北海道で健康長寿産業のビジネス展開をご検討ください。

（北海道・石狩市・札幌市の立地環境のご紹介）

北海道
Hokkaido

北海道ブースのご案内

②北海道の優位性を活かし、集積が進みつつある健康長寿産業
道内医療系大学の研究シーズに着目したバイオ関連企業が立地

会 期：2018 年 2 月 21 日（水）～23 日（金）

③環境に優しい立地環境
再生可能エネルギーや冷涼な気候の利活用
④豊富な農水産資源を活かした食関連産業の集積
安全・安心な道産素材を活用した食品企業が立地
⑤新たな企業活動を支える工業団地
全道各地に点在する安価で多様な工業団地

10:00～18:00（23 日は 17:00 まで）
【問合先】
北海道経済部産業振興局産業振興課
健康長寿産業グループ
札幌市中央区北 3 条西 6 丁目
TEL：011-204-5336

低廉なビジネスコストなどが魅力の工業団地を紹介します。

City of Ishikari

札幌駅からわずか 15km で、低廉なビジネスコストの実現、自然災害
リスクの低減を可能にする札幌圏最大
の工業流通団地 「石狩湾新港地域」

【出展内容】
◇道内ものづくり企業等 9 社による
「先端医療機器」 や 「医療機器部材」などの展示

◆㈱キメラ：室蘭市
◆㈱セーコー：札幌市
◆太宝電子㈱：札幌市
◆㈱徳重：石狩市
◆㈱ノア：札幌市

◆㈱ミルウス：札幌市
◆㈱メディカルプロジェクト：札幌市
◆㈱ユニシス：北広島市
◆㈱リッジワークス：札幌市

◆北海道庁 ◆石狩市 ◆札幌市
◆北海道医療機器関連産業ネットワーク

【問合先】
石狩市企画経済部企業連携推進課
石狩市花川北 6 条 1 丁目 30-2

City of Sapporo

会 場：インテックス大阪 6 号館Ｂゾーン 「31-14」

◇道内の立地環境及びものづくり企業の紹介

をご紹介します。

札幌市

「第 8 回関西医療機器開発・製造展（MEDIX 関西）」

魅力ある北海道内の立地環境を紹介します。

①リスク分散の適地、産業活動のバックアップ拠点 「北海道」
低い自然災害リスク、多重化された交通インフラ

石狩市

メディカル ジャパン 2018 大阪

TEL：0133-72-3158

医療関連産業に最適な
ビジネス環境や進出支援制度を紹介します。

北海道大学や札幌医科大学など、高い技術を有する大学を
有し、産学連携などでの活発な研究・開発により医療関連産
業が集積しているほか、250 万都市圏の豊富な労働力や低
い自然災害リスクなど、最適な立地環境を有しています。
【問合先】
札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課
札幌市中央区北 1 条西 2 丁目

TEL：011-211-2362

（五十音順）

「第

回関西医療機器開発・製造展」 北海道ブース出展企業
太宝電子（株）

（株）キメラ

（株）セーコー

つくるのは、精巧技術の“複合体”

車椅子からの転倒防止として
ブレーキのかけ忘れをアラーム検知

【主な出展製品・技術概要】
超精密加工部品、微細加工部品、成形品
１ミクロンの精度を必要と
する超精密機械加工を
得意としており、開発製
品や量産用の金型及び
部品の製作において、今
まで難しいと言われてきた
加工に対して弊社独自
の技術で対応し実現させ
マイクロニードル φ0.1mm
ております。
http://www.chimera.co.jp

（株）ノア

【主な出展製品・技術概要】
実機・デモ
ボディバランスモニター
３D スキャナを使った人体の非接触計測および形状解析を行う
システム。
撮影時間は 0.1 秒以内、
撮影後 10 秒以内にミリレ
ベルの歪み画像を出力しま
す。歪みを色により表示す
るため、歪みの経時変化が
一目瞭然です。
http://www.kknoa.co.jp/

【主な出展製品・技術概要】
実機・デモ
ブレーキセンサー
車椅子からの転倒防止として、ブレー
キのかけ忘れをアラーム報知。既存の
車椅子に簡単に取り付け可能です。

【主な出展製品・技術概要】
線量計「MIDSOF」
Ｘ線透視治療による被爆線
量を測定し、被爆障害予防を
目的とした管理システム。
Ｘ線画像に映らない光ファイバ
ーを応用した線量計で、診療
の妨げにならずリアルタイム計測
が可能です。

エコ素材カプセルベッド
組み立て・廃棄が簡単な一時使用を
目的としたカプセルベッド。災害避難所
や帰宅困難時における会社、学校で
の使用を想定しています。

【主な出展製品・技術概要】
電子証明書対応 SD メモリーカード 「
医療・健康等個人情報を安全に保
存できる秘匿領域を有した次世代
のSDメモリーカードシステム。スマホや
PCに挿入し情報を保存することで、
自動的に真正性を保証する電子証
明書が付与され、暗号化が施されま
す。これにより、ネットでも持参でも安
全な医療・健康情報の保管・移動
が手軽に実現できます。

実機・デモ
Ⓡ

」

特殊針のリーディングカンパニー
【主な出展製品・技術概要】
脊髄くも膜下麻酔用針（ペンシルポイント）
NoCutting タイプの脊髄くも膜下麻酔用針。穿刺後の術後頭
痛（PDPH）の低減に有効です。
エコーマーク・エングレーブ加工
エングレーブ加工を施すことで、超音波画像
診断装置下などでの針の視認性を追及。

実機・デモ
【主な出展製品・技術概要】
異常検知通報システム
「アイモセンス」
手軽に環境を可視化するトライアルキット。
騒音・人感・湿度・照度などを感知し、
遠隔でチェックが可能。また、センサーユ
ニットをつけ替えるだけで、あらゆる医療
施設・医療機器状況をスマホで認識で
きます。もしもの時もスマホにお知らせし
ます。

脊髄くも膜下麻酔用針

http://www.unisis.co.jp/

http://www.ridgeworks.co.jp

【主な出展製品・技術概要】
使い切りお尻洗浄器 「お尻シャワシャワ」
家庭や職場などは、シャワー式トイレの
設置率が高く不便さを感じない。しかし
外出先ではシャワー式トイレの設置がな
い、あるいは「誰が使用したかわからない
ので、使用することに抵抗がある」といっ
た経験をされた方もいるはず。そんなとき
に最高のパートナー“私だけ”の使い切
りお尻洗浄器「お尻シャワシャワ」。

http://www.sisuner.co.jp/

（株）メディカルプロジェクト

北海道医療機器関連産業ネットワークのご紹介

無接触の生体情報検知センサーと見守りセンサーで
呼吸・脈拍検知

道内企業の医療機器関連産業への参入と事業拡大の促進を目的に
設立。現在 50 を超える企業・機関が参加し、相互の連携強化による
医工連携・新事業の創出を目指しています。

実機・デモ

【主な出展製品・技術概要】
見守りセンサー
マットレス下に設置したセンサー
が呼吸・脈拍・体動を検知し
て、異変時に報知します。
生体情報検知センサー
椅子、検査ベッド、浴槽等に設
置したセンサーが無接触で呼
吸・脈拍・体動を正確に検知し
ます。

http://www.noastec.jp/h-medicalnet

（運営会議）

見守りセンサー
（センサーシートをマット下に設置）

http://www.medicpro.co.jp

http://miruws.com/

あったらイイなを、カタチにする！

実機・デモ

「シャワー式トイレがないと、トイレにも行けない!!」
そんな方には必見のアイテム

http://www.daikoku-web.com/

http://s-seko.co.jp

（株）リッジワークス

（株）ユニシス

医療用特殊針 OEM・特殊加工
生検用の針や美容整形針など様々な用途
に使用される針を設計・製造いたします。

これまで培ってきた電子技術を
医療現場へ生かします！

（株）ミルウス

体表面を３D スキャンして歪みを可視化
「ボディバランスモニター」

（株）徳重

【問い合わせ先】
㈱キメラ
北海道室蘭市香川町 24 番地 16 号（担当：松本）
TEL：0143-55-5293 E-mail：matsumoto@chimera.co.jp

㈱セーコー
北海道札幌市西区八軒 7 条西 4 丁目 1-12（担当：三井）
TEL：011-643-1811 E-mail：seko@s-seko.co.jp

太宝電子㈱
北海道札幌市中央区南 2 条西 12 丁目 323-18（担当：馬場）
TEL：011-271-3817 E-mail：baba@daikoku-web.com

㈱徳重（札幌支店）
北海道石狩市新港西 3 丁目 764 番地 3（担当：高山）
TEL：0133-68-6677 E-mail：t-takayama@sisuner.co.jp

㈱ノア （北海道技術開発センター）
北海道札幌市北区北 21 条西 12 丁目 2 ｰ 307（担当：長枝）
TEL：011-299-9757 E-mail：nagaeda@kknoa.co.jp

㈱ミルウス
北海道札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目 1-1（担当：宮本）
TEL：011-598-0411 E-mail：info@miruws.com

㈱メディカルプロジェクト（札幌技術開発部）
北海道札幌市北区北 21 条西 12 丁目（担当：小林）
TEL：011-788-7436 E-mail：kobayasi@medicpro.co.jp

㈱ユニシス （北海道工場）
北海道北広島市輪厚工業団地 1-2-8 （担当：一瀬）
TEL：011-370-5021 E-mail：spdept@unisis.co.jp

㈱リッジワークス
北海道札幌市中央区大通西 17 丁目 2-22（担当：藤田）
TEL：011-213-7492 E-mail：n_fujita@ridgeworks.co.jp

