
平成 25年 11月 18日 

 

静岡県製薬協会 会長 様 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

ファルマバレーセンター  

所 長  植 田  勝 智 

 

 

富士山麓産学官金連携フォーラムへの協力のご依頼 

 

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

 平素は、公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンターの活動に格段のご高配を賜り、

厚くお礼申しあげます。 
さて、静岡県におきましては、静岡県東部を中心に医療・健康産業の集積を目指したファルマバ

レープロジェクトを推進しているところでございますが、首都圏や静岡県を中心とした製薬会社様、

医療機器会社様と、静岡県の地域企業とのネットワーク構築を目指して臨床現場のニーズ、シーズ

の具現化を図る仕組みづくりとマッチングの機会の創出のため「富士山麓産学官金連携フォーラム

2014」を開催いたします。 

今回は将来の担い手として期待される沼津高専や当地区工業高校の学生にも広く展示会への来場

を呼び掛ける計画でおりますので、貴協会の会員各社様にもご出展頂き技術等の紹介及び交流を 

お願いしたくご依頼申し上げます。 

敬具 

 

記 

 
１ 依 頼 事 項  静岡県製薬協会 会員企業様への 

「富士山麓産学官金連携フォーラム 2014への出展」呼びかけ 

２ フォーラムについて 

 （1）開催日時  平成 26年 2月 4日（火）10時 30分～16時 30分 

 （2）会  場  キラメッセぬまづ展示場（沼津市大手町 1-1-4） 

 （3）事業計画書  別紙のとおり 

 （4）参 加 費  無料 

 （5）出展企業数  約 120社 

（製薬会社（予定）、医療機器会社（予定）、地域の製造業者等の製品、技術） 

 （6）主  催  公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 （7）共  催  静岡県、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、 

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 

静岡県東部地域技術振興協議会東部地域イノベーションセンター 

 

 

     公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

企画部 柿島 淳 

TEL:055-980-6333 FAX:055-980-6320 

e-mail：j.kakishima@fuji-pvc.jp 

tel:055-980-6333
mailto:j.kakishima@fuji-pvc.jp
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所 長  植 田  勝 智 

 

富士山麓産学官金連携フォーラムへの出展のご依頼 

 

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

 平素は、公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンターの活動に格段のご高配を賜り、

厚くお礼申しあげます。 
さて、静岡県におきましては、静岡県東部を中心に医療・健康産業の集積を目指したファルマバ

レープロジェクトを推進しているところでございますが、首都圏や静岡県を中心とした製薬会社様、

医療機器会社様と、静岡県の地域企業とのネットワーク構築を目指して臨床現場のニーズ、シーズ

の具現化を図る仕組みづくりとマッチングの機会の創出のため「富士山麓産学官金連携フォーラム

2014」を開催いたします。 

今回は将来の担い手として期待される沼津高専や当地区工業高校の学生にも広く展示会への来場

を呼び掛ける計画でおります。 

つきましては、このフォーラムにご出展頂き、技術等の紹介、情報交換及び交流をお願いしたく

ご依頼申し上げます。 

敬具 

 

記 

 
１ 依 頼 事 項  富士山麓産学官金連携フォーラム 2014への出展 

２ フォーラムについて 

 （1）開催日時  平成 26年 2月 4日（火）10時 30分～16時 30分 

 （2）会  場  キラメッセぬまづ展示場（沼津市大手町 1-1-4） 

 （3）事 業 計 画 書  別紙のとおり 

 （4）参 加 費  無料 

 （5）出 展 企 業 数  約 120社 

（製薬会社（予定）、医療機器会社（予定）、地域の製造業者等の製品、技術） 

 （6）主  催  公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 （7）共  催  静岡県、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、 

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 

静岡県東部地域技術振興協議会東部地域イノベーションセンター 

 

 

     公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

企画部 柿島 淳 
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富士山麓産学官金連携フォーラム 2014 

事業計画書 
 
１ 目的 
  ファルマバレーセンター、静岡県、東部１２市町等と連携し、地域企業や大学、研究機関

等が有する研究内容や技術の紹介、企業間連携、産学連携の促進を図るため、製品・パネル

等展示会、記念講演、産学官金交流会を開催し、マッチングの機会を創出する。 
  また、地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告も併せて行う。 
 
２．内容 
○日時  平成26年2月4日（火） 10:30～18:30 
○会場  キラメッセぬまづ展示場 
○対象  ファルマバレープロジェクトの関連企業、行政、大学、研究機関、金融機関等 
○開催概要 
 （1）展示ユニット１  
   ◆発表会場 
   13:30～14:00 セレモニー 
   14:00～15:00 地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告（20分×3テーマ） 
          ・創薬への取り組み 
          ・医療関連ロボット最新情報 
          ・医療機器開発最新情報 
   15:00～17:00 記念講演会（1時間×2名） 
          ※内容未定 
   ◆交流会会場 
   17:30～18:30 産学官金交流会 
 （2）展示ユニット２ 

10:30～16:30 製品・パネル等展示会  
    出展：静岡県内の製薬会社、医療機器会社（予定） 
       地域の製造業者等の製品、技術 

出展予定数：120社 
展示スペース：幅180㎝×高さ有効スペース140㎝ 
       テーブル  

 
 

 



 

『富士山麓産学官金連携フォーラム2014』出展者募集のご案内 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 

ファルマバレーセンターでは、静岡県や静岡県東部の 12 市町等と連携し、地域企業、大学、

研究機関等が有する技術の紹介、企業間連携、産学連携の促進を図るため、「富士山麓産学官金

連携フォーラム 2014」を開催いたします。 

当日は出展ブースを設置し、製品・パネル等の展示による交流の機会の場を設定いたします。 

つきましては、本フォーラムにおける製品・パネル等の展示出展にお申込みいただきたく、ご

案内申し上げます。 

 

記 

 

１．日  時  平成26年2月4日（火）10:30～16:30（時間予定） 

 

２．会  場  キラメッセぬまづ 展示場 

〒410-0801 沼津市大手町1-1-4 TEL：055-920-4100 

 

３．フォーラム開催概要 

■内 容 

 

 

 

 

 

 

■参加費   無料（交流会は参加費2,000円予定） 

■参加予定  企業、大学、研究機関、行政等 400人程度（出展者含む） 

■主 催   公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

■共催（予定）静岡県、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、 

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 

静岡県東部地域技術振興協議会東部地域イノベーションセンター 

 

４．募集小間数 約120小間（定数になり次第、募集を締め切ります。） 

 

５．出 展 料  無料 

 

６．出展申込み〆切 平成2５年11月22日（金） 

別紙「富士山麓産学官金連携フォーラム2014展示出展申込書」に 

必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はE-mailにてお申し込みください。 

 

７．申 込 先 

ファルマバレーセンター企画部  

〒411-8777 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 静岡がんセンター研究所1階 

TEL：055-980-6333 FAX：055-980-6320 

E-mail：kikaku@fuji-pvc.jp 

 

 

 

Ⅰ 10:30～16:30 製品・パネル等展示会 

Ⅱ 13:30～15:00 地域イノベーション戦略支援プログラム事業報告 

Ⅲ 15:15～17:00 記念講演 

 Ⅳ 17:30～18:30 産学官金交流会 

※上記内容、タイムスケジュールは都合により変更する場合がございます。 

mailto:kikaku@fuji-pvc.jp


 

『富士山麓産学官金連携フォーラム2014』製品・パネル等展示出展要領 

 

１．開催日時 平成26年2月4日（火）10:30～16:30（時間予定） 

 

２．開催場所 キラメッセぬまづ 展示場 

〒410-0801 沼津市大手町1-1-4 TEL：055-920-4100 

 

３．主  催 公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 

 

４．出 展 料 無料 

 

５．展示内容 製品、パネル等展示 

 

６．出展スペース等（別紙参照）（予定） 

①パネル展示スペース 幅180cm×高さ有効スペース約140ｃｍ 

②テーブル（製品・パネル展示スペース） 幅180cm×奥行き60cm（×高さ70cm） 

※展示に使用する事務用品や道具類は出展者様でご用意ください。 

なお、パネル展示用フック及びチェーンは当方でご用意いたします。 

（画びょう、粘着力の強いガムテープ等の使用はご遠慮ください。） 

※「出展者名表示看板」は当方でご用意いたします。 

※火気及び水の使用はできません。 

※給排水設備はありません。 

※電源は各ブースにコンセント（100Ｖ）を配線いたします。 

※床はコンクリートになりますので、展示物によって、汚したり、傷つけるおそれがある 

場合は、何らかの対策をしてください。 

   ※床に展示物を固定する場合は、低粘着力の接着テープを使用してください。 

    （粘着力の強いガムテープ等の使用はご遠慮ください。） 

 

７．搬入・搬出 

■搬入 平成26年2月4日（火） 9:30～10:30（時間予定） 

■搬出 平成26年2月4日（火）16:30～（時間予定） 

   ※持ち運びが容易な展示物は、通常の入口から会場へ搬入してください。 

   ※大型の展示物の搬出入は、搬出入口（W5.0m×H4.5m）から車輌のまま行うことがで 

きます。（展示場に進入できる車輌は、総重量10t（車輌重量+積載重量）以下であり、 

タイヤ式の4車輪以上のものに限ります。） 

   ※当日持参による搬入・搬出を原則とします。 

     

８．そ の 他 

・一般駐車場は減免（有料）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 
展示ブースイメージ図（予定） 

（展示者表示名は文字数等により寸法変更有∴パネルおよそH1400有効スペース） 
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公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター 柿島宛 

（FAX：055-980-6320） 

（E-mail：kikaku@fuji-pvc.jp） 

 

「富士山麓産学官金連携フォーラム2014」 

展示出展申込書 

 

次のとおり「富士山麓産学官金連携フォーラム2014」に展示出展を申込みます。 

 

団 体 名  

所 在 地 
〒 

 

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

ご担当者の所属・氏名  

展示物の種類 
 

※該当する種類にチェック

マークをご記入くださ

い。 

  サイズ  （  タテ  ：  ヨコ  ：  高さ  ） 

□ パネル  （     ・     ・  －  ） 

□ 製 品  （     ・     ・     ） 

□ 電 源（電気製品名：      、容量：   Ｖ、  Ｗ） 

□ パンフレット・資料 

展示物の概要  

御社のＰＲをお願いし

ます。 
 

御社の売りとなる技術、

サービスをご記入くだ

さい。 

 

※平成25年11月22日（金）までにFAX又はE-mailにてご送付ください。 

※申込書到着後、FAX、E-mail又はお電話にて確認のご連絡をいたします。 

 



№ 出展者名 所在地 出展・展示概要等 出展者PR 売りの技術・サービス ﾌﾞｰｽ№

■企　業

1 株式会社 アーステック 三島市
①蓄電インバーターとソーラーパネル及び電球ユニット
②手書きカラーＬＥＤボード「コ・サイン」Ａ２サイズとＡ３
   サイズ及びＡ４サイズ

メカ・エレキ・ソフト三位一体体制にて、メカトロニクス開発設計や試作
等のシステムの取りまとめが得意で、量産品対応も可能です。

①蓄電インバーターはオプションのソーラーパネルからも充電が可能なハイブリッド
   型で重量も３．２㎏で小型・軽量です。
②平書きカラーＬＥＤボード「コ・サイン」は文字や絵が鮮やかに発色し、アイキャッチ
   効果抜群です。コードレス対応のバッテリーオプションも有ります。

2 株式会社 アーティスティックス 駿東郡長泉町
スマートフォン・タブレット、
営業支援ツール（Salesforce）、
ホームページサービス

自分で更新できるホームページサービス、スマートフォン・タブレット・iPad
のアプリ開発、営業支援ツール「Salesforce」の活用支援をご提供します。

ホームページ応援隊、SEO、スマートフォン・アプリ開発

3 株式会社 アイジョス 三島市
①訪問介護時間管理システム（RecTiMo-C）
②携帯カルテ（RecLica）
③モバイル打刻（RecTiMo）

「未来につながる製品とサービスで貢献」をモットに、カードとモバイル
を連携させたソリューションで、お客様の事業効率UPを支えます。

カードとモバイルを連携したソリューションをご提供いたします。
保有技術は、携帯電話（Android端末）ミドルウェアー～アプリケーションの
開発、NFC（FeliCa、赤外線通信等）関連技術を保持し、また、組込（制御）
製品開発を得意としています。

4 アキヤマエヌシーテープセンター株式会社 富士市 同時５軸加工でのステント試作品
切削加工一筋の会社です。
アイデアと経験をいかし、常に技術の向上を目指しています。

ＤＭＵ60モノブロックでの同時5軸加工
森精機製作所主催　ドリームコンテスト　金型・造形加工部門　銅賞

5 株式会社 秋山機器 沼津市
① 対震玄関ドア『未来守くん』
② 医療用注射針瞬間消滅器『Hurry！PotⅡ』
③ 汚水浄化装置『トルネーダー』

医療機器・各種電子機器・産業用機器の板金部品加工から組立まで
一貫生産を行います。新製品の開発・設計・加工・販売の各部門を持ち
健全な経営を理念とし時代の流れを的確にキャッチし、お客様のニーズに
合った設計製作に柔軟な姿勢で対応する事を心掛けております。

薄板板金部品の加工部門と電子機器組立工場を有し、大手医療機器メーカー様の板金加工か
ら組立加工を行っており又、自社製品として対震玄関ドア・医療用注射針の瞬間消滅器を製造
販売しており、販売部門では時代の先端を行く商材を用意し、国内はもとより、海外に向けて販
売に力を入れております。板金部門では最新の設備と技術でお客様のニーズにお答えできると
確信しております。

6 朝比奈株式会社 富士市 業務内容のご案内（ご相談に応じます）
短納期で少量（1台から）ＯＫ。
試作を始め、多品種の基板実装が可能です。
部品調達からテーピング加工まで、可能な限り対応します。

マイクロソルダリング・基板実装（手実装の場合サイズに制限はありません）
ユニット組み立て・ハーネス加工・テーピング加工

7 有限会社 アステック開発 浜松市中区
近傍界ノイズ測定システム　NES-100
実装基板上の電流から発生するノイズ源を高精
度に測定・評価する装置です。

『技術を商品化する』を指針に掲げ、企業様の技術を企画・開発から
生産設備・検査装置を含めた商品開発までをサポートする取組を
行っています。

1.《技術開発サポート》技術検討から商品化検討
2.《生産設備設計製造》冶工具から生産システムまで各種生産に関わる業務
3.《製品検査装置開発》回路設計製作・ソフト開発・ロボット制御・画像処理

8 株式会社 アプト・マシナリー 沼津市 RO膜純水精製装置
弊社の発想と技術で貴社のｲﾒｰｼﾞを迅速に製品化致します。
二次元・三次元CAD、機械設備(旋盤・ﾌﾗｲｽ・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・NC旋盤)
で、設計・加工から組み立てまで弊社にお任せください。

・攪拌、脱泡に関する技術
・ＲＯ（逆浸透膜）ﾌｨﾙﾀｰを使用した純水精製技術---防災機器にも有効
・ﾄﾞﾗｲｱｲｽ制御技術---委託製品の開発に発揮している
・切削加工技術(旋盤・ﾌﾗｲｽ・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・NC旋盤)所有
・二次元・三次元CAD設計

9 アルムメディカルサポート株式会社 三島市 弊社紹介パネル・パンフレット

メディカル分野に特化した総合人材サービス（業務請負業・製造受託業・人材派遣事
業・有料職業紹介事業）を展開。メディカル分野の製造に於ける、品質維持と生産性向
上を両立する「製造受託請負」によりコストダウンと人財育成を同時に進め、価値ある
サービス＝期待以上の成果を提供していくことで評価を頂いています。

衛生工学衛生管理者・第一種衛生管理者・安全管理者選任時研修・
有機溶剤作業主任者・機械保全技能士（機械系/電気系）・自主保全士・
ＱＣ検定等の有資格者が約200名以上在籍

10 株式会社 伊豆フェルメンテ 三島市 あま酒、味噌、塩麹、ジャム、金山寺、デザート等

弊社商品には三島が誇る富士箱根山麓伏流水の湧水を使用しております。
あま酒にはふんだんにこの水が使われています。伊豆の紅ほっぺいちごや
東伊豆のニューサマーオレンジを使用したジャムなど、地域性や希少性の
あるこだわり商品を製造しております。

・米を蒸かして米麹から作る味噌の製造技術
・富士箱根水系の湧水を使用した、昔ながらの甘酒の製造技術
・真空釜を使用して熱の負荷を抑えて、低温で仕上げるジャムの製造技術

11 有限会社 岩倉溶接工業所 島田市
●板金・溶接加工品
●レーザー加工品（溶接・マーキング・切断）

熟練された溶接技術と、レーザーを使用した先端技術。
多種多様化するお客様の要望に対応すべく、日々技術の向上に努め
ております。

・Tig、レーザー、プラズマ等各種溶接
・SUS、Ti、AL、真鍮等の各種材質の板金・溶接加工
・カラーレーザーマーキング、透明樹脂内部マーキング加工
・SUS、Ti、ALといった金属から、紙、布等のレーザーカット

12 ＡＳＳ-Ｊ株式会社 富士市

バッテリー電源装置～1200Ｗリン酸鉄リチウムイオン電池,充
電器、インバーター内臓の電源装置。商用電源がない場所でＡ
Ｃ100Ｖ製品稼働可能。（工事現場、震災時、イベントなど商用
電源がない所）ソーラー充電可能

・安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池内蔵し、三重の安全保護回路と屋外
 使用が可能（ＩＰ２３）、ＡＣ出力は正弦波で安心（ＰＣ，精密機器使用可能）
・商用電源と併用使用可能で、停電時に自動インバーター出力切替

・リン酸鉄リチウムイオン電池の関連商品の設計から製造。……業務用
・医療用カート、業務用精密機器カートの設計製造。
・鉄板、アルミ加工と溶接＋粉体塗装による製品の設計製造。

13 株式会社 エーユー 裾野市 金型部品、ＦＡ部品、温調部品
金型部品を中心に多品種、小ロット生産をしています。
自社で高周波等の焼入れ設備があり、焼入れ、研磨等も得意です。

多品種、小ロット、短納期でニーズにお答えします。

14 株式会社 エイディーディー 沼津市
ー100℃の冷気をコンプレッサー1台で実現したブ
レンド冷媒チラーユニット

スターリング冷凍機のオーバーホールなどから培ってきた超低温技
術の開発を行っています。

超低温技術

15 有限会社 栄和自動車 沼津市 庫内衛生システム・超低燃費型温風ヒーター 匠の技術と最新技術とのコラボで、お客様の夢や希望を叶えます。

①庫内衛生システム（常温強定着型光触媒塗装）
②超低燃費型温風ヒーターの取り扱い及び販売
③輸送車両用機器の開発・設計・製造・販売　④各種自動車　板金・塗装・フレーム修正
⑤各種トラックボデー及び特装車の修理

16 株式会社 エクセル東海 御殿場市 各種異形押出成形品を取り揃え展示致します。
押出成形技術に自信があります。
技術と人材を核に「変革」に挑戦「進化」を続ける企業

２層、３層などの多層成形やネジリ成形技術を活かした高難度高意
匠成形品の創出

17 株式会社 Sスズキ技研工業 藤枝市
ベリ銅上に富士山の浮世絵を切削加工。
金型部品の展示。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成形金型及び成形加工なら㈱Sスズキ技研工業に御相談下さい。
また、製品企画段階から試作、金型まで対応が可能です。

金型技術のデザインイン（デザイン段階からの金型要件の折込み）
樹脂、金属試作品のﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、設計、製作
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成形金型設計製造及び成形加工

18 株式会社 エヌエー 浜松市浜北区
タンクの取り外しが容易になるセンサ分離型フロートスイッチ
小型フロートスイッチ、薄型フロートスイッチ
小型で長距離検出が可能な近接スイッチ

磁気を応用したセンサメーカーです。
フロートスイッチ、近接スイッチ、無人搬送車用センサを取り扱っております。

磁気検出技術を用いた近接スイッチ、フロートスイッチ、無人搬送車用セン
サを提供。幅広い分野にご使用頂いております。
少ロットでOEM対応致します。

19 株式会社 NNH 沼津市 マグネシウム・アルミダイカスト製品の展示
当社はマグネシウムダイカスト・アルミダイカスト製品の金型設計・金
型製作・試作生産・量産生産を営業展開している会社です。

アルミよりも軽く、高精度の形状が作成できるマグネシウム素材を、
あらゆる分野に展開し、軽さを追及する技術構築を目指し、社会に
貢献します。

20 合同会社 ＥＬＳＥコミュニケーションズ 沼津市
・弊社紹介のパンフレット
・過去に弊社が手掛けた翻訳物（印刷物および
  ウェブサイト）

専門知識を要する文書の翻訳はお任せください。お客様の事業内容
や強みを十分に理解した上で翻訳を提供いたします。

ビジネス翻訳：電子メール、契約書、プレゼン資料等
技術翻訳：仕様書、設計書、図面、各種マニュアル等
販促物翻訳：カタログ、パンフレット、ホームページ等

21 株式会社 岡根谷 富士市
パンの缶詰・ケーキの缶詰
防災用品関連（非常食セット）

防衛省共済組合本部登録業者
静岡県防災用品普及促進協議会理事

パンの缶詰・ケーキの缶詰製造特許取得

22 株式会社 オンデマンド研究所 沼津市
産業用プリンター　２種類
１） GHSプリンター（８ｲﾝﾁ幅２色ﾌﾟﾘﾝﾀｰ）
２） ８ｲﾝﾁ幅ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　A4６０枚/分

・電子機器製品、企画、設計、製造　一貫対応型ﾋﾞｼﾞﾈｽ
・駆動系、画像認識　etc対応

・駆動系、画像認識　etc対応

23 カナエ工業株式会社 富士宮市
パネル2枚：生産部品の説明、会社概要
製品3～4点：自動車部品
パンフレット：会社概要

自動車部品の中でも、要求精度、管理基準の高い重要部品の製品を
製作している。
要素技術を結集し、先端技術をリードする会社で、海外拠点もあり。

金型製作から表面処理までの一貫生産、製品を作る為の専用設備、
ロボットを組み合わせた汎用設備、板金プレス加工、冷間鋳造、
パイプ加工、切削加工、溶接、ブレージング加工、亜鉛メッキ、
静電粉体塗装　等　幅広い技術で難易度の高い製品を安定的に生産

24 株式会社 カミナリヤ 静岡市葵区

杉と桧に悪いイメージを持つ人が近年増加しています。木を知り尽くし
た木こり達は昔から毎日の健康維持にお茶として飲み続けてきました。
唐時代の「本草綱目」にも記載されるほど健康を回復する力が有りま
す。逆転の発想から生まれた「すぎ・ひのきドリンク」は杉と桧を飲む事
で春の日常生活をサポートします。

現代の日本は医療費の高額化が社会問題となっている。弊社は
創業以来食を通して医療機関に頼らない身体作りを目指した
製品の開発・販売を行なっております。

主力商品「すぎ・ひのきドリンク」は建築資材としてしか見られてい
ない杉と桧に着目して、森林資源を新たなる健康素材として有効利
用を図り商品化しました。

25 河合光学株式会社 御殿場市 200nm～25μｍの波長の電磁波用ミラー/フィルター高品質、短納期、低価格にて、試作単品から量産まで対応します。
お客様のご要望に合わせた光学設計を行ない、
オーダーメイドで高品質な製品を提供します。

26 株式会社 川口化成 沼津市
・自社開発製品　簡易式点滴防水カバー　の展示及びアピール　（自分
  で着脱、水漏れせずに快適にシャワーが出来る　快適！シャワーくん）
・高精度ハスバ歯車
・異形状プラスチック製品（射出成型品、ブロー成型品、延伸ブロー成形品）

・ローコスト・ハイクオリティーの製品を作り込む事が出来る。

・中空成形では、お客様のニーズを基に特殊形状なボトルが成形可能です。
・射出成形では、射出圧縮を使用しての高精度ハスバ歯車の成形が可能、
また延伸ブロー成形では、世界初の技術を、お客様、材料メーカー様、成形機メー
カー 様と共同開発を行なった実績があり、複雑でアンダーカットのあるボトルが成
形可能です。

27 有限会社 キムラシートメタル 田方郡函南町
両開き用ヒンジ、リンクヒンジ、カムヒンジの応用と
展示他メタル商品

設計開発から商品化までをトータル的に行う企業です。 試作、小ロットならお任せ下さい。

28 協立電機株式会社 静岡市駿河区
卓上走査電子顕微鏡　ＪＳＭ-6000　NeoScope
分かりやすい操作画面に加えタッチパネルでさら
に直感的に操作出来るようになりました。

電子制御・計測技術を中核とし、各種機器、計測装置、試験装置の
設計、開発を行います。また各種機器の制御、データ解析のソフト
ウェアの製作も行っています。

電子制御技術（特にアナログ処理が得意）
アイデアを具現化する各種技術

29 有限会社 京和工業 駿東郡長泉町
高齢者の運動機器のターンテーブル2個とバラン
スサイクル1機

長年培った技術で、「何が出来るか」「何で社会貢献できるか」に挑戦する「小からの発信」を社語
にしている、開発志向の「ものづくり企業」です。事業製品内容は、大手設備機械企業に対し技能
伝承部分で貢献させて貰いつつ、独自製品の焼肉の網自動整列洗浄装置「網ing」や、高齢者の
運動機器「かたらい」シリーズを製造販売している企業です。

開発志向のものづくり技術
　基幹設備機械の製造大手企業を定年となった社員を軸に、匠的な技能
  の伝承を業としつ　つ、独自製品化の開発技術力を「チャレンジ思考と
  スピード行動」としています。

30 株式会社 クリエイティブ・コーティング 三島市
独自のコーティング技術による他に類を見ない
数々の特殊コーティング膜の展示とその説明

SR-610膜
会場にて驚異の撥水・撥油性と粘着テープが全く貼りつかない非粘
着性をご披露致します。

金属・樹脂・ゴム・ガラスなど部品表面に、必要な機能を塗装手法によ
る、低コスト・短納期で被膜処理致します。低摩擦耐摩耗・薬品保護・
非粘着電気絶縁導電など皆さまからの表面課題を承りベストでお応え
致します。

31 こるどん株式会社 富士市 パッケージ用他組紐
ファッションアパレル・手芸・ラッピング・工業用等の組みヒモの製造販
売をしています。日本を代表する企業の最終製品として身近な暮らし
に幅広く当社の製品が使用されています。

定番商品から、特注品まで、お客様のニーズにお応えできるよう少
ロットからの販売や、常に新しい技術を取り入れ、提案をしていま
す。

32 サンスター株式会社 駿東郡長泉町 口腔ケア製品

サンスターは2006年より静岡がんセンター・静岡県歯科医師会と共同
で商品開発に取り組んでおります。2009年にはがん治療中の方用の
口腔ケア商品を発売し、現在は全国の患者様にお使いいただいてい
ます。

がんの治療の中にはお口に様々なトラブル（口内炎・つばが出にく
い等）が現れるものがあります。本シリーズは、お口がデリケートな
治療中の方にも使いやすいように、やさしく・刺激が少なく作られて
います。

33 株式会社 三和 沼津市
床コーティング剤であるプラチナ・プレミアムコート
の板サンプル（一部塗布済）
説明用パネル・資料（パンフレット）等

弊社の製品は、塗布することにより床面が滑りにくくなるほか、
抗菌力効果が抜群で、平成24年1月には県の推進する「経営革新計
画承認書」を得ている製品であります。

製品は、MRSA菌や食中毒の原因菌などが24時間以内に死滅するもので
ありますが、日本屈指の醤油メーカー キッコーマン社製の検査装置により
施工前と施工後の床面の雑菌の数を検査し数値に表してお引き渡しをし
ております。

34 三和エンジニアリング株式会社 沼津市
ホモゲナイザー（高圧乳化装置）紹介パネル、カタ
ログ

ホモゲナイザーを日本最高水準の技術力・サポート力で、
地球全体を考えた企業を目指します。

三和エンジニアリングは、お客様にお届けする全ての製品に責任を持ち、全てのアフターサー
ビス体制を整えています。業界に先駆け24時間365日のサポート体制を確立し、いつでも迅速
に対応させていただくと同時に豊富な部品ストックを備え、お客様の生産体制を強力にバック
アップしています。

35 株式会社 G-NEST 沼津市
身障者と健常者の共用トイレ
（当社専用便器　介護用　オストメイト用便座）

トイレを通して身障者の社会復帰を応援しています。
介護する人される人・オストメイトに優しいトイレです。
健常者も一緒のトイレを使用できます。

身障者と健常者の共用トイレ　研究・試作・開発・商品化

36 有限会社 静岡ビジネスサポート 三島市
竹紙製品（名刺、封筒他）
竹製うちわ、パネル

箱根西麓産材を中心とした地域密着型製品の研究開発

37 静宏産業株式会社 沼津市

①現在販売中のNIGｶｰﾄﾞのﾊﾟﾈﾙ及びｻﾝﾌﾟﾙと資料
②現在研究開発中の特殊用途ﾌｨﾙﾀｰ製品のｻﾝﾌﾟﾙと
   資料
③その他弊社製品ｻﾝﾌﾟﾙ

OA機器ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の成形及び組立を主たる業務として行っていますが、
NIGｶｰﾄﾞ等における産学連携の製品の開発も積極的に行っています。
現在、医療機器製造販売業の許可の取得も含めて医療分野への進出を強
化中。

①製品の振れ精度を5ﾐｸﾛﾝ以下に抑える超精密ｷﾞﾔの精密加工技術。
②ﾊﾞｲｵ関連製品や医療・食品向けｷｬｯﾌﾟの生産が行えるｸﾘｰﾝ環境。
③自動生産設備 ( 組立機含む ) の導入による低ｺｽﾄ生産体制。
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38 芝浦セムテック株式会社 沼津市 業務内容の紹介

東芝機械㈱の沼津本社工場内に、分析室があります。鉄鋼、鋳鉄、
非鉄金属、プラスチック製品、セラミックス等の分析、大物から
ナノミクロンサイズの物まで調査対象としてご依頼いただいています。
短納期低価格をベースに、お客様からのご要望にお応えしています。

機械製造で培った構造材料の強度試験技術、破損原因調査技術、精密
機械製造による微小部品の品質調査、電子顕微鏡、電子線マイクロアナ
ライザーによる微小部分析、FTIRによる有機物分析、多種環境測定機器
による水、大気、作業場の環境測定を専門にお請けしています。

39 株式会社 島津製作所 静岡市駿河区
・製品ご紹介パネル
・カタログ３種、パンフレット数種

株式会社 島津製作所は「科学技術で社会に貢献する」社是のもと
『「人と地球の健康」への願いを実現する』ために活動いたします。

幅広い分析装置のラインナップと長年培ったノウハウでお客様の
問題解決のためのソリューションをご提供いたします。

40 株式会社 シミズトライム 静岡市清水区
〇精密・微細切削加工サンプル品
〇成形サンプル品

〇精密部品製作
〇射出成形用金型製作・成形

〇加工精度1μｍ台から100nｍ台の精密・微細切削加工技術
〇難削材（超硬等）に対する精密加工技術
〇射出成形用金型製作における金型職人の手加工技術

41 株式会社 庄司操製作所 沼津市

パネル（計5枚）
・ＲＩ汚染実験動物乾燥装置・廃スプレー缶処理装置
・放射性廃液処理装置・分別破袋機
・バイアル瓶自動洗浄装置

お客様の問題を最良の方法で解決する設計及び製作を致します。

・燃焼制御技術
・ＣＡＤを利用した各種機器、工場設備の設計開発、製作、設置、メンテナンス
・鉄、ＳＵＳ等の各種溶接技術
・各種機械加工技術

42 株式会社 信州セラミックス
長野県木曽郡
大桑村

空気清浄機　カーテン　マスク　タオル　ハンドロー
ション

全国3000箇所の医療介護現場にて感染対策　消臭にて採用。
また東京がん研有明病院にて　空気清浄機　カーテン　マスク　等が
導入されております。

earthplusは新しい形態の殺菌技術です。
薬剤を使わず耐性菌を作らない。また継続して殺菌できる技術です。
詳しくは弊社HPhttp://earth-plus..jp/ご参照ください。

43 株式会社 信和精工 御殿場市
サブミクロン精度の加工（外径・表面粗度・真円度）
耐食性を上げたバレル技術・微小径シャフトの加工（Φ0.4～）
表面粗さを指定した加工技術、樹脂研磨及び組立

私たち信和精工は常に安定した品質と高能率を追求し信頼を得る為に努力
しております。
弊社の研削加工・表面処理・組立の技術を用意しておりますので是非お立
ち寄りください。

外径精度0.5μ以下
外径寸法φ0.4～φ20
組立品（POM・BSBM・ゴム等のAssy）

44 株式会社 親和製作所 湖西市
金属切削加工部品
精密板金加工部品
装置組立完成品

■■■■■医　療　機　器　製　造　業　許　可　取　得　済　み■■■■■
開発/設計、切削加工、板金加工、装置組立を自社で行っております。
医療機器、介護装置メーカー様にもご愛顧頂いております。
多業種のお客様に鍛えられ、長年培った知恵と技術で難題に対応します。

◆様々なご提案をし、お客様の出図前にモノの造り込みをいたします。
◆金属切削：大物、小物加工可能。立/横形マシニングで高効率加工。
◆板金加工：大物、小物加工可能。長尺曲げ、外観パネルは好評です。
◆装置の組み立てはもちろん、試験を行うことも可能です。※内容による

45 杉山産業株式会社 焼津市 プラスチックの異型押出成形品

弊社はプラスチックの異型押出成形品の製造・販売を行なっております。
取り扱い製品はプラスチック製の長尺成形品です。軽量化、低価格化、高機能化、後
加工性の向上等を目的とした他素材（金属、木材、ゴム、ガラス等）からプラ化検討中
のお客様に対し、品質、コスト、納期等のご案内をさせていただきます。

成形難易度の高いエンプラの成形をはじめ、二色成形や発泡成形
等あらゆる原料を使用した押出成形が可能です。

46 スズキ工業株式会社 田方郡函南町
アルミニウム高温ブロー成形工法の紹介
成形品サンプル

通常では30%程度の伸びで破断するアルミニウムを300%伸ばし、樹脂プラス
チック板のブロー成形のように成形する工法です。冷間プレス工法で問題と
なるアルミニウムのスプリングバックなど残留応力による変形が理論上無い
ため、開発期間を縮められます。

1400mm×4500mmの大型製品を成形できる国内最大級の設備を保有し
ています。自動車ボディなど大型プレス金型の専業メーカーなので、金型
はもちろんのこと製品設計から製品生産、製品検査まで可能です。

47 鈴与株式会社 東京都港区 環境関連技術の展示
鈴与の新たな取組みとして医療・介護分野からの廃棄物の適正処
理・再資源化に挑戦し、循環型社会の構築に貢献します。

環境・リサイクルに関する事業をご紹介させて頂きます。
（使用済み紙オムツ処理機、感染性廃棄物処理システム等）

48 株式会社 盛光 駿東郡長泉町
スリランカ原産コタラヒムブツ
（学術名：サラシア・レティキュラータ）を用いた
ハーブ・サプリメントや化粧品

異業種交流で産まれ、産学連携で育まれる盛光のコタラ
健康を維持するため、自分自身がお金を出し、必要とする商品を
創っています。

49 株式会社 生命情報研究所 沼津市 会社概要、音調器具（MK-5）

30年間の健康づくり運動を行い、そのデータに基づいた健康エステを
行っています。全国50店舗展開し、スポーツクラブ、スパ施設と提携
しています。企業への新しい事業として健康事業の提案を行っていま
す。

音調器具により、身体の調子を測定し、その測定結果をもとにオー
ルハンドのデトックスケアを行います。スクールも開設し、技術や理
論に自信があります。

50 株式会社 タウンズ 沼津市 体外診断用医薬品 インフルエンザ、アデノ、ＲＳウイルスの測定試薬 イムノクロマト法

51 竹田理化工業株式会社 三島市
赤外線サーモグラフィ　testo890、,testo875i
※株式会社テストー製

島津製作所をはじめとした各製造メーカー製品の分析機器、理化学機器、
バイオライフサイエンス関連機器、ナノテクノロジー関連機器等の
先端技術開発支援製品の販売と据付・修理・移設等の付帯サービスを
行っております。

今回展示予定の赤外線サーモグラフィは超解像機能（Super
Resolution）により標準画素の4倍の高画素画像が得られます。
また、業界最高クラス1280×960の超高精細画像を実現した
testo890を展示します。

52 タマチ工業株式会社 東京都品川区
微細医療部品（ステント、スパイラルカット）
レース用エンジン部品

日本で数台しかない微細加工用YAGレーザー加工機を持ち、微細レーザー加工が可能。切削幅20μmのスリット加
工や、φ20μmの穴あけが可能。材質はSUSや、NiTi、CoCrの加工が可能で、厚みは0.1㎜から1㎜くらいまでの加
工を得意とする。切削加工で生じるバリやカエリも無く、切断面も大変きれい。平面加工と円筒形状加工が可能で、
現在パイプ材に網目加工を行った医療機器部品ステントを製作している。電解研磨の技術を持っており、それぞれ
の材質において、電解研磨まで行ったベアメタルステントを提供できる。

微細レーザー加工。高精度部品の切削、研削加工。

53 鶴賀電機株式会社 横浜市港北区
・暑さ指数(ＷＢＧＴ)表示器
・放射線線量率表示パネル

電気計測に関する製品、試験装置を開発設計致します。
計測、制御は当社にお任せ下さい。

・熱中症危険度と予防策が一目瞭然。
・放射線被ばく危険度を大型表示パネルでお知らせ。

54 株式会社 テクノサイエンス 沼津市
気管内チューブカフインフレータ カフスキャッツ
その他

光を使用し非接触で測定する計測器、各種電子機器を設計から製造
までお客様の様々な要求に対応可能です。
医療機器製造許可を取得しました。

光応用制御技術
メカ・エレキ・ソフトの社内一体開発

55 株式会社 テクノスルガ・ラボ 静岡市清水区
・微生物同定試験受託サービス
・腸内環境分析受託サービス

当社は微生物の分類同定を専門とする国内でも数少ない分析機関です。
衛生管理から、特許、研究、開発までサポートしています。

・DNA塩基配列解析（微生物同定用データベースを開発）
・T-RFLP腸内フローラ解析
・微生物群集構造解析

56 株式会社 テンパル 横浜市港南区
・オーニング
・不燃シート防煙たれ壁

・ずっと省エネ。もっと節電。オーニングでつくる快適ＥＣＯ環境。
・災害時の安心安全を追求。「軽量で割れない」不燃シート防煙たれ
  壁。

・オーニングには日陰効果や節電効果、サイン効果による集客向上などの
  効果があります。
・シート性防煙垂れ壁は軽量で割れず、従来のガラス性垂れ壁の抱える
  安全面の問題を解決します。

57 東海電子株式会社 富士市

・飲酒しているとエンジンがかからない装置「アルコールイン
  ターロック」
・記録、保存が簡単に行えるアルコール検知器、ALC-miniⅢ
・毎日のセルフチェック用アルコール検知器、ALC-Pico

アルコール検知器の製造・販売を行っているメーカーです。全国のト
ラック・バス・タクシー会社等をはじめ、様々な業種でご利用いただい
ており、飲酒運転防止に役立ててもらっております。

開発、製造、販売、サポートまでを一貫して行っております。
問い合わせサポートの電話は24時間受付ですので、安心してご利
用いただけます。

58 東海部品工業株式会社 伊豆市
・ＱＱセーバー
・直腸脱気チューブ
・整形外科用洗浄器（Ｊパルス）

医療機器の開発・製造及び金属製医療部品の製造 切削加工、冷間圧造加工

59 東京コンピュータサービス株式会社沼津支店 沼津市 ｗｅｂ受発注システム等
ＴＣＳは、様々な問題に対し、機動力と総合力で
トータルなコンピューテイングサービスを開発・提供します。

ソフトウエア開発・製造・保守
＊私共は医療用検査装置、車載関連、携帯ミドルウエア等の開発
   経験から、新たなステージに向け、日々努めております。

60 株式会社 東平商会 三島市
パネル、基板、ＬＥＤ照明、
パンフレット（会社概要、ＬＥＤパンフレット）

5部門から成り立っております。
（食品部、産業資材部、工事部、作業部、電子部）
ＩＳＯ9001とＩＳＯ14001を取得済み

電子部では、プリント基板の設計と電子部品の実装を行っています。
基板サイズ600×500規模のサイズまで対応可能　28層までの設計、製作実績あり
インピーダンスコントロール　30Ω～200Ωまで、実績あり　0.4ｍｍピッチ　スルー
ホール基板

61 東洋技研株式会社 三島市
1. 無線通信機能を搭載した放射線測定器
　（開発中基板、完成イメージサンプル）
2. 除菌・消臭に使用可能な環境衛生水（噴霧器、サンプル）

各種ソフトウェア開発、システムコンサルティング、OA機器販売から
運用まで、トータルで お客様の業務を円滑に すすめる為のお手伝
いを致しております。

半導体テスタ関連のソフトウェア技術。

62 東洋レヂン株式会社 富士市 ポスター、サンプル、リーフレット
25㎏からのプラスチック原料の着色と、各種インジェクション成形や、
薬物を使用せずに痛い場所に貼付するだけで痛みの緩和を行える
医療機器（クラスⅠ）の製造や、製造販売を行っています。

63 特種メーテル株式会社 沼津市 医療用関連商品
医療用シーツなど病院、医療、介護の現場などで使用される商品を
髙い信頼性を得て販売提供しております。

吸水、防水機能を含んだ医療用シーツ、吸水防水シートなど積層
及び広幅の商品を生産することができます。

64 株式会社 特電 沼津市
エコパワーモニター
電力計測

特電は自動制御部品の販売と、ＦＡ自動制御システムの設計・製作
の2本柱です。

ＰＬＣからパソコンまでのソフト設計や、産業用ロボットを使用した機
械システムの製作が得意です。

65 株式会社 トライ・カンパニー 沼津市 病臭軽減　デオドラントケアシート
ご希望のヒアリングから様々なソリューション提案まで、お客様と一体
となって商品開発を行います。

保冷剤による食品の鮮度保持資材の製造はもとより、その製造技
術を活かし、日常生活をより快適に過ごせるような生活温度帯での
温冷感グッズの製造を行います。

66 長泉パーカライジング株式会社 駿東郡長泉町

1． 長泉パーカライジング（株）の会社案内（パンフレット）
2． イルリガードル台座（点滴台）開発品の展示
3． 防錆特殊塗料のご紹介
4． ドライアイス・ブラスト洗浄機の紹介（パネル及びPC）

日本パーカライジング（株）の技術サポートにより最先端の表面処理加工技
術を保有し、お客様のニーズに即応する体制が出来ております。
■気軽に、何でもご相談ください。
新しい事にチャレンジする企業風土があり、意欲には自身があります。

１．金属表面処理加工分野における
（１）鉄鋼・アルミニュウム・ステンレス・マグネシウム及び合金等への各種
     金属表面処理加工。
（２）各種塗装技術・機能性樹脂コーテイング（防錆・美観・機能）

67 株式会社 中里メッキ 富士宮市
金属表面処理製品
（自動車部品、電気機器、医療機器）

株式会社中里メッキは、表面処理を行っております。多種多様なメッ
キが可能で、つきまわりなどの高度なメッキを行う技術を自社開発
し、日々より繊細な、美観にこだわったメッキを追及しています。

防錆性能は他社に負けません！
亜鉛メッキ+カチオン電着塗装→ダブルコーティング
自社分析機器･実験機器で性能保証、報告書も作成します。
メッキでお困りの方,コスト重視のお客様等,相談を承ります。

68 ナルテック株式会社 静岡市清水区
産業機器向けシステムLSI「NALTEC N10」とその
応用例のデモンストレーション

弊社は、1995年の創業以来、PC周辺機器とりわけプリンタコントローラの開発に企業
内リソースの全てを集中させて参りました。築き上げたデータ転送技術、データ圧縮技
術、カラーマネジメント技術及び精密メカニズム制御技術等の技術資産は、カラーレー
ザープリンタや各種周辺機器に搭載されて世界中に出荷されています。

・NALTEC N10（低消費電力の産業機器向けシステムLSI）
・GUI開発環境ソリューション（N10+GUIミドルウェア）
・遠隔画像診断向け高忠実色再現システム

69 ニイガタ株式会社 横浜市鶴見区 樹脂・金属の実験用オーダ―部品製作のサンプル
企業研究所・大学で使用する研究部品や装置・治具等、
構想から設計～製作迄、研究者様のお話を伺いながら必要な製作品
をオーダー製作致します。

新しい研究に新しい研究道具が必要の際、加工技術をベースに磨きによ
る可視化部品の製作や、用途に合わせた組付完成部品など仕様に合わ
せた製作が可能です。樹脂／金属／柔らかい材料／透明材料など多種
多様な対応が出来ます。

70 日商産業株式会社 駿東郡長泉町
・取扱い製品の写真・説明等のパネル（予定）
・内視鏡　関連のカバー等（予定）
・その他　新素材等

樹脂全般を取り扱っております。
近年では、医療機や液晶・半導体の製造装置の樹脂部品・金属部
品・組立て、設計等幅広く対応しております。

・超精密加工（樹脂・金属等）
・大型のインジェクション成形品の作製
・設計製作　等々

71 株式会社 ノア 駿東郡清水町
電動ベッド用手元コントローラ、コンセント、LED照
明、リモコン機器、雷ガードの電気製品。

経済産業省の製造事業認可を取得して、配線器具、電熱器具、
光源及び光源応用機械器具、交流用電気機械器具を企画製造して
おります。

ご希望の商品イメージを具体化し、試作から量産まで対応いたしま
す。

72 株式会社 ハイタック 沼津市

チタン、ＳＣＭ、（長さ２００㎜）の１０Φ丸棒に９Φ　６Φ
に５Φの深孔加工をした入り口出口側共　片肉厚
０．５㎜の同芯度の展示品
穴径０．８㎜～３㎜までの各種加工物

日々医療工具部品等々に０．８㎜～３０㎜までより正確な同心度と
面粗さを目ざしガンドリルマシンの製作販売と各種素材に自社製
ガンドリルにて賃加工の受託をいたしております。

ガンドリルマシンメーカーの中で５Φ以下の高精度深穴加工ができ
るガンドリルマシンを開発しております。

73 檜工業株式会社 御殿場市
ステンレス製吹出口、木製吹出口、溶菌酵素フィ
ルタ、その他　社員製作の小物

吹出口を主製品とする中堅メーカです。
その他、板金加工特殊品の設計、製作も行っています。
社内活性化と地場連携を狙い、間伐材等を使用した各種小物の試作などに
チャレンジ中です。

ステンレス等を使用した、特種製品の板金加工。
木製の吹出口製作。
板金加工を要する特殊製品については、要件ヒアリングから設計、製作ま
で対応可能です。

74 株式会社 ビートセンシング 駿東郡清水町
近赤外線式分光分析センサー「ビートセンサーＧＰ」
製薬、バイオ等のリアルタイム成分モニタリングに有効

近赤外線式分光分析センサーの開発・設計・製造を主とした開発型
メーカーです。

・近赤外線分光分析技術
・電子回路、ソフトウェア設計技術
・光学・構造設計技術
上記を組み合わせた商品の開発、供給、保守対応技術
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75 株式会社 平垣製作所 静岡市清水区 ＮＣ旋盤・ＭＣを使用した精密部品加工製品 丸ものなら平垣！世界へ発信！　顧客に感動を与える製品を！

・ＮＣ施盤加工に特化した、精密部品加工技術　・鋳物～ＳＵＳ・チタン・難作材など、
  さまざまな素材応
・主要数量　10～200ヶの中量リピート製品　・宇宙産業まで対応とした品質保証体制
・食品球形成形機の特許及び開発技術　・ＩＳＯ9001・14001取得済

76 株式会社 フェルマ 静岡市葵区

通常は待機状態にあり、緊急警報放送または緊
急地震速報を受信するとラジオが自動起動しＬＥＤ
ライトが自動点灯する非常用ラジオ付多機能ＬＥＤ
ライト

ＩＴ技術を活用し、お客様にフィットした環境・システム・運用のご相談
にお答えします。

システムソリューションアドバイザー
介護システム系パッケージ適応、個別システム開発
ＩＴ環境・ネットワーク環境構築
システム運用保守・代行

77 深澤電工株式会社 駿東郡長泉町 ハイブリッドハンドドライヤー（ＳＡＩＯＮ）
弊社では、５Ｓ活動と挨拶に邁進している企業です。その５Ｓ活動か
ら生まれた製品それがハイブリットハンドドライヤー（ＳＡＩON）です。
是非とも一度お試しください。弊社電子機器組立製造業のＰＲ

ご家庭にも置けるコンパクト設計でコンセント付きなので買ったその日から使用できます。
現在注目されている光触媒フィルターを採用し空気中の雑菌・匂いを分解します。冬場のト
イレの寒さから快適な空間に代えるために簡易部屋暖機能を付けました。電気代も１００回
使用しても７円と殆ど電気代もかかりません。プリント基板実装、ユニット組立、ハーネス作
製の企業ＰＲ。

78 株式会社 フジクラ 東京都江東区

院内無線LAN用ケーブル型アンテナ、医療機器用配線
材（極細同軸ケーブル、FPC、メンブレンスイッチ、光
ファイバ）、医療機器用圧力、酸素センサ、非常用電源
用燃料電池

フジクラは光ファイバーや電線ケーブルの製造で培った”つなぐ”テク
ノロジーを応用し、様々な医療関連製品を提供致します。

・電力・情報通信・電子材料で培った技術を応用し、医療機器や院内ネットワーク、医
  療設備などに使用される部品・モジュールを提供。
・グル－プ会社にて医療機器製造販売業許可（第一種）及び医療機器製造業許可
（滅菌・ 一般）を所有しており、　医療関連製品の開発・製造委託サービスの提供が可能。

79 富士テクノ株式会社 沼津市
自動車及び冷熱機器に使用のパイプ部品（自社
加工品）

金属パイプ加工40年の経験を活かし、試作段階では現行設備を活かし社内
で治工具の製作等により創意工夫をもって短期に実現します。量産におきま
しては夜間自動無人運転や設備の改良・改善等により生産ロットの大小問
わず、短納期、低コストの小廻りのきく生産対応が取れます。

パイプ切断は束ね切断しています。（例φ8同時99本切断）
穴明はバリが発生しない放電穴明を使用。
端末加工は偏芯絞り可能。
溶接・ロー付は、鉄・銅・アルミ・ステンレス可能。

80 株式会社 フジネット 沼津市
溶接金網製品
ペイシェントガード、ＢＯＸホルダー、各種バスケット

溶接金網に関する事なら何でもご相談下さい。
1個からご注文を承ります。
用途に応じて最適な形状をご提案致します。

81 ＮＰＯ法人 ふじＰＦＩ研究会 富士市
パネル、エクササイズ・ウオーキング用ポール10
セット（各2本）

健康増進を目的としたフィットネス・ポールエクササイズに使用する運
動用具を開発し、その使用方法や効果の検証を行っている。市民活
動として地域市民を中心に普及活動を行っている。

市民の健康増進を図るための活動として、地域の大学、企業、各種団体との連携で開発商品で
ある「ポールを使った普及講習会」を6年前より定期的に開催している。毎週第2、第4土曜日・10
時より2時間実施し、これまで連続128回をカウントしている。（毎回　参加者約30名以上）運動
効果は、複数の大学、県の研究所等との共同研究により体内成分、体形、体力測定等を計測
し、効果判定と健康指導に役立てている。

82 プラスチック加工興和株式会社 静岡市駿河区 高機能樹脂超精密加工

機械部品・自動車部品・医療部品等、大きなものから微小、精密、特殊なも
のまで多種多様な設計のニーズにお応えできる設備と確かな技術力でお待
ちしております。
製品は1個～数千個単位まで受注致します。

現在、金属を使っているが、プラスチックにした場合、どんなメリット
があるのか？
素材はプラスチックであれば、すべての種類に対応します。

83 株式会社 プレシード 沼津市
「保健指導支援システム」など
開発元：株式会社ニューテック

大手企業様での多様な開発実績を持つソフトウェア開発の技術者集
団です。ファルマバレープロジェクト参加を機に医療機器分野での組
込みソフトウェア開発を目指しています。

制御・組込み系ソフトウェア開発
Webシステム開発、インフラ構築
株式会社ニューテック(業務提携先)開発の各種医療システムの販売サ
ポート

84 文光堂印刷株式会社 沼津市

・高精細印刷の仕組みと概要
・実際の高精細印刷物
・ユポ紙（合成紙）のサンプル
・カードプリンター（社員証など）

企画デザイン版下、印刷製本加工まで一貫した製造工程を自社内で
行いますので、さまざまなニーズに応えられます。

名刺、封筒から、冊子、チラシ、パンフレット、会社案内など、あらゆ
る印刷物に対応します。また、美術館など、品質重視の仕事を数多
くやる経験上、色補、色濃度など印刷の質の高さは、自信があります。

85 有限会社 ベネテック 駿東郡小山町 車イス・カーボンパーツ カーボンによる工業製品及び軽量パーツ

86 株式会社 ホリックス 沼津市 車いす用ストッパー 医療機器の量産品から特注品まで幅広く対応します。 医療機器を長年にわたり、専門に扱ってきた、ノウハウを所有。

87 マーズコンピュータ株式会社 富士市 生産管理システム「MarianⅡ」
中小企業・製造業様の原価と品質の管理を充実させた
生産管理システム

生産管理システム「MarianⅡ」により、
中小企業・製造業様の利益を生み出す仕組み作りに貢献します。

88 株式会社 松浦製作所 富士市 光造形品、粉体造形品、試作部品

Planning　　　　あなたのプランを形にします
Modeling　　　　夢を具現化し、より美しく作品を仕上げる空間
Molding　　　　高品位な金型製作
Technology　　確かな品質保証

3Ｄデータ作成、光造形加工・冶具、金型加工・少量ロット生産・
プラスチック加工全般

89 丸金製紙株式会社 富士市
・脱臭機能紙の紹介
・脱臭機能紙を利用した商品
・富士ブラド商品

・100％再生紙の家庭紙メーカー
・機密文書の処理技術
・未利用資源の利用技術

90 丸善工業株式会社 三島市
パネル展示にて、弊社の歴史、トレーニングマシン、
産業機械を紹介。

設計から組立て検査まで、ワンストップオーダーが可能な対応力。
ISO9001/14001に裏付けされた確かな品質。大型設備から小型精密機械ま
で、得意分野別に揃えた設計スタッフ。部品加工、製品組立て技術者による
多岐に渡る業種・業界への対応。

広範囲なお客様のニーズに対応。①医療健康器具・体育器具②自
動車検査装置③梱包包装搬送装置④生産設備⑤油圧式小型建設
機械。等分野を選ばぬ対応力。

91 三嶋電子株式会社 三島市

医療機器：結腸栄養剤注入の状体を当社の「AID
CUFF INFLATOR-α1」を使用して人形で模擬注入の
実演展示をする。
パワー半導体：パワー半導体スタックを展示する。

医療機器の内エアーを使用して経腸栄養を始めとした医療機器の開
発を行っています。当社は、第二種医療機器製造販売業を取得して
いるので、本許可依託による個別製造販売許可を行うことが出来ま
す。

医療機器の開発・設計・製造が出来ます。
医療機器製造販売業の依託事業を行います。

92 株式会社 ミズ・バラエティー 富士市 説明用パネル、配布用パンフレット
マニュアル書、品質基準書をご提示いただければ、
数日で、御社同様の生産ラインが立ち上がります。
ラインの増設時、繁忙期対応に、弊社製造ラインをご利用ください。

1.社内用の人材派遣機能を持っていて、繁忙期に対応してスタッフを100名程度までフレキシブ
  ルに揃えることができる。2.薬事関係の製造資格、ＩＳО9001、27001を所有しており多種多
  様な製造品に対応できる。3.製造請負は、長期でも短期でも可。　4.２０００坪以上の新しい
  施設を所有。5.クリーンルームもあります。

93 明電ソフトウエア株式会社 沼津市

ERPパッケージとスクラッチ開発のメリットを融合した、受注から原価計
算まで一元管理が可能となる「中規模製造業向け生産管理システム」
です。会社ごと異なる生産管理業務において、テンプレートを組替える
ことによりＦｉｔ率の高いシステムを構築いたします。

ビジネスアプリケーションソフトウェア技術、単体機器・モバイル等の機器組込みソフトウェア技術、
ASICからボードコンピュータ技術、プラント監視制御リアルタイムアプリケーションソフトウェア技術
まで幅広い分野で、システムインテグレータ、ネットワークインテグレータとして、コンサルティング
からシステム開発・運用、電気工事に至るまで、さまざまなニーズに対応した総合サービスとソ
リューションを提供しています。

花き、中古車オークションシステム
ドレス管理、式場業務支援システム
製造業向け生産管理システム
携帯情報端末応用業務システム受託開発

94 メディアロジテック株式会社 御殿場市

・細胞培養シートの成形などに応用可能なリソグラフィ金型紹介パネル
  とサンプル品展示
・医療データ管理に応用可能なデジタルアーカイブシステムの製品紹
  介パネル展示  ・フラッシュメモリー応用商品類の展示

コンテンツ入りCD，DVD，BDのOEM製造販売メーカです。光ディスク
の要素技術および音源等のアーカイブ管理技術を生かし、医療分野
へ参入を目指しております。

１．リソグラフィ・めっき・精密成形・薄膜形成技術
２．デジタルアーカイブシステム設計・製作
３．パッケージ　および　物流　サービス

95 有限会社 山本電機製作所 沼津市
小型・軽量・省エネ型変圧器、「WBトランス」の展示
安価なリチウムイオンバッテリーの展示

創業40年。地域の企業様をはじめ全国にコイル、変圧器、リアクトル
の設計・製作・販売をしてまいりました。次世代の電源としてリチウム
イオンバッテリーの販売と充電器の開発を行っております。

WBトランスは特許技術により、従来の変圧器より約４０％小さくな
り、又、待機電力は３０％ほどしか消費しませんので、現代のニーズに
合った省資源・省エネルギー型変圧器です。当社では大型化の開発に成
功、100VA～10KVAまでラインナップを揃えております。

96 山本被服株式会社 駿東郡清水町 あたみとん

97 有限会社 柚野セラミック 富士宮市 製品の展示 湿度センサ、温度センサ お客様のニーズに合わせた各種センサ技術

98 株式会社 リースサンキュー 沼津市
『病院・施設様向けおしぼり、清拭用ウェットタオル』
※ATP拭き取り検査実演
『私物ネットクリーニングシステム』

弊社の主力商品である「レンタルおしぼり」は厚生労働省指導基準に基
づき、十分な洗浄と殺菌を行い、品質と衛生を常に追求しております。
2014年、創業50周年を迎える弊社は静岡県の『リユース』リーディング
カンパニーです。

ウィルス対策、感染対策として『手指衛生』の重要性が高まっており
ます。弊社は、進化したおしぼり『抗ウィルスおしぼり』で安心・安全
な『手指衛生』と『おもてなし』を提供します。

■大学・高専等

1 静岡県公立大学法人　静岡県立大学 静岡市駿河区 産学民官連携により開発された製品

静岡県立大学は、薬学部、食品栄養科学部、経営情報学部、国際関係学部、看護学部の５学部・
５大学院、短期大学部、環境科学研究所を有する総合大学として、特色ある教育研究活動を実践
しています。
　「地域社会と協働する広く県民に開かれた大学」を目指し、本学で得られた研究成果を積極的に
地域に還元する、産学民官連携活動に取り組んでいます。

2 東海大学 沼津市

研究紹介
・生物の寿命は遺伝要因や環境要因より偶然的要因に
  支配されている
・ベラドンナ毛状根から誘導した不定芽の増殖法の開発

3 沼津工業高等専門学校 沼津市

沼津高専の地域共同テクノセンターの活動状況をパネ
ル展示し，シーズ集を配付します。またコーディネータ
による技術相談にも対応致します。併せて，沼津高専
における医工学系の研究成果例を展示します。

中小企業の方がお困りの技術相談に対応致します。
また技術相談を受け共同研究等により対応にあたります。

技術相談
共同研究

4
沼津高専「富士山麓医用機器開発エンジニ
ア養成プログラム」　Ｆ-met、Ｆ-metサロン

沼津市 パネル及びパンフレット、ちらし
日本一高い志を持った技術者が富士山麓に集結。
富士山麓から世界へ。　全ての人々の健康と笑顔のために　精鋭の
技術者が医用機器産業に挑んでいます。

医用機器産業での活躍を目指す東部中小企業の中核エンジニア
が、幅広い知識・技術を習得し存分に活躍できるよう、ネットワー
クを活かした充実のバックアップ体制で製品開発を応援します。

■行政・支援機関等

1 静岡県 静岡市葵区 ふじのくに先端医療総合特区
「ふじのくに先端医療総合特区」の概要や進捗状況についてパネルと
資料で紹介します。ファルマバレープロジェクトについてもあわせて展
示します。

2 静岡県立静岡がんセンター 駿東郡長泉町 静岡がんセンターの紹介（特徴、活動概要など）

全国のがん診療連携拠点病院の調査で、院内がん登録数（がん患者さんを診ている数）は、全国で3番目
となり、数多くの患者さんを診ています。各種週刊誌や専門誌の病院ランキングでは上位に位置づけら
れ、がん医療のトップレベルの医療機関として高く評価されています。また、併設される研究所では、ファル
マバレープロジェクトの医療の中核施設として医看工連携を推進し、肺がんの画像診断支援システム、口
腔ケア製品などを企業と共同開発、製品化を実現しています。

3 裾野市 裾野市
産業振興関係資料の配架、ポスター等の掲示、裾
野市紹介パンフレット等

世界的な大企業をはじめ、中小企業・事業所が数多く立地する裾野市。産業
支援に積極的に取り組んでいます。

4 地域イノベーション戦略支援プログラム 駿東郡長泉町 地域イノベーション戦略支援プログラムの研究紹介

5 地域イノベーション戦略支援プログラム 駿東郡長泉町 地域イノベーション戦略支援プログラムの研究紹介

6 沼津工業技術支援センター／富士工業技術支援センター 沼津市/富士市
研究成果ポスター「大腸菌を宿主とするインフルエ
ンザウイルス核タンパク質の組換え生産技術の構
築」「耐久性に優れる非粘着性コーティング」

中小企業の技術支援を行います。

7 沼津市 沼津市

沼津市における各種支援制度の案内
（企業立地促進事業・医療産業集積促進事業・ニュー
ビジネス創出事業・中小企業販路拡大事業・産学共同
研究支援事業・地域資源活用開発支援　など）

沼津市では「沼津市を舞台に挑戦する企業」を支援する制度として、
新規立地に対する助成の他、創業・経営などの活動する際の支援制
度を用意しています。

8 富士市 富士市
富士市の産業支援制度や工業用地を紹介するパ
ンフレット及びポスターを展示

工業都市として発展してきた富士市には、工業団地や物流用地など
の産業用地や充実した産業支援施策があります。

9 三島市 三島市
・三島市に工場等を立地する際に利用できる補助金
　や三島市のまちの魅力をまとめたパンフレット等
・三島市の企業誘致用地のＰＲパネル

企業立地推進課が窓口となりワンストップサービスを実施し、企業様
のご負担を軽減します。

■金融機関

1 株式会社 静岡銀行 静岡市清水区

・静岡銀行ディスクロージャー誌
・リーフレット（ビジネスマッチング、医療推進体制他）
・「ファルマ経済セミナー」、「かかりつけ湯説明会」資料
他

県内最大のネットワークを持ち、県内に限らず、県外、海外とのビジ
ネスマッチングの支援を行うことができます。

【しずぎん成長分野応援プロジェクト】
「医療・介護」「環境」「海外進出支援」「農業」「事業承継」の５分野を対象と
して、地域企業の新たな分野への挑戦や経営の革新、事業の再構築など
を支援しています。

2 株式会社 静岡中央銀行 沼津市 金融商品パンフレット等 「お客様中心主義の銀行の金融・経営よろず相談」
中小企業経営者の皆様と、目標を共有し、
目標達成に向けてのご支援を、様々な情報・金融商品の
提供により、ご支援させて頂きます。
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3 清水銀行 静岡市清水区 ・清水銀行ビジネスマッチング・ソリューション体制の案内
・しみずミニレポート

弊行では、資金供給者としての役割にとどまることなく、地域のお客
様に対する経営支援や地域経済の活性化に積極的に取組んでいま
す。

ビジネスマッチングや海外進出・事業承継をはじめ、多様化・高度
化していくお客様のニーズに、営業店及び専門部署が迅速かつき
め細かくお応えします。

4 スルガ銀行株式会社 沼津市 事業オーナーの皆さまへのご案内
ビジネスニーズに即座にお応えするスルガ銀行の
・ビジネスアップＯＤ（急な運転資金ニーズにスピーディーにお応えします。）
・ビジネスアップタームローン（他社借入のおまとめなどにお応えします。）

金融円滑化への取り組み、経営改善の相談など、中小企業や個人
事業主の皆さまを支援しています。

5 沼津信用金庫 沼津市 当庫が発行するビジネスマッチングガイドブックほか ビジネスマッチングを通じ地域活性化を目指しております。 受注・発注ニーズに基づく個別商談を実施、取引先の販路拡大を支援

6 三島信用金庫 三島市 ディスクロージャー誌、商品パンフレット、さんしんニュース他
さんしんのネットワークを活かし、地域経済の活性化、お客様の取引
拡大支援に積極的に取組んでいます。

当金庫は「ふじのくに先端医療総合特区」指定金融機関として
ファルマバレープロジェクトに積極的に協力を行います。
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