
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北海道での健康長寿産業のビジネス展開をご検討ください。 

（北海道・札幌市・北海道医療機器関連産業ネットワークのご紹介） 

魅力ある北海道のビジネス環境を紹介します。 

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」 

同時被災リスクの低さに着眼したリスク分散、バックアップ拠点 

② 北海道の優位性を活かし、集積が進む健康長寿産業 
道内医療系大学の研究シーズを活用した共同研究・実用化 

③ 豊富な地域資源を活かした関連産業の集積 
豊富で良質な水資源や道産素材を活用する企業群 

④ 新たな企業活動を支える用地、人材 
新しいビジネスの規模拡大に不可欠な用地や人材

【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 

会 期：2019年 2月 20日（水）～22日（金） 

10:00～18:00（22日は 17:00 まで） 

会 場：インテックス大阪 5号館 ゾーン 「12-42」 

 
   

北海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したネットワークです。 

現在 57 の企業・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。 

 

 

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。 

 

【問合先】 

札幌市 経済観光局 国際経済戦略室 食・健康医療バイオ産業担当課 

   札幌市中央区北 1条西 2丁目  TEL：011-211-2392／E-mail：bio@city.sapporo.jp 

【出展内容】 

◇道内ものづくり企業等 11社・団体による 

「先端医療機器」 や 「医療機器部材」などの展示 

 

 

 

 

 

 

◇道内のビジネス環境及びものづくり企業の紹介 

◆㈱北海道霊芝：札幌市 

◆㈱ユニシス：北広島市 

◆㈱セーコー：札幌市 

◆㈱徳重：石狩市 

◆㈱アビサル・ジャパン：札幌市 

                         (申込順) 

 

◆北海道 IT医工連携事業 

協同組合：札幌市 

◆㈱メディカルプロジェクト：札幌市 

◆太宝電子㈱：札幌市 

◆㈱キメラ：室蘭市 

◆メディカルフォトニクス㈱：札幌市 

◆正和電工㈱：旭川市 

◆北海道 ◆札幌市 ◆北海道医療機器関連産業ネットワーク 

北海道ブースのご案内 

メディカル ジャパン 2019大阪 
「第９回ヘルスケア・医療機器 開発展」  

 札幌市 
City of Sapporo 

 北海道 
Hokkaido 

 

札幌市では、バイオや IT関連の企業・研究機関の集積を生かして、 

「創薬」「デジタルヘルス」「再生医療」「運動」といったキーワードで、再開発も

含めた産業活性化や、冬季オリパラ招致などを見据えたまちづくりを進められ

ないか検討しています。 

ぜひ札幌に拠点を設け、ともにプロジェクトを進めていきませんか？ 

 

 
 

 

【問合先】 

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団） 

   札幌市北区北２１条西１２丁目 コラボほっかいどう   TEL：011-708-6392 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 IT医工連携事業協同組合 

あったらイイなを、カタチにする！ 

【ポイント】 

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。 

 

「第 回 ヘルスケア・医療機器 開発展」 北海道ブース出展企業 

 （株）キメラ 

つくるのは、精巧技術の“複合体” 

【ポイント】 

超精密加工部品、微細加工部品、成形品 

1μm の機械加工精度を必要とする

超精密部品の製作を得意としてお

り、開発案件や試作、量産金型及

び部品の製作において、 

 弊社独自の機械加工技術で対応

し実現しています。 

マイクロニードル φ0.1mm 

 
太宝電子（株） 

これまで培ってきた電子技術を医療現場へ活かします！！ 

【ポイント】 

ＩＣカセットタイマーシステム 

病室の床頭台に組み込み、テレビ、冷蔵庫、ラ

ンドリー等を有料で使用できるシステムです。磁

気カードに変わる新しいシステムです。 

線量計「MIDSOF」  

Ｘ線透視治療による被曝線量を測定し被爆

障害防止を目的とした管理システム。Ｘ線画

像に映り込まない特殊な検出器を使用し、リア

ルタイム計測が可能な線量計です。 

実機・デモ 

 
メディカルフォトニクス（株） 

世界初の非侵襲計測器！  

【ポイント】 

食後に現れる血液の濁りを光で簡単計測 

光で血液の濁りをモニタリングする

非侵襲計測器（試験研究用）

により、従来計測困難であった脂

質代謝の確認が可能です。  

健康管理から医療分野まで幅広

くご利用いただき、健康寿命の延

伸への貢献を目指します。 
 

実機・デモ 

 
（株）ユニシス 

特殊針のリーディングカンパニー 

【ポイント】 

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。  

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。 

 

脊髄くも膜下麻酔用針 

 
（株）正和電工 

バイオトイレ１台設置でその分水をキレイに！ 

【ポイント】 

避難所で快適に過ごせるトイレ“マイバイオトイレ” 

災害用・介護用・レジャー用と 

して、電気も水も要らないトイレ。 

避難所のブース内で一家族が 
使用することを想定した 
自分専用のトイレです。 
普通のオガクズを活用し、 
特別な菌は必要ありません。 

 

 

 

 
（株）徳重 

「どこでもシャワー式トイレを使いたい!!」アイテム 

【ポイント】 

使い切りお尻洗浄器 「お尻シャワシャワ」 

外出先では「シャワー式トイレの設置が

ない」、「誰が使用したかわからないの

で、抵抗がある」。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」。 

 

（株）セーコー 

軽量コンパクトな床敷きマット 

【ポイント】 

非常用エアマット 

空気を入れて床に敷くだけで暖か

く衛生的なエアマット。病院や避

難所、帰宅困難時における会

社、学校での備蓄に最適。 

一人用安心安眠セットもありま
す。 
 

 

実機・デモ 

実機・デモ 

実機・デモ 

 
（株）メディカルプロジェクト 

非接触で呼吸・脈拍検知 

【ポイント】 

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。  

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。 

実機・デモ 

見守りセンサー 

（センサーシートをマット下に設置） 

 【連絡先 担当：松本】 

TEL：0143-55-5293  E-mail：matsumoto@chimera.co.jp 

※道内所在地：室蘭市香川町 24 番地 16号 

  

【連絡先 担当：高山】 
TEL：0133-68-6677  E-mail：t-takayama@sisuner.co.jp 
 ※道内所在地：石狩市新港西３丁目 764-3 

【連絡先 担当：五十嵐】 
TEL：0133-76-6390  E-mail：igarashi@daikoku-web.com 
※道内所在地：札幌市中央区南 2 条西 12丁目 323-18 

【連絡先 担当：三井】 
TEL：011-643-1811  E-mail：seko@s-seko.co.j 
※道内所在地：札幌市西区八軒 7 条西 4丁目 1-12 

【連絡先 担当：神山】 
TEL：03-5812-7768  E-mail：d-sales@unisis.co.jp 
※道内所在地：北広島市輪厚工業団地 1-2-8 

【連絡先 担当：小林】 
TEL：011-788-7436  E-mail：kobayasi@medicpro.co.jp 
※道内所在地：札幌市北区北 21 条西 12丁目 

 
（株）北海道霊芝 

実機・デモ 

 
（株）アビサル・ジャパン 

いつでも手軽に清潔保湿  

洗浄型保湿ローション「カラダキレイ」 

【ポイント】 

スプレーして拭きとるだけ 

洗い流し不要の洗浄保湿剤 

皮膚のバリア機能を高める成分を含み、褥瘡や

オムツ交換時の皮膚ケアにおすすめ。高齢者や

入浴できない方の洗浄・清拭剤にも。洗い流し

がいらないため、医療や介護従事者の負担軽減

が期待できます。 
 

実機・デモ 

【連絡先 担当：松村】 
TEL：045-227-5400  E-mal：a-.matsumura@abyssal.jp 
 ※道内所在地：札幌市中央区南４条西 12 丁目 1304-4 

北海道の大地の力を「鹿角霊芝」に込めました！ 

【ポイント】 

最高レベルのβ-グルカン含有量 

霊芝の代表的な有用成分で

ある「β-ｸﾞﾙｶﾝ」の高い含有量

が特徴です。 

有機 JAS認証の自社農場・工場 

自社農場と工場は栽培ら製造

まで全て有機 JAS（オーガニッ

ク）認証を受けています。 
 

【連絡先 担当：畠山】 
TEL：011-837-4104E-mail：hatakeyama@hokkaido-reishi.com 
※道内所在地：札幌市白石区菊水上町１条４丁目 1-21 

【連絡先 担当：大黒】 
TEL：0166-39-7611  E-mail：seiwa@seiwa-denko.co.jp 
 ※道内所在地：旭川市工業団地１条１丁目３番２号 

【連絡先 担当：竹内】 
TEL：011-700-0202  E-mail：a.takeuchi@med-photo.co.jp 
  ※道内所在地：札幌市北区北 21条西 12丁目 

【連絡先 担当：藤田】 
TEL：090-1641-0600 E-mail：info@imiunion.or 
※道内所在地：札幌市中央区大通西 17丁目 2-22 

 

 

 
マイクロニードル φ0.1mm 

100本 
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