部 署：
担当者： 佐藤 悦子
ＴＥＬ： 078-599-7230

FAX： 078-599-7231

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

ppt～ppbレベルの超微量化学物質検出分析

リアルタイム超微量ソリューションの提供

半導体技術と高速データ解析技術を応用して超微量化学物質のリア
ルタイム解析分析のソリューションを提供しております。超微量の化
学物質の検出、組成分析を実現し、エネルギー分野、ヘルスケア分野
の顧客ニーズに合わせた技術開発や製品ソリューションを提供してお
ります。

弊社は有機化学物質や無機化学物質、重金属等の物質を、
ガス、液体、
固体に対して、ppb～pptの超微量レベルでの検出、分析する技術を
使ったプラットホーム型ビジネスを推進しております。製品は、OLPCRG：フルソフトウェアコントロール、
リファレンスガス生成装置
OLP-CRM：プロセス監視制御向けリアルタイム超微量分析装置等を
扱っております。今後は技術拡張拡販の為に政府関係、研究機関等の
マッチングが出来たらと思います。

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町2-1-11
市民病院前ビル

代表者

代表取締役社長

資本金

112,020,000円

設

平成21年10月

立

ＵＲＬ

ウシオ電機株式会社

マッチング担当

医療機器関連

企業情報

8

マッチング担当

アトナープ株式会社

佐藤

友美

http://www.atonarp.com

部 署： 新規開拓室
担当者： 川村 直樹
ＴＥＬ： 03-6328-3447

FAX： 03-6361-5599

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

産業用光源、光応用装置、照明用機器、映像関連機器、医療機器 など

1964年に産業用光源メーカーとしてスタートしたウシオは、光源か
らユニット・システムへ、さらに光のソリューションを提供する「光創造
企業」へと発展してきました。これらの光技術は、
「あかり」の領域にと
どまらず、
「エネルギー」
として利用・応用される新しい領域を拓き、エ
レクトロニクス、
イメージングの分野から、
ライフサイエンス、
メディカ
ルへと一層応用分野を広げ、活用されています。

企業情報

住

所：〒100-8150
：〒650-0047

東京都千代田区大手町2-6-1
神戸市中央区港島9-1 KIO-201

代表者

新規開拓室長

資本金

19,552,000,000円

設

昭和39年4月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社エキスパートナー・ジャパン

川村 直樹

http://www.ushio.co.jp

部 署：
担当者： 藤田 信彦
ＴＥＬ： 078-304-5777

FAX： 078-304-5799

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

医療機器専門の開発支援・薬事コンサルティング

薬事申請資料サポート

当社は、医療機器に特化した薬事支援会社です。承認・認証申請書、社
内手順書の作成、製品設計段階からの薬事コンサルティング、QMS・
GVP・GQPの構築及び支援、申請指摘フォロー、薬事スタッフ研修な
ど幅広い範囲で医療機器メーカー様の薬事業務をサポートさせてい
ただいております。

薬事コンサルティングをはじめ、必要とされる各種文書の作成、整備を
業務請負 という形で行い、
メディカル企業をサポートしております。ま
た、薬事担当者育成の場として「薬事の学校」を開催しており、
これま
で9年 延べ900人の医療機器担当者様にご参加いただいておりま
す。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キックセンタービル8Ｆ

代表者

代表取締役

資本金

50,000,000円

設

平成13年9月

立

ＵＲＬ

62

藤塚

秀樹

http://www.expartner-j.co.jp/

■ 事業概要

マッチング担当

エマーゴ・ジャパン株式会社

部 署：
担当者： 田崎 清
ＴＥＬ： 03-3513-6641

FAX： 03-3513-6642

■ 自社アピールポイント

グローバル、薬事コンサルティング
医療機器、体外診断用医薬品メーカーや輸入業者の方々に、製造
販売承認、認証取得支援、各種業許可、外国製造業者認定支援、
ISO13485の構築、運用、維持、各国のQMS/GMP規制への対応支
援等、幅広いコンサルティングを行っております。

所：〒162-0841

東京都新宿区払方町19-1
エムジー市ヶ谷 6F
：〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-2

代表者

代表取締役

資本金

9,000,000円

設

平成20年4月18日

立

ＵＲＬ

■ 事業概要

マッチング担当

オリンパスＲＭＳ株式会社

宮原

通晴

8
医療機器関連

企業情報

住

独自のコンプライアンス業務管理システムにより、
また、エマーゴ・グ
ループのグローバルネットワーク

http://www.emergojapan.co.jp

部 署： 代表取締役
担当者： 森山 剛
ＴＥＬ： 078-335-5171

FAX： 078-335-5172

■ 自社アピールポイント

医療材料・用具・機器の製造販売とその関連事業。特に、
自家培養細胞
製品の研究開発および製造販売。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1丁目5番2
神戸キメックセンタービル5Ｆ

代表者

代表取締役

資本金

30,000,000円

設

平成20年12月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

ＫｉＳＣＯ株式会社

森山

剛

http://www.olympus-rms.co.jp/

部 署： 経理・財務・人事部
担当者： 八木 正巳
ＴＥＬ： 078-306-2290

FAX： 078-306-2291

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

小さな医療機器が拓く、大きな未来

世界中の人々の健康への貢献をめざして

ＫｉＳＣＯグループは研究開発を行うＫＩＳＣＯＩＮＴＥＲＮＡＴ
ＩＯＮＡＬ
（フラ
ンス・リヨン）
を中核拠点として、脊椎固定材料、骨接合材料、人工関節
等のインプラント製品の開発、販売を行い、患者様のＱＯＬ
（クオリティ・
オブ・ライフ）の向上に大きく貢献しています。

2011年11月に大塚ホールディングス株式会社の100％子会社で
ある大塚メディカルデバイス株式会社の傘下となり、大塚グループの
次世代を担うコアビジネスとしての医療機器事業の育成に向け、
日本
国内およびアジアを中心とした海外での事業展開を図り、世界の人々
の健康に寄与してまいります。

企業情報

住

所：〒655-0047

神戸市中央区港島南町5-3-6

代表者

代表取締役社長

資本金

509,800,000円

設

昭和36年9月14日

立

ＵＲＬ

白藤

𣳾司

http://www.kisco.jp/
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部 署： 医療機器開発センター（センター長）
担当者： 長澤 裕之
ＴＥＬ： 078-599-7770 FAX： 078-599-7771

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

医療現場に貢献するトータルエンジニアリング

ミクロの世界を探る総合技術で研究開発をサポート

①医療機器・デバイスの材料試験に関する方案作成・試験片製作・試験
実施から報告書作成までの一貫業務
②医療機器・デバイスの材料に関する分析・評価
③医療機器・デバイスの開発に関する提案・設計及び製造
④薬事法に基づく承認申請・届出の支援業務
⑤先端医療・技術の研究開発支援業務
神戸工業試験場グループが蓄積した試験分析技術・加工技術・設計開
発機能をベースとする総合技術で医療機器開発をバックアップしま
す。

神戸工業試験場グループは、品質保証を核とした試験・加工・分析を行
う独立資本型の民間最大の工業試験場であり、材料試験・事故原因調
査の「神戸工業試験場」、材料試験片加工・試験装置製作・医療機器製
作の「湊川金属テストピース製作所」、環境分析・材料分析の「ツルイ化
学」で構成しています。当グループは、
ミクロの世界をさまざまな角度
から探求し、企業等の研究開発を支援し、科学技術の進歩と社会の発
展に貢献します。

住

所：〒652-0047

神戸市中央区港島南町1丁目6番5
国際医療開発センター2階

代表者

代表取締役社長

資本金

50,000,000円

設

昭和43年2月

立

ＵＲＬ

株式会社神戸創健
■ 事業概要

マッチング担当

医療機器関連

企業情報

8

マッチング担当

株式会社神戸工業試験場

鶴井

孝文

http://www.kmtl.co.jp

部 署： 代表取締役
担当者： 中野 憲司
ＴＥＬ： 078-381-5754

FAX： 078-381-5986

■ 自社アピールポイント

有望な商品を探しています。連絡乞う
各種医療機器及び健康食品等のサプリメントを販売・卸を通じて、病
院・医院・薬局・薬店など広い取引先を有しています。創業以来、今日ま
で10年。お取扱いを願っている高度医療機器・健康管理機器も500
箇所に至り、現在も年間50件ずつ進展中。

企業情報

住

所：〒650-0045

創立来よりお客様の希望にそった機器の提供とアフターサービスを
最も重要と考え、信頼される企業を目指してきました。結果、顧客の満
足度はきわめて高く、第二、第三の機器販売については、高い導入性
を持っております。

神戸市中央区港島9-1
神戸インキュベーションオフィス407

代表者

代表取締役

資本金

4,500,000円

設

平成17年9月

立

中野

憲司

ＵＲＬ

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

部 署： 営業
担当者： 里
ＴＥＬ： 078-304-5067

神戸市中央区港島南町7-1-16

当社は、医療機器業界歴（メーカー）30数年の経験を活かし、医療現
場のニーズを開発・製品化し、販売に繋げていきます。

代表者

社長

資本金

18,000,000円

設

平成15年6月18日

立

ＵＲＬ
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FAX： 078-304-5068

■ 自社アピールポイント

・医療機器開発・販売
・医療情報収集、提供等のサービス
・薬事法に係る許認可申請等に関するコンサルタント業務

住

マッチング担当

神戸バイオメディクス株式会社

鶴井

孝文

http://www.kobe-biomedix.co.jp

■ 事業概要

マッチング担当

株式会社シークルー

部 署： テクニカルサポート事業部
担当者： 本郷 伸一
ＴＥＬ： 078-331-8802 FAX： 078-331-8803

■ 自社アピールポイント

モノだけではなく、
ヒトもサポートいたします
薬事法対応技術支援、医療機器開発、人材派遣・紹介

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-6-5
IMDA5F

代表者

代表取締役

資本金

21,500,000円

設

平成21年6月3日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社JIMRO
■ 事業概要

企業情報

所：〒370-0021
：〒650-0047

8

http://www.ccr.co.jp

部 署： VI事業部 脳領域担当リーダー
担当者： 平山 久夫
ＴＥＬ： 027-353-1411 FAX： 027-353-1770

■ 自社アピールポイント

（株）JIMROは、大塚グループの医療機器事業を統轄する大塚メディ
カルデバイス
（株）
（本社・東京都港区）の事業会社の一つであり、顆粒
球吸着カラム「アダカラム」などの開発、製造、販売を行っている。

住

山本 まり

新たに脳領域のデバイスを開発していきます。

群馬県高崎市西横手町351-1411
神戸市中央区港島南町7-1-16
医療機器開発センター301-Ｂ5

代表者

代表取締役社長

資本金

100,000,000円

設

昭和52年11月8日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

茅野

司郎

http://www.jimro.co.jp

部 署： メディカルカンパニー メディカルプロフェッショナルエデュケーション
担当者： 高瀬 守
ＴＥＬ： 03-4411-6507 FAX： 03-4411-6209

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

総合医療品の輸入・製造販売

手術・治療用機器の評価・改良、手術・手技トレーニング 等

企業情報

住

所：〒101-0065
：〒650-0047

東京都千代田区西神田三丁目5番2号
神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）202号室

代表者

代表取締役社長 日色

資本金

8,000,000,000円

設

昭和53年

立

ＵＲＬ

保

http://www.jnj.co.jp

65

医療機器関連

企業情報

住

薬事法対応を見据えたモノ作りはおまかせください。試作から量産ま
であらゆるシーンでサポートいたします。

■ 事業概要

マッチング担当

スーガン株式会社

部 署： 薬事グループ
担当者： 辻 美和子
ＴＥＬ： 06-6354-6181（本社）FAX： 06-6354-8007

■ 自社アピールポイント

先進医療技術を日本国内に提供します。
医療機器（カテーテル、医薬品注入器等）の輸出入販売、研究開発、製
造及び薬事業務

所：（本社）
〒530-0044 大阪市北区東天満1-12-10
：（神戸事務所）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-5
国際医療開発センター内

株式会社スズキプレシオン

代表者

代表取締役社長

資本金

12,000,000円

設

昭和63年2月5日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

医療機器関連

企業情報

8

住

医療機器の輸出入業者として長年のノウハウと実績を背景に、
日本の
医療現場に適応した製品を提供します。

菅原

充史

http://www.sheen-man.co.jp/profile/profile_E_sugan.html

部 署： 営業部
担当者： 花輪 潤
ＴＥＬ： 0289-65-6001

FAX： 0289-62-8084

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

切削加工の極限を追究する

精密加工技術を医療機器の現場へ

金属をメインとした精密部品の受託製造、特に微細な部品の加工に特
化しております。多種多様な生産設備を取りそろえており、あらゆる形
状の部品加工に対応し、医療機器、産業用機器の分野へ供給しており
ます。医療機器関連ではチタン合金の精密加工技術を生かしインプラ
ント部品を供給しております。

部品の受託事業の他、
ドクターニーズや医療メーカーニーズに基づい
た設計開発から製造までのOEM供給を行っております。内視鏡外科
手術用リユーザブルデバイスや細径鉗子などの自社製品の取り扱い
をして頂けるディーラー様、
また新たな開発品のニーズを頂けるメー
カー様とのマッチングを希望しております。

企業情報

住

所：〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻113番地2
：〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号
国際医療開発センター

代表者

代表取締役会長

資本金

30,000,000円

設

昭和36年3月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社精工技研

鈴木

庸介

http://www.precion.co.jp

部 署： 神戸ポートアイランド拠点（IMDA5F）
担当者： 神原 敏行
ＴＥＬ： 047-311-5111 FAX： 047-388-4477

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

1972年の創業以来40年間にわたり、
コアテクノロジーである精密
加工技術を軸に、主として情報・通信分野に向けて事業を展開しており
ます。光ディスク成形用金型や光通信用部品等においては、業界のデ
ファクトスタンダードや世界の標準規格品を創出し、産業の進化を支
えてまいりました。現在では、医療バイオ分野に向けた製品開発を積
極的に進めており、
より幅広い産業領域で社会の発展に貢献できるよ
う取り組んでおります。

医療バイオ分野で下記の製品の取り扱いと開発を行っております。
①高精度精密成形金型設計製作、同金型を用いた高精度樹脂成形に
よる細胞培養シートなどの精密微細転写成形品
②光ファイバを用いて電磁波ノイズを除いた非侵襲性電磁波測定装
置
③X線を用いたサブミクロン高精度3次元画像解析装置

企業情報

住

所：〒270-2214
：

千葉県松戸市松飛台296-1
神戸市中央区港島南町1丁目6-5
国際医療開発センター（ＩＭＤＡ）5Ｆ

代表者

代表取締役社長

資本金

6,791,682,700円

設

昭和47年6月

立

ＵＲＬ
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上野

昌利

http://www.seikoh-giken.co.jp

マッチング担当

大晃機械工業株式会社

部 署： EM事業部営業開発部 営業企画グループ
担当者： 神志名 宏邦
ＴＥＬ： 0820-52-3111 FAX： 0820-53-2127

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

TAIKOの流体移送技術は、今、あらゆる分野へ

低騒音・クリーンな吐出気体の電磁駆動ポンプ

ポンプが必要とされるあらゆる業界へ、
日本はもとより世界の国々へ、
世界のお客様へ。私たちは、
もとめられる技術に磨きをかけ、
ていねい
に、迅速に、製品をお届けしていきます。流体を知り尽くし、流体を極め
る技術。それがTAIKOポンプの原点です。小型、省力性を特徴とする、
電磁石を利用したダイアフラムポンプの開発製造を展開しています。

電磁駆動小型ダイアフラムポンプは摺動部が無く、無給油、低騒音、
長寿命でクリーンな吐出気体を得ることができます。手のひらに乗る
ほどのコンパクトサイズで低周波治療器やエアマッサージ機、
エアマッ
ト、電動チェア、吸引装置等さまざまな医療機器へのビルトインに最
適です。

所：〒742-1598
：〒650-0047

山口県熊毛郡田布施町大字下田布施
209-1
神戸市中央区港島南町1丁目6番地5
国際医療開発センター（IMDA）
5F 12号室

■ 事業概要

企業情報

所：〒650-0047

55,201,000円

設

昭和31年4月6日

立

木村

晃一

8

http://www.taiko-kk.com

部 署： 貿易部
担当者： 吉田 貴志
ＴＥＬ： 078-304-5311

FAX： 078-304-5312

■ 自社アピールポイント

歯科用ソフトの開発と販売。歯科用機器の輸出入。

住

代表取締役社長

資本金
ＵＲＬ
マッチング担当

10ＤＲ ＪＡＰＡＮ株式会社

代表者

医療機器関連

企業情報

住

【10DR Implant】CT撮影データを基に、2D・3D画像を作成、
イン
プラントシミュレーションを行うソフトです。問題点を術前に発見でき
ます。
【デキシコADX4000W・DX3000】バッテリー駆動のポータブルX
線撮影装置です。ADX4000Wは、X線照射と、撮影画像の確認・保存
が出来る一体型の装置です。

神戸市中央区港島南町5-5-2
KIBC364

代表者

代表取締役社長

資本金

16,000,000円

設

平成15年5月

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社トータルメディカルサプライ

藤井

彰

http://www.10dr.co.jp

部 署： 神戸ロジスティクス＆開発センター
担当者： 中谷 國泰
ＴＥＬ： 078-302-5595 FAX： 078-302-5596

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

患者様のための、最善のパートナーをめざして・
・
・

患者様の為のより効果的な製品をサポートする企業です。

医療機器輸入販売及び国内製品の販売を主として病院施設への購買
効果の高い製品の導入を目的として活動致しております。償還の無い
管理医療機器や一般医療機器等での購買効果のある製品導入は医
療経済に貢献できる一助と考えています。医療従事者の皆様のご要
望をより多く満たし、
より使いやすい、
より安全な製品の供給をもとに
患者様のQuality of lifeの向上に貢献致します。

人口鼻及び呼吸回路関連製品・排液用容器関連製品・口腔ケア関連製
品・給排水管保全装置・ストッキング及びソックス等、消耗品など病院
様にとっての購買効果をご提案できる製品を取り扱っております。安
かろう悪かろうではなく安くて良い製品の供給に努力している企業で
す。

企業情報

住

所：〒650-0045

神戸市中央区港島9丁目1番地
神戸インキュベーションオフィス207号

代表者

代表取締役社長

資本金

50,000,000円

設

平成16年12月

立

ＵＲＬ

坂本

勝弘

http://www.total-ms.com/
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■ 事業概要

FAX： 078-306-1008

・自社工場で材料から製品まで全て一連で製造する事により、お客様
のニ－ズに合わせた、形状、
サイズ、品質、
ロットの対応が可能。
・様々なサイズの硝子製品と付属品を小ロットで包装し規格品として
ネット、
カタログ等で販売する為、気軽に使用してもらう事が出来る。

所：〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目4番13号

代表者

代表取締役社長

資本金

80,000,000円

設

昭和29年

立

ＵＲＬ

フクダ電子兵庫販売株式会社

マッチング担当

医療機器関連

企業情報

8

部 署： 管理部
担当者： 廣田 吉康
ＴＥＬ： 078-306-1007

■ 自社アピールポイント

ポ－トアイランドの製造工場にて 医療・理化学施設（病院・学校・研究
所等）
で使われている硬質硝子製品（硝子試験管・管瓶・ワクチン瓶）
を
製造し、販売代理店を通じて全国の医療・理化学・研究機関に供給する
国内で数少ない特殊硝子（硬質硝子）
を加工する製造メ－カ－です。

住

マッチング担当

日電理化硝子株式会社

霜下

賢一朗

http://www.nichiden-rika.com

部 署： 総務課
担当者： 小山 透
ＴＥＬ： 078-302-3001

FAX： 078-302-3008

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

呼吸・循環を中心とする医療機器専門メーカー

地域密着型の営業体制

心電計・生体情報モニタ・超音波画像診断装置・ＡＥＤなど医療機器の
販売・サポートサービスを提供しています。

フクダ電子グループは地域密着型の営業体制を敷き、医療機器の販
売・アフターメンテナンスを通じて社会貢献に努めています。また、
ＡＥ
Ｄの普及活動も積極的に行い、地域医療への貢献にも力を入れてい
ます。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町6丁目5-3

代表者

代表取締役

資本金

60,000,000円

設

昭和46年9月1日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社藤製作所

奥村

孝男

http://www.fukuda.co.jp

部 署： メディカル事業部マネージャー
担当者： 仲西 律子
ＴＥＬ： 079-492-1421 FAX： 079-492-1422

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

Speed. Challenge. Networkで未来を創造

ものを加熱する技術で社会貢献し未来を創造し続ける会社です

工業用・業務用ガス機器、介護・福祉、医療機器まで、設計・企画から製
造・組立・メンテナンスまでを一貫して行う完成品メーカーです。

自社でお客様の問題解決型の製品を設計～メンテナンスまでワンス
トップで行っています。介護・福祉、医療機器まで幅広く展開。汎用機
器や医療機器で悩みをかかえている企業様とのマッチングを希望しま
す。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター南館
652-4

代表者

代表取締役社長

資本金

12,000,000 円

設

昭和19年

立

ＵＲＬ
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藤澤

信幸

http://www.fuji-sss.co.jp

マッチング担当

ベイバイオサイエンス株式会社

部 署： 開発部取締役開発部長
担当者： 神田 昌彦
ＴＥＬ： 078-304-5881 FAX： 078-304-5889

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

生命科学領域で使用される抗体試薬・機器の開発製造、輸入販売を
行っています。 高性能で安価な製品を研究者に提供することによ
り、Life-Science-Reseachの発展に寄与することを目指していま
す。

デスクトップ・セルソーターJSAN（自社製品）
：熟練したオペレーター
の手を借りず、必要とする細胞を簡便かつ確実に分取できるよう、
レー
ザーの光軸調整や分取条件設定等を安易に行えます。TONBO
Bioscience社製品
（輸入製品）
：モノクロナール抗体 フローサイトメ
トリー用抗体を安価でご提供いたします。FRAEN社製品（輸入製品）
：
生物顕微鏡にセット可能な蛍光LEDモジュールです。

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町5丁目2番5号

代表者

代表取締役

資本金

15,000,000円

設

平成13年5月7日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社ベテル

村山

康二

8

http://www.baybio.co.jp

部 署： 管理部
担当者： 鈴木 英利也
ＴＥＬ： 0299-23-7411

FAX： 0299-24-4710

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

独創的技術でonly oneに！

デザインから滅菌サポートまで対応致します

・医療・介護関係を柱としたプラスチック製品製造
・熱測定装置の研究＆販売

企業情報

住

所：〒650-0045

歯科用プラスチックチップをはじめ、難易度の高い医療系製品開発に
取り組んでおります。商品デザインの提案からはじまり、必要に応じて
滅菌のサポートまで行います。

神戸市中央区港島南町1丁目6番5号
5F 5-11-11

代表者

代表取締役

資本金

48,000,000円

設

昭和55年9月18日

立

ＵＲＬ
マッチング担当

株式会社モリタ製作所

医療機器関連

企業情報

住

鈴木

英一

http://www.bethel.co.jp

部 署： 第2研究開発部
担当者： 岡上 吉秀
ＴＥＬ： 075-611-2141

FAX： 075-605-2354

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

Thinking ahead. Focused on lite.

独自性の高い医療機器

医科・歯科医療機器の研究開発及び製造

赤外線域のレーザーを導光できるフレキシブルファイバーを特徴とす
る独自技術を応用した医療機器を開発しています。

企業情報

住

所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町7-1-16
神戸医療機器開発センター内

代表者

取締役社長

資本金

395,000,000円

設

大正5年

立

ＵＲＬ

塚本

耕二

http://www.morita.com/global/
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部 署： NEXTMED開発室
担当者： 西尾
ＴＥＬ： 078-306-6255 FAX： 078-306-6377

■ 事業概要

■ 自社アピールポイント

3Dテクノロジーを活用したものづくりを支援します

小ロット生産品や開発品を迅速に実現します

・3Dプリンターによる造形・3Dデータ作成・3Dスキャニング・高機能性
樹脂の切削加工及び素材販売・医療用模型の製作・販売

医療機器関連

企業情報

8

マッチング担当

八十島プロシード株式会社

住

所：〒650-0073

神戸市中央区港島南町5-5-3
神戸国際ビジネスセンター651

3Dデータの作成から試作、検証、最終製品まですべてに対応できるこ
とが強みです。小ロット製品が得意で、最近は販促ツールや営業マン
向けのツールのご要望を多く頂き実現しています。

代表者

代表取締役会長

資本金

30,000,000円

設

昭和12年7月

立

ＵＲＬ

70

八十島

真

http://www.nextmed.co.jp

