welding our future

「健康と楽しみを創造する」

有限会社 福島熔材工業所

株式会社 緑の杜
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒969−1761
伊達郡国見町藤田町尻二12−1
024−585−1222
024−585−1222
whitebear.blackbear@gmail.com
https://green-forest.jp/
安藤 秀樹

医療法人青い海あんどう歯科医院の歯科技工部門を行う他、福島商工
会議所ふくしま医療関連ビジネス研究会と連携し医療分野を中心とし
た知的財産関連事業、日々の生活をさらに快適にしていくデジタルメ
ディア事業を行っております。

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

・部品が
品
製
な
こん

欲しい！

〒960−2154
福島市佐倉下字笊内16−7
024−593−5961
024−593−5962
shibuya@fyk.jp
https://fyk.jp
澁谷 修一

医療用・半導体工業用・電子機械用機器の鏡面処理を含む高精度機器
の設計製造を行っております。
とくに異種金属の顕微鏡レベルで行われ
る弊社マイクロ接合技術は、材料の多様化と対象ワークの高機能化微
細化において、界面化学を基盤とした技術のもと、品質と信頼性とでお
役立てていただいております。

各種金型の設計･製造･修理･改造･メンテナンスで
短納期を実現するプロ集団です。

株式会社 モリヨシ技研
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−1232
福島市松川町下川崎字介在窪山45−1
024−567−4775
024−567−4199
n-sasahara@mrys.co.jp
https://www.mold-support.net
笹原 徳明

けど
少量だ

あったら
これが

？
大丈夫

便利！

『商品実現力！ 』
・ ・ ・

！
を目指しています

お客様のアイディアを形にするための各種金型を製作し、様々な製造業
界のお役に立っています。
また、他社製・海外製を問わず既存金型の修
理･メンテナンスのご相談窓口「金型よろず支援ネット」を開設し、お客
様の生産現場のロスを最小限に抑えるお手伝いをいたします。

① 事業化の検討、会員間の情報交換の推進
福島県立医科大学や医療機器メーカー等よりニーズの情報をいただき、
商品、
部品等の検
討を進めています。
また、
会員間の交流・情報交換も活発に行っており、
共同開発等の可能性
についても検討しております。
些細なことでも研究会一同、
真摯に対応させていただきます!

② 展示会等への出展
研究会の活動を広くPRするため、
「メディカルクリエーションふくしま」をはじめ
として様々な展示会に出展しています。

③ 医産連携に関する視察調査等の実施
医療現場や医療機器製造業への現場視察の実施や会員企業が自社技術をどの
ように応用できるか、セミナーを開催するなど学ぶ機会を設けています。

④ 各機関のアドバイザーからの技術開発支援
研究会の運営について、福島県立医科大学、福島大学、福島市、福島県知財総合
支援窓口など各関係機関よりご支援をいただいております。
また、ニーズの提供を
はじめ会員企業の技術開発のご支援もいただいております。

お問い合わせ

福島商工会議所

〒960−8053 福島市三河南町1−20 コラッセふくしま8階
TEL 024−536−3900

FAX 024−525−3566

支援
アドバイザー
Facebookのページで
検索してください
ふくしま医療関連ビジネス研究会

検索
2020年9月作成

●公立大学法人

福島県立医科大学

●ふくしま新産業創造推進協議会

●国立大学法人

福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター

●福島県知財総合支援窓口

ふくしま医療関連ビジネス研究会

ふくしま医療関連ビジネス研究会について
私たちは、医療関連ビジネスへの参入に向けた取り組みを推進することを目的として、福島市を中心に福
島県北地域で活動を行う会員企業で構成された「ふくしま医療関連ビジネス研究会」
です。当研究会は、医産
連携という新たな取り組みに挑戦するため、
平成25年に
「福島市医産連携研究会」
として活動をスタートし、
平成30年に「ふくしま医療関連ビジネス研究会」に名称を変更し、会員企業が主体的に医療福祉関連分野へ
参入できるよう支援活動を中心に活動を行っております。
多くの皆様に本研究会活動を知っていただき、興味のある企業や技術がございましたら是非お声がけ下さいますようお願い申し
上げます。
これからも福島県立医科大学や福島大学など関係機関の皆様からご支援をいただきながら、
医産連携による事業化という
目標＝夢に向かって一歩一歩前進を続けて参りたいと考えております。
ふくしま医療関連ビジネス研究会 会長

澁谷

修一

（有限会社福島熔材工業所 代表取締役社長）

感染性廃棄物の自動処理装置は IBAC

株式会社 アイバック
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8142
福島市小倉寺字稲荷山10−40
024−521−3741
024−521−3734
ibac@mwnet.jp
http://ibac.jp/
細井 建紀

医療施設から排出される感染性廃棄物は高齢化社会に伴い、年間前年比4％の増加
となっています。現在自動滅菌と減容装置が一体となっている装置は国内では本装
置のみで、経済産業省から開発助成金を受け、特許数7件 50％の環境省補助金対象
品となっています。EUでは今年度炭素税が導入される模様で、環境省でも検討が始ま
り、当社の装置の一酸化炭素削減量は97.3％と驚異的な数値がはじき出されました。

製造業の匠〜電子機器のモノづくり、丸投げください！！〜

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−0426
伊達市坂ノ下15
024−584−2111
024−584−2114
ad-sales@asahi-gp.com
https://www.asahi-gp.co.jp/denshi/
営業部 菅野 周二

●設計、
開発から部品調達、生産までワンストップサービスをご提供
● 携帯電話生産で培った超高密度実装技術と、
車載機器生産に求めら

れる高信頼性の両立
●生産治工具等は内製化によりスピードと低コストを両立

地域密着の「医療機器総合商社」です！

医療機器はリユースする時代へ

TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8141
福島市渡利字絵馬平86−7
024−526−0707
024−524−1777
−
http://www.evaheart-usa.com/evij
三浦

従来の治療法では救命できない重症心不全にＥＶ
Ｉジャパンは挑戦して
います。弊社が取り組む体外型補助人工心臓は、医療経済に大きく貢献
する、環境に優しいエコロジー型再利用医療機器です。医療従事者、地
域社会が三位一体となり笑顔を取り戻せるようなオンリーワン技術の
開発・製品化を目指しています。

開発試作から量産まで機械加工に関するすべての
ご要望にお応え出来ます事をお約束いたします。

TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒963−8822
郡山市昭和二丁目11番5号
024−944−1157
024−944−1193
main@sansei-iki.co.jp
http://www.sansei-iki.co.jp
生天目 芳宏

弊社は、福島県内を中心に医療機器・診療用材料の販売を行っておりま
す。福島営業所は、1981年（昭和56年）に開設して以来今年で39年目
を迎えます。
これからも、地域に根差した事業活動を展開してまいりま
すので、
ご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします。

〒960−8201
福島市岡島字作田入5−7
（福島工業団地）
024−572−4888
TEL
024−573−8444
FAX
E-mail sale@nakano.inc
https://www.nakano.inc
HP
担当者 三浦 友裕
所在地

医療用鋼製機器・人工衛星・光通信関連部品等のステンレス・チタン・コ
バ ー ル などの 難 切 削 材 を高 精 度 5 軸 マシン 他 を使 用して 加 工し、
ISO9001/JISQ9100に基づくQMS体制により安心、安定して供給し
ます。

株式会社 永沢工機
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8075
福島市下野寺字原17番地
024−591−4641
024−591−5095
kikai@sato.email.ne.jp
−
佐々木 淳

弊社は、
これまでに蓄積したノウハウを生かし新たな価値の提案・提供が出
来る企業を目指しあらゆるニーズに応える為に、最新の設備・測定機器を積
極的に取り入れ、熟練技術と最新技術を駆使して、最高レベルの品質を目指
し、お客様の満足と信頼を得る事が、企業としての存続意義だと考えます。

添付文書のトータル管理でコスト削減！

〒960−0231
福島市飯坂町平野字田切3−1
024−542−3190
024−542−3179
n-yamaki@nux.co.jp
http://www.nux.co.jp
八巻 直人

鉄やアルミ、
ステンレスなど金属を自在に加工し、様々な形状の精密板
金を承ります。
小さな部品から大型の部品まで、
設計からブランク加工、
ベンダー加工、
プレス加工、
スポット溶接で組付けていく組み立てなどを
専門とするスタッフによって高品質なモノづくりを目指しています。

医療の現場に、
「伝わりやすいデザイン」
をご提案！

株式会社 佐藤機械工業

サンセイ医機株式会社
所在地

株式会社 NAKANO

私たちは薄物板金加工を得意とし、精密板金加工の
プロとして高難度でも高品質の実現に努めています。

株式会社 EVIジャパン
所在地

即現場・現地に行き、解決策を共に考えます

難切削材の複雑形状切削加工

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−2194
福島市庄野字柿場1−1
024−594−2211（代）
024−594−2041
info@nisshindo.co.jp
https://www.nisshindo.co.jp
企画営業本部 板垣 時彦

病院案内パンフレットなど、医療関係の印刷物を数多く手がけておりま
す。
また、
より多くの方に分かりやすくお伝えする「ユニバーサルデザ
インの考え方」を取り入れた制作を得意としており、印刷物の他、病院
内のサイン展開など、様々な「伝わる・使いやすいコミュニケーション
ツール」のご提案が可能です。

ネットワークをデザインする

TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8141
福島市渡利字絵馬平86−9
024−526−4303
024−526−4302
sky@inaka.co.jp
https://www.tenpubunsho.jp
メディカルチーム 伊東 義孝

医療機器製造業許可取得により、医療機器パッケージバリデーションの
お手伝いから、デザイン、添付文書データ制作、印刷、折り、封入、包装、
表示、保管、発送まで、社内一貫体制での対応で、お客様の事業効率の向
上に貢献します。医薬品・医療機器に関わる印刷物の、
よりきめ細かい
サービス実現に取り組んでいます。

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8252
福島市御山字中川原51−1
090−5590−6018
024−528−6665
m1208@aroma.ocn.ne.jp
−
円谷 正夫

医療機器製造・販売に関して、お困りのこと・ご相談したいことがあれば
ご一報ください。即現場・現地に出向き、解決策を具体的にご一緒に考
え、行動します。

フィルム・シートの加工はおまかせ！

東北自興株式会社
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8153
福島市黒岩字浅井72−1
024−546−7191
024−546−4371
isohata@th-jiko.co.jp
http://www.th-jiko.jp/
五十畑 昌之

塩ビ、ポリエチレン、ポリプロピレン等のフィルム・シートを簡易ク
リーンルーム、
カーテン、各種カバー等々、様々な用途に合わせて加工
いたします。産業資材分野で培ってきたノウハウで医療分野でもお役
に立ちます。

フレキシブルな生産体制にて、試作から量産まで、
高品質、短納期、適切な価格を提供します。

東北精密工業株式会社
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8075
福島市下野寺字街道南45−95−9
024−591−4838
024−591−2163
info@t-seimitu.jp
準備中
佐藤 一

1983年創業以来、一貫して時計、
カメラ、測定装置等の精密部品の生
産を行っており、
また高機能精密シャフトの加工においても高評価を得
ています。また近年は、医療関連部品の生産に注力しています。

精密板金業を生業としており、
多品種少量生産、短納期を得意としています。

株式会社 福島三技協
所在地

円谷コンサルティング事務所

〒960−2152
福島市土船字明神前1−１
024−593−3111
024−594−2122
tanjiy@sangikyo.co.jp
http://www.fukushima-sgc.com
丹治 義晴

ものづくり力、技術力、現場力、人材力、
さらには三技協のグループ力を
持って、多様化するニーズにお応えし、絶えずビジネスに新たな価値を
創造・提供することをお約束します。

福島造機工業株式会社
所在地
TEL
FAX
E-mail
HP
担当者

〒960−8054
福島市三河北町9−80
024−534−0191
024−535−5532
zoki@fzk.co.jp
http://www.fzk.co.jp/
営業課 國島 由二

板金製作〜表面処理（協力工場）〜配線製作も含めアッセンブリでの対
応が可能です。得意なロットは1〜1,000個。
半導体・FPD関係、医療機器関係での実績が多数あり、クリーンルーム
への直接納品も可能です。

