平成２８年 １月２１日開催 山口県 本郷展示会 出展企業リスト
医療機器等の開発経験有り

大学病院との共同研究の経験有り（共同研究中）

医療機器製造認可あり

企 業 名

１

旭興産

ポ イ ン ト

株式会社

ＮＳＡ研究所

音声合成技術 Voice Bank

岡本産業

新製品や新規技術
への共同開発に対
応致します。

ウェアラブル端末の開発

超高画質４Ｋアップコンバート

SD や HDサイズから４Kへの
スケーリングを行う際、不足す
るピクセルを補完、シャープネ
スやアンチエイリアスを加えて、
ハイクオリティーな４K変換を
実現

入力した（された）テキス
トを、個人の好みに合っ
た声で文章を読み上げる
ための声のデータバンク
サービス

・研究開発業務及び受託
・研究成果の製品の外販

3

共同開発対応

医療機器、食品、
液晶パネル、自動
車等さまざまな業
界向けの装置製作
を行います。

医療機器製造
メーカー向けの
装置製作実績
があります

・自動化装置、省力化装置の設計製作
・ロボットシステムの設計製作
・産業用装置の設計製作

2

あらゆる業界向の対応

医療用機器向け自動化装置

株式会社

血管模型（３Dプリンター）

キャラクター（複合加工機＋３Dプリンター）

ホーン（複合加工機）

株式会社

・半導体製造装置部品製作
・ポンプ部品製作
・各種試験片製作

4

株式会社

クボタ製作所

クリンプ断面画像分析システム

医療機器向け特殊ハーネスに柔軟に対応

・ワイヤーハーネスの製造

5

株式会社

画像検査装置付の最
新自動化システム

離床検知用床置型ﾏｯﾄｾﾝｻｰ

生体音取得デバイス（電子聴診器）

倉元製作所 山口事業所 「いつでも安心マット」

従来品にない高感度・軽
薄化を実現し、これまで
課題であった衛生面でも
水洗いできるなどの特長
を持った製品です

・介護用センサマットの開発製造販売
・生体聴音デバイスの開発
・その他圧電フィルム応用開発

6

株式会社

従来は難しいとされて
いた圧着断面を高精
度に分析できます

精密機械(血液検査)部品

精密金型設計製作

音響ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽが極めて生
体に近い有機圧電ﾌｨﾙﾑを用
いて肺音等の極めて微弱な
生体音をｸﾘｱに聴取します。

外科手術機器（鉗子等）設計製作

CLEAR MOLD（教材用金型）

サン精機
樹脂加工し
て製作した
金型模型

・精密治具・機械加工
・金型設計製作
・教材用金型製造販売

7

ジャパンファインスチール

Mgワイヤφ48μm

株式会社

純Mg、AZ系合金、Ca
添加系合金等の細線
加工が可能。対応線
径：φ0.07～3.5mm

・マグネシウム細線ワイヤの製造販売
（生体吸収材料として注目）
・Mg加工品も多数取り揃え

8

株式会社

Mg不織布（世界初！）

樹脂ねじ

金属精密加工

伸和精工

ダイヤモンドワイヤ

コアワイヤφ0.07～
0.35m
用途例：パイプの
内面研磨、CFRPの
切断加工等

歯車軸加工

チタン加工

・金属、非鉄金属材料高精度加工
・小ロット短納期
・３Dプリント

9

株式会社

各種医療機器用ＰＣＢＡ設計製造

ティーユーエレクトロニクス

医療機器クラスⅢ、Ⅱ
【循環器系医療機器、
在宅医療機器、各種医
療用リハビリ機器】、分
析・臨床検査機器など

・電子回路基板のＯＤＭ・ＯＥＭ生産
・各種電子制御機器
・装置、電子計測の回路設計及びソフト開発

株式会社

10 テクノウェル
・配管ユニットシステム設計製作施工
・配管製作
・精密板金

山口県産業技術センター作成

トータルコストダウンを実現する物作り

培養装置パイピングシステム

高純度・特殊ガス
供給装置
（マイクロフィット溶接）
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高品質・高信頼性の追求

開発・設計、自社部品
調達による一貫体制で、
品質、信頼性、安全性、
アフターを含めたトータ
ルコストの提案

チタン材配管溶接加工
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医療機器製造認可あり

企 業 名

ポ イ ン ト

有限会社

ウェアラブル・ストレス状態評価システム

11 デジタル・マイスター

動画コンテンツ作成支援システム

心拍周期から呼吸による変動成分を低減する独自 DM-ECN
の方式でストレス状態（緊張状態）を評価します。
ウェアラブル心拍センサとスマートフォンで構成し、
クラウドサービスと連携することによりストレス状態
の変化を把握し健康管理に役立てます

・eラーニングシステムの開発
・移動体通信を利用したシステムの開発
・受託ソフトウェア開発

東洋鋼鈑
12 株式会社

個々の患者での医薬
品の薬効予測や副作
用予測を可能にする
遺伝子検査用チップ
(DNAチップ)

・ぶりき、薄板及び各種表面処理鋼板
並びに各種機能材料等の製造・販売

遺伝子解析キット
株式会社

現地確認システム

13 ニュージャパンナレッジ

スマホにかざすだ
けで、バイタルデー
タをクラウドへデー
タ蓄積します

・自社パッケージソフトの開発
(iPhone、Android等)
・システム開発
株式会社

医療用モニターディスプレイ開発

14 プライムゲート

内視鏡向け各種画像
インターフェース機能
及び取得データの圧
縮処理用Chip開発

・電子機器用LSIの回路設計
・医療機器の設計

15 ブルーウェーブ

プライムゲートの設計開発は、通信、放送分野から画像処理まで幅広い分
野での設計に対応可能です。家庭機器、放送機器、産業機器、医療機器
など応用製品も多岐に渡る、お客様の多様なニーズに対応できます。

ＬＥＤが持つ分光特性を研究
し各種環境機器（照明器具）
の開発を行っています

磁気を嫌う場所
で使用できる特
殊ライト

株式会社
・LEDを使用した各種照明器具の設計、
開発、製造、及び販売

三笠産業

スマホで写真、位置情報
等々をクラウドへ自動蓄積
することで、同時に報告書
にもなります

非磁性体パーツで構成したスポットライト、ベース照明

テクノロジーズ

16 株式会社

様々な疾病を検査対象にする
ことにより、患者にとって最も
効果があり副作用の少ない治
療など、患者ごとのオーダー
メード医療に貢献します

ＬＥＤの光技術を活用した環境機器（照明器具）
ブラックライト（光る）紙芝居

・トナ－製造、農薬製造販売
・農業用生産資材販売
・乾燥野菜パウダ－加工販売
株式会社

17 ミヤハラ

有限会社

治工具の設計・製作

精密機械部品の製作

医療情報システムソリューション

オーダリングシステム

日医総研がプロデュース
している日医標準レセプト
を医療情報システムの中
核である医事会計システ
ムとして導入を行います

・医療関連ソフトウェア
・医事会計システム
・医療機関向けコンサルタント

・押出成形
・射出成形
・コンパウンド製造
株式会社

20 ＹＯＯＤＳ
・画像処理装置製造・販売
・組込み用ミドルウェアの開発・販売
・ソフトウェア受託開発

山口県産業技術センター作成

自動機の設計から製作まで

メディカルビュアーシステム

ラボラトリー

19 山五化成工業
株式会社

独自のファインパウダー
技術によって、野菜不足
を解消する野菜パウ
ダーで皆さんの健康に
貢献します。

小物部品等の試作製作を高
速マシニングセンターや放電
加工、研削加工を駆使して対
応が可能です。

・各種省力化機械の設計～製作
・精密機械部品の製作
・各種治工具の設計・製作

18 メディカルソフトウェア

シリーズ

暗い部屋でブラックライトを照射すると
幻想的に光る紙芝居を提案します。
近年、認知症や老人ケアに紙芝居が
て注目されています。世界初のフルカ
ラ－UVトナ-で安価・手軽に提供します。

手摺り製造風景

着色も自由で抗菌剤付与も可能

後曲げ加工で設計の自由度を高めます
小ﾛｯﾄ生産にも対応

鋼管に柔らかい樹脂(ｴﾗｽﾄﾏｰ)を被覆

（１）義歯計測

3次元画像計測システム YCAM3D
カメラ画像から3次元形状を認識
/計測するシステムです。
＜高精度＞かつ＜低価格＞な
ソリューションを提供します
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（２）手の計測
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医療機器製造認可あり

企 業 名
株式会社

21 ユキエンジニアリング

大学病院との共同研究の経験有り（共同研究中）

ポ イ ン ト
滅菌ﾊﾞｯｸ自動包装機

滅菌包装された器具

ｵｿﾞﾝ脱臭器ハンディ型

オゾン脱臭器天井取付型

画像検査装置

・工業用濾過機、油空圧機械設計販売
・オゾン発生装置の設計製造販売
・各種自動制御装置の設計製造販売

商談のみ

株式会社

超精密モーター式ディスペンサー

アノード

薬品・医療業界で検体及び薬品の分注、滴定、混合装置
半導体業界で接着剤・樹脂・ペースト等材料の吐布装置
液晶・プラズマ業界でレジスト薄膜塗布装置
食品業界で調味料等の供給装置
薬品・化粧品業界で充填装置

・プリント基板及び精密機器の設計製作

商談のみ

水口電装

各種自動化装置設計開発

高速高精度制震制御装置開発

マイコンの応用製品の開発・設
計・製作 産業用電子機器の開
発・設計・製作 無線システムの
開発・設計・製作

LED誘魚灯

株式会社

・電気制御機器
・産業機械開発
・LED応用製品開発

展示会場レイアウト
場所 医科器械会館 ２階 セミナーホール

山口県産業技術センター作成
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植物工場

