形品

炭素繊維製品の開発

金型製作実績（多数個取、高精度、高耐久）
クリーンルームでの量産実績あります
連絡先

津久井

聡治 Tel. 03-3956-3136

所在地

〒173-0021

熱可塑性、熱硬化性
２種類で成形が可能です

E-mail：t.tsukui@sankogosei.co.jp

東京都板橋区弥生町23-1

URL：http://www.sankogosei.co.jp
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9. 株式会社 スギノマシン
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ウォータージェット技術をはじめとする「超」技術で、各種装置や素材など幅広い商品を開発し、製造・販売して
います。

製造技術

製品・技術

①バイオマスナノファイバー

②湿式微粒化装置

③対向気流乾式粉砕機

④杵臼洗浄機

培養基材(多孔質体)や3Dバイオ
プリンタ用ゲルへ適用し、細胞
増殖率UP

アスピリンを微粒化
し投与時の血中濃度
を向上

化粧品用粉末を
粉砕・均一混合
し発色性向上

打錠用金型（杵・臼）
の洗浄自動化と洗浄バ
リデーションに寄与

連絡先

尾塩 岳治

所在地

〒937-8511

Tel. 0765-24-5118

E-mail：t.oshio@sugino.com

富山県魚津市本江2410

URL：https://www.sugino.com/

10. タカタ精密工業 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業

医薬品の製造及び包装工程で使用される装置内部品を製作しています。生産ラインにおける部品の問題（寿命や破
損、刃の切れ味等）についてもご提案いたします。

製品・技術

シールバー
カッター刃
ギザ刃
（高面品位ローレット加工） （チューブ包装の端面カット） （袋の端部をカット）
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連絡先

高田 俊一

所在地

〒930-3261

Tel. 076-463-6311

刻印
（異物混入対策）

E-mail：takata24@lapis.plala.or.jp

富山県中新川郡立山町野町326

URL： http://www.takataseimitsu.com/

11. 株式会社 松村精型
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

医薬系容器成型金型・精密加工部品の製造販売

製造技術

製品・技術

『医薬業界に必要な超精密な金型・部品をお届けします！』
超精密金型・超精密部品

５軸加工機

非接触式測定器

リバースエンジニアリング

リバースエンジニアリング

同時５軸加工機による特殊加工

医薬品容器成型金型

実体をレーザースキャンして
3Dモデル化できます

μオーダーでの加工ができて製品部の
磨きが不要で高精度部品が製作可能

医薬品容器の成型金型を
製作しています

金型製作後は非接触式測定で金型と３Dモデルの誤差をμ台で保証します
連絡先

太田 英樹

所在地

〒933-0951

Tel. 0766-25-1715

E-mail：h-oota@matsump.co.jp

高岡市長慶寺805

URL：http://www.matsump.co.jp

12. 株式会社 ミズノマシナリー
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

最先端のマシニングセンタを活用し、医療を含む多岐に渡る業界向けのアルミ高精度部品を製造しています。

製品・技術

マシニングセンタ31台（同時五軸加工機13台）を駆使した高精度アルミ部品の製造。
人材育成

納入実績
●医療関係装置、設備用部品
●DNA検査装置用部品

●社内では技術者が自由に作品
をデザイン・制作をするとい
う「ものづくりコンテスト」
を毎年開催しており、ものづ
くりの楽しさを追求すると同
時に技術力向上に繋がる取組
みを実施しております。
●左は「ものづくりコンテスト」
受賞作品です。

対応可能製品
●手のひらサイズから2メートル
超の大物・長尺品の製造
●5軸加工を活用した複雑な製品
の製造
●単品生産、多品種小ロット可

連絡先

営業部

所在地

〒939-2721

Tel. 076-466-9233

E-mail：s.mizuno@mizuno-machinery.co.jp

富山県富山市婦中町板倉513-4

URL：https://www.mizuno-machinery.co.jp/
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13. アールアンドスポーツディベロップメント 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

マイクロコンピューターを搭載した制御システム（AI搭載、IOTを含む）の試作品および製品（OEM）開発を行っ
ています。

製品・技術

部材供給
電気がない場所・状況下でも医療機器等の使用を可能に！
移動型電源「もちっこ」シリーズ
連絡先

代表取締役

所在地

〒930-0936

山口

義則

施設内や構内の移動に。静音・排気ガス０！
EV三輪車「立山」

Tel. 076-493-0369 E-mail：general̲dep@rsport.co.jp

富山県富山市藤木860番地 URL：https://www.rsport.co.jp

14. S・CASTEM 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

プラスチック製品の製造販売（金型・成形）から、製品開発、企画、試作及び製造業のコンサルティング等を行っ
ています。

製品・技術

『ディスポーザブル鉗子』

『フェイスガード』

止めピンが樹脂製で、従来の金属カシメに相当する強
度を有し、金属の腐食や樹脂との擦れ摩耗による粉塵
の発生を回避できます。
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連絡先

大上 光生

所在地

〒939-2745

・視野が平面で、装着しやすく視野下部は反射防止の
エンボス加工を施してあります。
・アルコール消毒に耐える材料を使用して、繰り返し
使用可能。

Tel. 090-8097-0176 E-mail：okami@castem.jp
富山市婦中町広田4520

URL：http://castem.jp/

15. 株式会社 オーギャ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

感圧センサシステムの設計・製造、電子回路基板製造、ソフトウェア開発および販売を行っています。

製品・技術
薄くて柔らかい感圧フィルムで、足裏荷重分布を動的に確認できる装置を
ご提供します。他にも、指の押し圧や握り圧を確認することもできます。

部材供給

連絡先

水島 昌徳

所在地

〒933-0981

Tel. 0766-73-2030

E-mail：info@oga-inc.jp

高岡市二上町122-205 URL：http://www.oga-inc.jp

16. 株式会社 オートパーツ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

半導体製造装置向けハーネス、組立を中心に、医療機器向け・産業機械向け・ロボット向け・バス向け・鉄道向け
と多岐にわたりお客様より信頼を頂戴しながらやらせて頂いております。

製品・技術
太線〜細線まで
ご相談下さい。
（150sq〜0.08sq）

連絡先

橋本 顕宏（アキヒロ）

所在地

〒939-8035

製品例１
制御盤製造
（板金〜組立まで）

Tel. 076-493-3088

製品例２
ハーネス加工
(用途に応じてご提案）

導通検査器による
ハーネスの評価を
します

E-mail：hashimoto-akihiro@auto-p.co.jp

富山県富山市大宮町231番地 URL：http://www.auto-p.co.jp/
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17. コーセル 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

スイッチング電源、ノイズフィルターの開発及び製造販売を行っています。医療用規格IEC60601-1を取得した
15W〜1200Wの製品ラインナップを取り揃え多様な用途にお応えします

製品・技術
医療用機器は用途によって、感電保護等の安全性に関する要求が異なります。
医療規格IEC60601-1取得品をお使いいただくことによって以下のメリットがあります。
①安全規格認定における審査時間や費用の低減に貢献
②システムの小型化、軽量化、コスト低減に貢献
部材供給
GHAシリーズ外観
300-500W出力

連絡先

黒田 浩行

所在地

〒930-0816

Tel. 076-432-8152

PCAシリーズ外観
300-1000W出力

E-mail：eigyousien@cosel.co.jp

富山市上赤江町1-6-43

URL：https://www.cosel.co.jp/

18. 株式会社 サイプラ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業

有

射出成形とブロー成形の2つの技術を組み合わせた医療用の検査機器向け容器の製造を行っています。

製品・技術

医療用スポイト

検査容器

検査容器
診断用プラデバイス

・射出成形とブロー成形の技術を持っています。
・クリーンな環境で製造しています。
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連絡先

代表取締役

所在地

〒939-2243

斉藤

公彦

Tel. 076-468-2233

E-mail：saipura@m8.dion.ne.jp

富山県富山市中大久保173-17 URL：https://www.saipla.co.jp/

19. 三協立山 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

アルミニウム及びマグネシウムの鋳造・押出・加工までの一貫生産技術を有し、医療・福祉分野での部材や半製品
の開発供給実績も増えています。

製品・技術
マグネ押出形材の採用事例

アルミ押出形材の採用事例

部材供給

筐体（採用部位）

医療・介護現場で使用される見守りシステム
の筐体にアルミニウム押出形材が採用されて
います。
連絡先

笹田 顕珠

所在地

〒933-0838

Tel. 0766-20-3014

車椅子（フレーム部）

マグネシウム製杖

マグネシウムの軽量性や比強度の高さにより
医療・介護機器に採用されています。

E-mail：k-sasada@st-grp.co.jp

富山県高岡市北島851

URL： https://material.st-grp.co.jp/

20. 株式会社 シキノハイテック
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

産業用カメラモジュールメーカーとして医療分野でも数多くの実績があります。「映すカメラ」から「画像処理カ
メラ」まで豊富な製品ラインナップを有しています。カスタムでの対応も可能です。

製品・技術

検査・分析装置を中心にさまざまな医療機器にカメラをご利用頂いています。
ビューカメラ(映像出力)

センシングカメラ(画像処理)
☆画像分析、画像判定

☆人物検知、動き検知等
ビューカメラ

センシングカメラ

☆コード認識

◆インフルエンザ検査機

☆位置決め等

◆薬剤分包機

◆CTスキャナ

☆形状認識

◆検体検査機器 等

連絡先

総務部長

上田

所在地

〒937-0041

治

Tel. 0765-22-3477

◆血液検査分析装置
◆介護用機器

等

E-mail：ueda.osamu@shikino.co.jp

富山県魚津市吉島829番地 URL：https://www.shikino.co.jp
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21. 株式会社 スカイ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO9001、ISO14001、JISQ9100

有

設計→精密機械板金加工→装置・電源組立まで一貫した生産体制で高品質、低コストを実現し、透析装置や、錠剤
梱包装置などの医療・医薬装置部品で高い評価をいただいております。

製品・技術

部材供給
グローブボックス

ステンレスフレーム

撹拌装置

再生医療装置部品

あらゆる業種での精密機械板金加工品の製作経験が、医療機器部品などに反映されています。
連絡先

堺

哲也

所在地

〒939-0418

Tel. 0766-53-1146

E-mail：sky.sakai@po11.canet.ne.jp

富山県射水市布目沢262番地 URL：http://sky-toyama.co.jp

22. 株式会社 立山科学ハイテクノロジーズ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO13485、ISO9001

有

［ME機器管理］RFID技術を使った病院内での位置検知システムをご提供します。

製品・技術

医療機器の位置検知が可能です。
ME担当者様の工数・手間を省くことができます

意識することなく所在を検知
できます。
機器の位置を画面上に表示できます。
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連絡先

川崎

所在地

〒939-8132

Tel. 076-429-8379

E-mail：kawasaki@tateyama.or.jp

富山県富山市月岡町3-6 URL：https://www.tateyama.jp/ht/

23. 株式会社 トヨックス
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

有

透析液供給装置用をはじめ各種流体・用途別の耐圧ホース及び継手の開発・製造・販売を行っています。

製品・技術

メンテナンス簡単
漏れ・抜け防止継手

業界屈指の試験設備
で高品質を追求

部材供給

透析配管 安心セット
細菌や汚れが付きにくい
(金沢医科大学様 共同開発） 柔軟フッ素ホース

※上記ホース及び継手の他、各種流体・用途別に品揃え多数。
※USP CLASS VI適合、FDA DMF登録商品もあります。

※規格品で機能を満たされない場合は別途開発にも取り組みます。
連絡先

お客様相談室

Tel. 0120-52-3132

所在地

〒938-8585

富山県黒部市前沢4371

E-mail：fd@toyox.co.jp
URL：https://www.toyox.co.jp

24. 株式会社 日本成工
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業

有

医療機器をはじめ、様々な分野のプラスチック成形品に、弊社の真空成形・圧空成形技術が採用されています。小
ロット多品種対応を得意としており、医療機器の外装等に最適です。

製品・技術
成形プロセス

連絡先

谷

所在地

〒939-0418

Tel. 0766-53-8001

E-mail：tanit@nipon-seiko.co.jp

富山県射水市布目沢710-5

URL：http://www.nipon-seiko.co.jp
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25. ファインネクス 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001, ISO14001

有

金属ワイヤーからピンや軸などの様々な部品加工を行います。微細なものは、線径φ0.1mm以下の加工にも対応し
ます。

製品・技術
塑性加工技術により、線径φ100μm以下のマイクロピンから自動車用大型圧造パーツまで、ヘッダー
圧造加工で製造可能なあらゆる製品に対応し、2000台に及ぶ社内加工機により、世界有数の圧造部品
の量産体制を備えます。当社が世界トップシェアを実現したパ
ソコンのCPU用PGA端子では、月産100億本以上の供給を行
部材供給

い、IT社会の発展に寄与いたしました。

これらの圧造加工のノウハウを活かし、民生、車載、医療など
あらゆる分野のお客様のニーズにお応えします。
少量でも対応可能な場合もありますのでお問い合わせを。

連絡先

本社営業部

所在地

〒930-0281

Tel. 076-462-1881

E-mail：下記Webサイト問い合わせフォームより

富山県中新川郡舟橋村舟橋415

URL：https://www.ﬁnecs.co.jp/

26. 株式会社 北陸エンジニアプラスチック
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

ISO9001

各種樹脂素材（板・丸棒）の製造、精密加工

製品・技術
当製品は汎用樹脂であるポリエチレンに、特殊な化合物を添加し、中性子を遮蔽する効果を付与した樹
脂板素材です。
鉛の代用としてレントゲンや X 線検査室での利用が見込まれ、軽量・低コストで加工しやすいのが特徴
です。
茨城県の独立行政法人日本原子力研究開発機構との共同開発により製品化し、同研究所実験室に採用さ
れています。
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連絡先

水越

博之 Tel. 0766-86-1411

所在地

〒933-0253

E-mail：info@hokuriku-ep.co.jp

富山県射水市七美中野212 URL：https://hokuriku-ep.co.jp

27. 株式会社 ミヤモリ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業

有

㈱ミヤモリは、ロボットに装着するロボットカバー、医療用ガウンの製造を行っている縫製会社です。
医療現場で必要なカバー、ガウンなどの縫製は、気軽にご相談ください。

製品・技術

ロボットカバーROBO×TEXを開発しました。
・従来品と違い、伸縮性と耐薬品性能がある生地を使用。

部材供給

コロナ禍で品薄が続く、医療用の
アイソレーションガウンの製造も
行っております。

医薬・医療用ロボット向けに、耐過酸化水素の性能がある

・VHP（過酸化水素ガス）による滅菌処理が必要な現場に。
ロボットカバー、医療用ガウン、共に国内生地・国内縫製、すべてが安心のメイドインジャパンです。
連絡先

永野 和明

所在地

〒932-8588

Tel. 0766-68-1288

E-mail：k-nagano@miyamori-co.jp

富山県小矢部市埴生208

URL：https://www.miyamori-co.com/

28. 株式会社 リッチェル
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO13485、ISO9001

有

独自の微細加工技術（特許）により、樹脂製検査用チップなどの試作から受託生産を行っています。チップ以外に
も樹脂製製品の受託生産、販売を行っています。

製品・技術
当社オリジナル樹脂材料を開発。ポリプロピレン系樹脂と

エラストマー系樹脂から成る樹脂組成物で、精密転写性に
優れマイクロオーダーの凹凸を忠実に転写することが出来
ます。

連絡先

城木 正博

所在地

〒930-0357

Tel. 076-472-3058

1
2

3
4

マイクロオーダーの加工
射出成形による量産が可能

均一な深さの流路を実現
接着剤を使わずに接合できる

E-mail：90008shiroki@richell.jp

富山県中新川郡上市町正印515

URL：https://www.richell.co.jp/
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29. キュアコード 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

管理医療機器販売業・貸与業

有

NFCやBluetoothで血圧計・血糖計・体重計などとデータを連携できるアプリ、システムの開発を行っています。
また、データベースの作成、CSV出力、管理画面の提供もしています。

製品・技術
医療機器のデータをBluetoothやNFC
で送受信するAndroid、iPhoneアプリ
の開発ができます。

アプリから電子カルテや他の医療シス
テム、アプリへのデータ転送などを受
託・運営致します。

管理画面やデータベースの構築も可能
です。
ソフトウェア・システム開発

連絡先

澤田 詩織

所在地

〒930-0871 富山県富山市下野16
URL： https://curecode.jp/

Tel. 076-482-3808

E-mail：contact@curecode.jp
富山大学工学部内 富山市新産業支援センター4F

30. 株式会社 シーイーシー
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

医療機器、バイタル測定器とつながるソフトウェアを開発します。
パソコン、スマートフォン・タブレットからの操作、データの見える化を実現します。

製品・技術
医療機器の IoMT 化をソフトウェアによりご支援します。

遠隔からの操作、検査結果の見える化を行うことで、現場の方、あるいは患者様のご負担を軽減します。
医療機器につながるパソコンアプリケーション、患者様が使用するタブレットアプリケーションの開発
などソフトウェアに関するお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

医療機器
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崇宏 Tel. 076-441-4381

血糖値測定

体温測定

連絡先

吉良

所在地

〒930-0029 富山県富山市本町9-10 （大同生命富山ビル2階）
URL：https://www.cec-ltd.co.jp/

E-mail：t-kira@cec-ltd.co.jp

アルコールチェック

31. 株式会社 ナレッジシステム
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

第二種医療機器製造販売業、医療機器製造業

有

20年以上にわたり医療分野の拡販ソフトウェア製品の開発・販売・運用支援を行っています。
2020年10月からクラウドサービスの本格運用を開始しました。

製品・技術
１．画像管理システム、クラウドサービス

２．画像診断装置に対する各種ゲートウェイ製品
①患者情報ネットワーク

②線量情報ネットワーク

連絡先

阿部

健一

所在地

〒938-0037

Tel. 03-5212-7384

E-mail：kenichi.abe@kns-k.co.jp

富山県黒部市新牧野105

URL：http://www.kns-k.co.jp/

ソフトウェア・システム開発

３．健康管理システム 下記4つのポイントをもとに進化していく成長型のシステムです。
①受診者サービス ②事務作業の省力化／効率化 ③医師への支援 ④保健師・検査技師への支援

32. NES 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

高度管理医療機器等 販売業 貸与業、医療機器修理業

有

医用画像管理システムをはじめとした医療システムの販売・サポート、健診システムなどの各種ソフトウェアの開
発および販売を行っています。

製品・技術
製品名：音声入力システム for Excel
・こんな場面で音声認識によるデータ入力が利用されています。
・お客様でお使いの Excel フォーマットに手放しで入力できます。

歯科健康診断入力
連絡先

橋本 康博

所在地

〒930-0884

Tel. 076-439-6982

症例集計のための入力

試験データ入力

E-mail：hasimoto@neskk.co.jp

富山市五福末広町1033 URL：https://www.neskk.co.jp/
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33. 株式会社 マーフィーシステムズ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

企業のIT化支援、ソフト開発

製品・技術
①

②

③

ソフトウェア・システム開発

①② 目に見えない菌を紫外線の力
で殺菌するUV殺菌器
連絡先

吉本

所在地

〒933-0912

Tel. 0766-30-3533

④

③④ ARによる三次元測寸のアプリ

E-mail：info@murphy.co.jp

富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル

URL：https://www.murphy.co.jp/

34. 丸文通商 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

医療機器製造業、医療機器修理業、ISO9001

製薬企業様へ「創薬研究支援から品質管理まで」のDI・DXソリューションを提供します。

製品・技術
島津製作所の幅広い製品ラインナップ
が、皆様の日々の業務の目的に応じた
ソリューションを提供します。

超高速液体クロマトグラフ

高速液体クロマトグラフ
質量分析計

ヘッドスペース分析システム

会社

自宅

分析業務の遠隔化ソリューション
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連絡先

梅沢

和弥

所在地

〒939-8221

Tel. 076-429-7194 E-mail：k̲umezawa@marubun-tsusyo.co.jp
富山市八日町247−41

URL：https://www.marubun-tsusyo.co.jp/

35. カナヤママシナリー 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO9001、ISO14001

有

目的性能を特化した20年間の車いす経験・実績に、搬送装置系と加工の技術を付加して医療・福祉機器への参入を
展開中

製品・技術
ティルト・リクライニングのモジュラー式。
電動化（走行、ティルト・リクライニング）も。

背もたれジョイント搭載
高齢者のシーティングに最適

リッドシート採用
次世代の標準型車いす

連絡先

四十万(しじま)、稲葉

所在地

〒938-0013

歩行車だけど
簡易車椅子にも。

Tel. 0765-52-0888

富山県黒部市沓掛3259

E-mail：info@kanayama-m.com

URL：http://www.kanayama-m.com

医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

医療機器製造業、ISO9001

有

介護・福祉

36. 株式会社 コージン
プラスチックインサート成形で培った技術を活かし、医療教材の開発・製造・販売を行っています。

製品・技術
プラスチック（樹脂）と+α（異素材）の物を一体成形する 技術を使って人体の感触をリアルに再現！
「こんなのあったらいいな」「こういう事ができたらいいのに」といったお悩み・ご要望をカタチにします。

導入実績といたしましては看護学校・訪問看護ステーション・病院の教育現場でお使いいただいております。

連絡先

川岸 綾子

所在地

〒930-0304 富山県中新川郡上市町森尻5

Tel. 076-473-3251

E-mail：eigyou@kojin.co.jp
URL：http://www.kojin.co.jp/
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37. 五洲薬品 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

第二種医薬品製造販売業、医薬部外品製造販売業、化粧品製造販売業

「美と健康」をテーマに、幅広い製品の企画、研究開発、製品化までワンストップで行っています。富山の地域資
源（富山湾の海洋深層水、天然水等）を活用した取り組みも特徴的です。

製品・技術
・世界に誇る富山の水資源。 自社の源泉から採水される天然水・温泉水を様々な製品に活用していす。
・海洋深層水を脱塩・濃縮分離するオンリーワン装置を開発し、用途に合わせた調製技術を保有しています。
これらの調製技術の応用研究から細胞培養液と、その研究成果を基にした薬用化粧品、自然派化粧品、経口補水液
などを製品化しています。

海洋深層水 脱塩分画装置
連絡先

研究開発部

所在地

〒939-8201

細胞培養液

Tel. 076-424-2661
富山市花園町1-1-5

経口補水液

自然派化粧品

E-mail：info@goshu.co.jp
URL：https://www.goshu.co.jp/

38. 株式会社 フジモリ
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入
有

ヘルスケア

フィットネス機器のデザイン、設計と販売を行っています。

製品・技術
Mirage‐Reha FBR-230HP

正回転、逆回転両方で負荷
がかかる2WAY方式
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連絡先

三箇

貴史

所在地

〒933-0838

多くのリカンベントバイクの適用身長は150cm
からですが、弊社製品は140cmの方からトレー
ニングができるフレームを設計

Tel. 0766-21-0958

E-mail：t.sanga@fujimori-r.com

富山県高岡市北島186

URL：https://fujimori-r.com/

15段階変更可能負荷ダイヤル

39. ライフケア技研 株式会社
医療機器関連許可・認証

医療機器業界への参入

セルフメディケーションによる健康寿命を延伸する製品の企画開発に取り組み、製造・販売を行っています。

製品・技術

アルコール体質を簡単
チェック。

眠りの度合いをチェック。

お肌の潤いチェック。

発汗量をデジタル測定する
新技術。

※エビデンスに基づき製品開発しています。
連絡先

広川 諭 Tel. 076-411-0201

所在地

〒930-0834

E-mail：hirokawa@lifecare-giken.co.jp

富山市問屋町2-4-15

URL：http://lifecare-giken.co.jp/

ヘルスケア
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索

引

あ
アールアンドスポーツディベロップメント株式会社

7

S・CASTEM株式会社

7

株式会社オーギャ

8

株式会社オートパーツ

8

か
カナヤママシナリー株式会社

18

キタムラ機械株式会社

2

株式会社キャステム

3

キュアコード株式会社

15

協同アルミ株式会社

3

株式会社クリエイトダイス

4

株式会社コージン

18

コーセル株式会社

9

五洲薬品株式会社

19

株式会社サイプラ

9

株式会社佐藤アンプル製作所

1

さ

三協立山株式会社

10

三光合成株式会社

4

株式会社シーイーシー

15

株式会社シキノハイテック

10

株式会社スカイ

11

株式会社スギノマシン

5

タカタ精密工業株式会社

5

た
株式会社立山科学ハイテクノロジーズ

11

株式会社トヨックス

12

株式会社ナレッジシステム

16

株式会社日本成工

12

NES株式会社

16

株式会社能作

1

な

は
ファインネクス株式会社

13

株式会社フジモリ

19

株式会社北陸エンジニアプラスチック

13

株式会社マーフィーシステムズ

17

ま
株式会社松村精型

6

丸三製薬バイオテック株式会社

2

丸文通商株式会社
株式会社ミズノマシナリー

17
6

株式会社ミヤモリ

14

ライフケア技研株式会社

20

株式会社リッチェル

14

ら
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