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ＦＡＸまたはＥ-mailにて送付いただきますようお願い致します。 



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

1 株式会社アーステック 三島市

①蓄電インバーター（ECI－15）：小型、軽量で持ち運び可能な蓄電ユ
ニット
②手書きカラーLEDボード（コ・サイン）：手書きの文字が鮮やか発色
し、アイキャッチ効果抜群なLEDボード

エレキ、メカ、ソフト　三位一体の開発体制で仕様入手から試作品製作
までのシステムの取りまとめが可能な開発会社。
量産及び保守メンテナンス対応も可能。

①メカトロニクス開発・試作・量産・保守サービス対応が可能。
②自社製品の販売及び販売代理店様募集。
③「コ・サイン」が三島sg商品に選ばれた。

2 株式会社アーティスティックス 駿東郡長泉町
クラウド型顧客管理システム　セールスフォース
クラウド型ホームページ制作システム　ホームページ応援隊Plus

クラウドと言うキーワードで地元の中小企業に本当に使えるITサービス
を提供し共に成長することを理念とし日々活動しています。

・クラウド型顧客管理システム　セールスフォース
・クラウド型ホームページ制作システム　ホームページ応援隊Plus
などクラウドでのITサービスの初期導入、導入後の運用支援などを行っ
ています。

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)
④学童安心メール

「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
を連携させてソリューションで、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、MIFARE、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 葵ソニック株式会社 沼津市
水中探査装置、超音波界面レベル計
GPSプロッター＆魚探、超音波流量計

超音波を利用した製品開発/製造/販売
・超音波スキャニング画像
・超音波による計測

5 アキヤマエヌシーテープセンター株式会社 富士市 弊社パネル　φ 25試作ステント　アルミ削りだし富士山
お客様のニーズに限りなく応える会社
技術力×発想力×コスト低減

同時5軸加工機を使用することで、加工工程の簡略化に伴い、製品削り
だしの、精度が向上

6 有限会社秋山製作所 駿東郡長泉町
①開発製品　流せる尿量紙コップのパネル展示
②クリーンブラシ（アレルギー除去商品）の展示

プラスチック射出成型を主とし　製品設計、金型設計制作　工場内環境
にも　対応出来ます。

ネジ抜き　キャップ　外筒等　多数個取り　可能

7 AcrossBio株式会社 三島市
微生物を用いた商品開発事例および開発提案を商品サンプルおよび
パネル等で紹介します。

酵母や乳酸菌などの有用な微生物を使った食品、医薬品、診断薬など
の商品開発サポートや環境問題に取り組んでいます。

有用微生物や酵素の探索、微生物の育種、微生物を使った商品開発な
どを承っております。

8 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

9 有限会社岩倉溶接工業所 島田市
●レーザー加工品
●鈑金・溶接加工品

職人技と先端レーザー加工の融合”先端職人”による加工技術
・レーザーによる微細溶接加工
・各種素材の板金溶接加工（ＳＵＳ、ＡＬ、Ｔｉ、Ｍｇ、インコネル　他）
・カラーレーザーマーキング加工

10 ウォーマー株式会社 沼津市
数を間違えては大きな問題になるような部品や部材、薬品や錠剤を正
確に取り出してくれる装置
パーツ所定数量取り出し機

自動車部品の開発設計から量産製作の金型・生産設備設計製作まで
上流から川下まで広い分野でお役に立てます。
産業用ロボットや治具製作・金型製作が得意分野です。

CADによる３D設計から製缶・機械加工での機構製作を内製化すること
により予算に応じた設備製作が可能となりました。

11 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ＡＣ100Ｖ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
巡回カートバッテリー電源装置
（病院または介護施設等での清拭用おしぼり加温用電源カート）

・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。

12 株式会社エイディーディー 沼津市 超低温機器
-120℃以下に冷却可能な超低温機器を開発、製造、販売しておりま
す。この超低温機器を販売している会社は全世界でも弊社を含め3社
程しかありません。

超低温機器
マイクロ波CVDダイヤモンド合成

13 有限会社栄和自動車 沼津市
①庫内衛生システム
②アイドリングストップ支援システム
③防災ヒーター

自由な発想で輸送車両用機器を開発します。
①特殊車両の修理
②常温高密接型光触媒施行技術
③輸送車両用機器開発・製造

14 株式会社エスジー 沼津市
①ランニングコストが安価な脱臭装置
②ウィルス対策に使える電解水を用いた殺菌装置
③気流の見える化とその利用方法

電気設計と機械設計の技術を基盤に、建物の改修工事や維持保全に
役立つ機械を設計、開発してきました。常識に囚われることなく、新技
術を次々と開発し、東京大学との共同研究も行っている開発力のある
企業です。

当社の脱臭装置と除菌装置は性能が高くても、本体価格も維持費も安
価です。また高性能な装置があっても、気流の流れを掴まないと空気中
に漂うウィルスや臭気の対策はできないので、気流の流れを見える化す
る所から丁寧に仕事を行っています。

15 株式会社Ｓスズキ技研工業 藤枝市 プラスチック成形品・試作品、射出成形金型、自社オリジナル製品
プ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。製品の企画段階から試作・量産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、金属切削試作品の設計製作
プラスチック射出成形金型設計製造及び成形加工

16 エスプラネット株式会社 沼津市

タブレット・スマートフォンを使用した商品管理システム
　☆バーコードを読み取り、数量入力する作業全般に使用できます
①病院の薬品・診療材料の棚卸、調剤ミス防止等
②防災用品の管理、災害時の救援物資入出庫・不足物資の連絡等

設立10年のソフトウェア開発会社です。
車載制御・携帯電話・複合機・超音波信号処理等の制御系ソフトウェ
ア、複合機管理システム・生産管理システム等の業務系ソフトウェアの
開発実績があります。ソフトウェア全般に関し対応可能です。

タブレット・スマートフォンを使用したソフトウェアを、お客様のご要望に
沿って作成します。　多くのソフト会社が苦手とするデザイン性に優れた
ソフト、ユーザーが使いやすいソフトをご提案させていただきます。また、
弊社製品「商品管理システム」をベースとしたカスタマイズにも対応しま
す。

17 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。

18 有限会社エム・ケイ機器 沼津市
出入り口用ノズル式噴霧装置remove、除菌・消臭に効果のあるセラ水
超音波霧化器

部品メーカの下請けとして、小型モータの組立、検査、出荷作業を主に
行っております。又、制御盤ユニット、ゲーム機、半田作業など弊社で
行える事は何でもお引き受けいたします。

ノズル式噴霧装置の開発、製造ノウハウの転用や除菌・消臭に効果の
あるセラ水の販売等を通じた全国的なサービス、販売ルートを持ってい
る。

19 大石測器株式会社 浜松市北区
「WirelnspectorLine〈laser〉」
ワイヤ、チューブの表面欠陥を検査する装置

光技術を利用した検査装置を開発しています。
オンリーワンな製品を産みだしています。

光検出技術の特許を取得しました。様々な材料にも対応できる技術で
す。
ガイドワイヤ、カテーテル、注射針など医療材料の表面欠陥検査に最適
な検査装置です。カスタマイズにも対応しています。

20 大場機工株式会社 富士宮市
細径・薄肉ステンレスパイプ、ハニカムパイプ、各種加工パイプ、プラス
チック光ファイバー関連製品

医療関連をはじめ、様々な業界への納入実績を誇る当社製品は、徹
底した品質管理により高い評価を頂いております。これまで積み上げ
た技術・ノウハウを駆使し、お客様のご要望に沿った製品を提案致しま
す。

造管から、伸管、矯正、切断、各種加工まで一貫して自社製造が可能。
最小外径0.05㎜の超極細パイプや、これまでにない薄さを実現した超薄肉パ
イプも製造致します。
又、プラスチック光ファイバー関連製品の取扱いもございます。

21 オーティーピー株式会社 御殿場市
プラスチックチューブ
結束バンド　別種

製造ラインにおいては、エンドレスにて外径測定管理/記録をしており
ます。

エアー配管用チューブに加え、継手取付済のカールチューブ（コイル
チューブ）も製造、販売しております。
また、経営革新認定を頂いた新しい結束チューブを是非ご覧下さい。

22 株式会社岡根谷 富士市 パネル3枚、パンの缶詰（富士山の四季、富士山登頂記念）等
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

パンの缶詰製造特許取得
＊Okaneyaのパンの缶詰は、焼いたパンを缶に入れただけの「缶入りパ
ン」と違い、発酵から焼成までをすべて缶の中で行っている【缶の中で
作ったパン】ですので、安心・安全です。

23 有限会社落合ハーブ園 三島市 芳香蒸留水、純国産エッセンシャルオイル
創業時より、農薬や化学肥料は一切使用せず、品質の高いハーブを
作り続けています。国産のオーガニックにこだわり、ハーブの生産から
加工まで自社にて行っています。

日本でも数少ない、エッセンシャルオイルの蒸留。原料は、自社栽培の
オーガニックハーブのみを使用し、種類も豊富に取り揃えています。

24 株式会社カトレア・グループ 伊東市
絹エキス、絹クリーム、絹エステ（化粧品、食品用・まゆ由来シルクフィ
ブロイン使用）

絹の道（シルクロード）ひと筋30余年
伊豆高原にて自社の桑畑・ハーブガーデンにて徹底した研究をし、ア
ンテナサロンとしての銀座、熱海にて、日本の絹桑文化の普及にいそ
しんでます。「国立大・各学会にて講演活動多数」

本物の「絹」と本物の自然素材のコラボで、今までに無い素晴しい製品
が売りです。20才は若返るボディメイク技術。最近は30分でマイクロス
コープで前後を見ると炎症改善と毛髪再生が見られる絹ヘッドスパなど
が一番人気です。

25 カナエ工業株式会社 富士宮市
燃料系パイプ部品　　トランスミッション部品
エアバック部品　　アルミ熱間鍛造部品　　その他

お客様に感動を提供する経営理念のもと、高品質・高精度のものづくり
に取り組み、多様化する多彩なニーズに柔軟に応えます。

①パイプ加工技術・溶接加工技術・メッキ加工技術
②精密切削加工技術、歯型プレス加工技術、歯型切削加工技術
③金型・治工具・省力化機械等の設計・製造技術
④非鉄金属の鍛造・切削加工技術

26 株式会社カミナリヤ 静岡市葵区
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、
春の楽しい生活を取り戻します。

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体作りを目指した製品の開発・
販売を行っております。

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。

27 河合光学株式会社 御殿場市 200nm～25μ ｍ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。

28 株式会社函嶺工業 三島市 ヒートシンク各種 試作から量産までの金属加工各種できます ヒートパイプを利用した高機能ヒートシンクの開発。

29 株式会社キムラシートメタル 田方郡函南町
ナノファイバー繊維を応用した機器の紹介
環境・植物　他システムの紹介

新しい技術を積極的に取り入れた開発を行っています。
・板金試作工場
・創造的な製品作りが得意です

30 共鳴振動研究会 沼津市
共鳴振動装置の展示
パネル、写真、イチゴ等
電源ビデオ等

安全、安心な食で自然治癒力を

□人口光合成波長と共鳴振動
　安全無農薬栽培による健康野菜の提供健　イチゴ、青物野菜等
□化学成分不要で自然素材から栄養素の高抽出技術
　柿タンニン、フコイダン、ビタミン類等

31 協立電機株式会社 静岡市駿河区
希釈系から濃厚糸、ナノ粒子から固体表面の評価に有効なゼータ電
位、粒度分布装置を展示

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）
・アイディアを具現化する各種技術

　　　　■企　　業
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№ 出展者名 所在地 出展・展示概要等 出展者PR 出展者売りの技術・サービス

32 有限会社京和工業 駿東郡長泉町 高齢者・障害者が車椅子からでも在宅で行える運動機器
世の中に常に発信し、存在をアピールする「ものづくり企業」。H25.6.1
には日本人間工学会より「人間工学グットプラクティス優秀賞」も受賞。
国際認証ISO14001

１　技術・技能を大切に研究開発指向
２　技能を伝承する匠的な摺り合せ作業や金型等の磨き業務

33 株式会社クリエイティブ・コーティング 三島市
撥水・撥油性コーティング膜「SR-610」展示・実演及び数々の特殊コー
ティング膜展示

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っ
て被膜処理致します。試作1個から短納期で承ります。

低摩擦耐摩耗・薬品保護・非粘着・電気絶縁導電など
皆様からの表面課題を承り、ベストでお応え致します。

34 コマニー株式会社 大阪府東大阪市
パネル：簡易クリーンルーム、クリーンブース
液晶モニター：納入事例映像
パンフレット：コンタミ対策

既存建物内の一般環境をクリーンルーム化のお手伝いを得意としてお
ります。クリーンルーム納入実績「1,000件」突破の弊社がクリーン環境
創りのお手伝いをさせて頂きます。

・各証2部上場企業の安心の設計施工
・パーテーション売上トップの技術力の安心
・解体・移設・増設を得意とするパーテーションメーカーならではの将来
の事業計画に沿ったフレキシブルな設計施工

35 株式会社サイダ・FDS 焼津市 高温高圧・フロー型マイクロ波応用有機合成装置
サイダ・グループにおける新規事業開発を担当
先端技術応用による世界的なオンリーワン、ナンバーワン製品開発を
めざしています。

汎用低沸点溶媒を用いて200℃を越える高温合成を実現。
1日当り１Kgをこえる収量を実証。フロープロセスのプロセス生産適用が
視野に～。

36 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。

37 株式会社三明 沼津市

38 三友化成工業株式会社 沼津市 真空成形（トレー）等 真空成形品を50年扱っています。 除塵室を完備し、製品にあわせた仕上げが出来ます。

39 株式会社三和 沼津市
床コーティング剤であるプラチナ・プレゼアムコートの板サンプル（一部
塗布済　1枚）と説明用パネル、資材（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
効果があり、平成24年1月には県の推進する経営革新経営承認書を
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
がありますが、日本屈指の醤油メーカー　キッコーマン社製検査装置に
より施工前と施工後床面の雑菌の数を数値に表して依頼主様にお引渡
しいたしております。

40 株式会社G-NEST 沼津市
身障者と健常者の共用トイレ　介護施設等に最適な便座
オストメイトに最適な便座
病院施設向けFRP便器（新開発）

身障者と健常者が共用できる便器と便座の開発をしています。
建設工事（主としてホテルの改装工事）
身障者向け便座　便器の開発販売

41 有限会社静岡ビジネスサポート 三島市 竹紙事務用品、間伐材建設用材、土壌改良剤のサンプル及び資料 箱根西麓の間伐材を利用したエコ商品の研究開発等
間伐材を利用した事務用品の開発商品化
環境に優しい商品のPR及び情報発信

42 株式会社システム・ジェーピー 浜松市南区 医療用関節型固定器 手術用・診察用の固定器、検査機器の設計製作 医療機器製造業、医療機器製造販売業取得

43 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（株）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。

44 株式会社島津製作所 静岡市駿河区 分析装置の紹介
医用画像診断機器、分析計測機器、航空・産業機器など、用う商品は
多岐にわたり、お客様に合わせた製品をご提供します。

世界に先がけたイメージング質量顕微鏡など、最新技術によった製品開
発をしております。

45 株式会社シミズトライム 静岡市清水区 精密・微細加工技術サンプル品

当社は精密部品、射出成型用金型・成形、試作開発品製作を行ってお
ります。納品先としましては、部品・金型関係は、自動車・医療・半導
体・光学関連等、試作開発関係は公的研究機関などから依頼を受けて
おります。

・一般網～超硬合金・非鉄合金・樹脂・GC（グラッシーカーボン）等あらゆ
る材質に対応。
・一般公差はもちろんのこと加工精度１μ m台～100nm台での加工も可
能。

46 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

47 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　　　PR動画

丸投げOK！貴社のコストを削減します。
設計、切削/板金加工、装置組立　　自社対応。
医療機器製造業許可（組立）取得済み。

お客様とのコンカレントエンジニアリングにより、開発/設計段階から良い
モノになるように造り込みます。
医療、福祉、産業用装置、アグリ関連など、様々な業種のお客様にご愛
顧頂いております。

48 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品
型素材

大型アルミニウム成形パネルの少量生産用に大型高温ブロー成形装
置を設置しています。

ブロー成形型はプレス型と比較すると安価ですが、それでも大型になる
と少量生産や試作の数量では高価な型費です。そこで当社では新たに
型素材を開発して型費の大幅な低減を図っています。

49 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を原材料としたハーブ、サプリ、食品、化
粧品

東海大、沼津高専との産学連携での研究結果をふまえた商品創り 東海大、沼津高専との産学連携での研究結果をふまえた商品創り

50 株式会社生命情報研究所 沼津市
MK-5（音調システム）
（音調装置により、現状の体質と弱点を把握可能なシステム）

当社グループでは、心と体にやさしい体内浄化を基本理念に病気にな
らない体づくり＝予防を目的に、地域に根ざした活動を行っています。

仮想テスト機能により正常な周波数からのズレや身体のバランス状態が
把握でき、メタセラピー機能により身体のバランスを整えることに役立
つ。

51 株式会社ゼン 裾野市 試作部品サンプル
私たちゼンは様々な加工技術を用いて、メーカー様の開発支援を行っ
てる会社です。最新鋭の試作加工設備・徹底した品質管理を以って、
お客様に満足頂ける試作品を提供しております。

樹脂切削、金属切削、真空注型、簡易金型、精密板金、板張芯金、積層
造形、粉体造形、ラベルシールなどの工法で、短納期、低コストでの試
作品の提供を致します。

52 株式会社第一樹脂工業 三島市
スタンド型ルーペ
国内最大級の非球面レンズを使用したスタンド型ルーペ

20年来培ったエンジニアリングプラスチックス成形技術を基本にプラス
チック非球面レンズ、球面レンズ等　プラスチックレンズを主に生産して
おります。これまで培った加工技術を更に追求、研究し時代のニーズ
にマッチした高付加価値オリジナル技術、オリジナル商品開発に取り
組んでまいります。

プラスチックレンズ成形

53 平電機株式会社 駿東郡長泉町 電気接点、切削サンプル等
電気接点を材料から製造販売しています。最短24時間からサンプル製
造できます。

医療機器も製造しています。チタン、ステンレスの加工が得意です。

54 株式会社ダイワ・エム・ティ 富士市 医療用カーボン部品
創業97年　自動車開発業務で養った技術で様々な分野に挑戦し、高い
評価を頂いております。

デザインデータ作成からデザインモデル・試作型・大量生産用設備機械
まで、一貫で受注しています。また、様々な材料の加工技術も高く分野を
超えて最高のブレーンになります。

55 株式会社タウンズ 沼津市 体外診断用医薬品
感染症の迅速診断キットを利用することにより、早期診断・早期治療を
目指しています。

白金・金（Pt・Au）を用いたイムノクロマト法

56 タキゲン製造株式会社　沼津支店 沼津市 医療機器用金物
ニーズをすぐカタチに　私たちはお客様ひとりひとりの専用ファクトリー
です。

タキゲンは、あなたの工場です。
試作品・特注品をスグ創ります。-協力開発のタキゲン-

57 竹田理化工業株式会社　三島支店 三島市
㈱ハイロックスジャパン製デジタルマイクロスコープ
KH-8700

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。

観察、計測、記録をはじめ、多彩な機能を搭載し、誰でもその機能を直
感的に使いこなすことができる高性能デジタルマイクロスコープです。
最高7000倍までの観察、倍率を実現する多彩なレンズ群とレンズメー
カーの光学技術を結集した豊富なアダプタ類により、さまざまな観察対
象に的確な観察方法をご提供致します。

58 タマチ工業株式会社 富士宮市 レーザー微細加工（ステント、カテーテル）
弊社は日本では数少ないステントをOEMで提供できるメーカーです。ま
た、医療機関、大学等と共同開発を進めている商品も多くあり、臨床現
場のニーズを形にするお手伝いもしております。

弊社は日本で数台しかない微細加工用ファイバーレーザー加工機とYAGレーザー加
工機2台を持ち、微細レーザー加工が可能です。レーザーのスポット径が20μ mである
為、切削幅20μ mのスリット加工や、φ 20μ mの穴あけが可能です。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します。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です。CO2レーザーなどに比
較するとレーザーの波長が10倍程短く、材料に熱影響を与えず加工する事が可能で
す。精度も熱影響が受けない状況では±2μ で加工可能です。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おり
ます。電解研磨の技術を持っておりますので、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ます。

59 鶴賀電機株式会社 横浜市港北区
・暑さ指数（WBGT)メータリレー
・CO２環境表示器

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、制御は当社に是非お任せください。

・鶴賀電機は、熱中症予防に役立つ『暑さ/WBGT』を大きく見える化によ
り、より多くの方に注意を喚起する『WBGT測定器』を商品化し熱中症予
防対策を支援します。
・環境空間のCO２を測定、効率の良い空調制御や効率換気に好適。

60 株式会社テクノサイエンス 沼津市 カフ圧制御装置と関連物

弊社は創業以来25年常に一貫して先進技術を取り入れ、情報機器・計
測分野の開発型企業として歩んできました。
2011年に「医療機器製造許可」を取得し、医療機器の開発製造も行っ
ています。
OEM製品の設計、製作を得意とし小ロットから対応いたします。

光工学、電気、機構、ソフトの各技術者をそろえ、社内で開発から製造まで行うことに
よりお客様の様々な要求に対応可能です。主要製品は光（近赤外光、可視光、紫外
光、蛍光）を使用し非接触で計測する製品。
液体成分計、膜厚計、液体濃度計、水分計、色画像抽出装置
その他にはLED照明、ラインCCDカメラ、自動券売機、自販機用赤外線収集端末、
カードリーダー端末、複写機関連端末、業務用インクジェットプリンタ、各種研究開発要
素実験機・各種試作機

61 株式会社テクノスルガ・ラボ 静岡市清水区 会社案内、カタログ、パンフレット
微生物試験・分析、理化学分析を通じ、ヒトの健康や地球環境のリスク
評価及び健康改善、環境保全のサポートを積極的に行っています。

微生物同定分析、遺伝子解析、微生物群集構造解析
理化学分析（食品の安全性、食品の機能性）
腸内細菌叢解析及び理化学分析を組み合わせた食品評価など
ヒト爪を用いたかくれ糖尿病リスク検査

62 テルモ株式会社 東京都中央区 医療用バイタルチェック機器
注射針から血管治療用のカテーテルまで範広く展開している医療器・
医薬品の総合メーカー

基盤技術と先端技術を組み合わせ、ユニークな技術をつくり出します。



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

63 企業組合テンテック 富士市 点滴チェッカー20滴用と60滴用（点滴速度計測表示）
第三種医療機器製造販売業、医療機器製造業の許可を取り、点滴
チェッカーを製造販売しています。

製品開発設計、電子回路設計、ソフトウェアー開発　等

64 株式会社東海医療器械 沼津市
「ルームクリエータ」
・感覚を育成する理想の音環境を創る
・調音・遮音を可能にした、世界初の超万能素材

当社は、病院・施設等に医療器械や福祉器具・介護用品等を卸し販売
をしております。又、新しい商品の発掘や開発にも積極的に取組んで
おります。

65 東海電子株式会社 富士市
・業務用アルコール測定器の展示・デモ
・その他

業務用アルコール検知器の国内シェア№１。PCや携帯電話と連動する
事により、単なるチェックだけでは無く記録を残したり不正を防止する
事が可能。国内では唯一アルコールインターロックを製造・販売してい
ます。

企画～製造～販売のワンストップメーカーであり、かつ販売後も保守等
のサポートも対応しています。

66 東海部品工業株式会社 沼津市
医療機器及びチタン製品
整形外科用インプラント、整形外科用創部洗浄器、QQセーバー

医療用ネジから自動車用ネジ、パーツまで難削材切削加工
冷間鍛造加工であらゆるニーズにお応えします。

医療機器の設計・開発、医療機器の組立て・包装・梱包
難削材切削加工（NC複合旋盤、マシニングセンタ）
マイクロネジ、ボルト、パーツの冷間鍛造加工

67 東京コンピュータサービス株式会社　沼津支店 沼津市 ＷＥＢアプリケーション（カロリ管理システム）
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。

医療機器開発を、2007年より携わり7年目を迎えております。医療エンジ
ニア育成の為、Ｆ－ｍｅｔ（1期生、5期生）を受講し、Ｆ－ｍｅｔ＋会員、富士
医交会会員となり地域の皆様と共に、医療健康産業分野に取組んでお
ります。

68 東芝テック株式会社 伊豆の国市
薬剤登録システム（MediRegi）　　緊急医療の現場で処置や手術が終
わった後に発生する大量の使用済み薬剤を迅速に、正確に集計しコス
ト表や集計レポートを発行し、請求漏れを削減します。

流通業向けPOSシステム・オフィス向けMFP製品・バーコードやRFIDに
よる自動認識システムを通じて技術と人を結ぶソリューションを提供し
ています。

流通業や製造業向けに培ったノウハウから医療向け商材を新規に開発
致しました。

69 東洋レヂン株式会社 富士市
・SOMA製品（疼痛緩解ツール）
・着色原料（プラスチック原料の加工）着色
・成形品（射出成形）

プラスチック原料の着色より成形品の製造に至る一環製造体制。
特に精度を要求する精密射出成形の量産化。

①プラスチック原料の着色
②精密射出成形

70 特種メーテル株式会社 沼津市 吸水、防水、消臭技術の組み合わせによる医療関連製品
医療シーツなど病院、医療、介護の現場などで使用される商品を高い
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。

71 株式会社特電 沼津市 自動テープカッター
自動制御システムの開発・設計・製作と自動制御部品の販売をしてい
ます。

生産現場の様々な課題を解決する為、営業・SEが一体となり最適なシス
テムをご提案致します。
PLC制御からロボットシステムまで幅広く対応出来るのも当社の強みで
す。

72 株式会社トライ・カンパニー 沼津市 デオドラント“ケア”シリーズ
ヒアリングからご希望の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。

保冷材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
生かし、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。

73 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。

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）

74 株式会社中里メッキ 富士宮市 カチオン電着塗装品、亜鉛メッキ、亜鉛合金メッキなど
当社は「お客様の製品を錆からお守りする」金属表面処理専門メー
カーです。

・とにかく赤錆に強い技術力をもっています。
・お客様のニーズに合わせ、必要なものを・必要な時に・必要な量だけ生
産（試作対応・小ロット生産～量産まで）し対応します。

75 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」
・産業機器向けCPUボード　てん坊シリーズ「TB-M1」
・高忠実色再現

弊社は創業以来、イメージング機器を中心にシステムＬＳＩを開発・販売
してまいりました。そのシリーズは販売累計200万個を超え、弊社の技
術資産が搭載された製品は世界中に出荷されています。
2011年秋発売のシステムＬＳＩも15万個を出荷しており、機器メーカー
様より大変ご好評いただいております。

・NALTEC  N10  ：高速32bit RISC CPUをコアに多様な外部IFを持つ
                        省電力のシステムLSI。
・てん坊「TB-M1」：N10を搭載したCPUボード。PoE対応。LinuxOS対応。
                         高い拡張性と高機能・低価格を実現した組込プラット
                         フォーム。
・高忠実色再現  ：医学診断等に不可欠な色を忠実に再現可能な印刷
                        システム。
                        画像データの色を忠実に再現した出力結果が得られる

76 株式会社日幸製作所 沼津市
霊峰富士の清らかな水を使用した高濃度水素水

「ふじおやまの恵み」

日幸製作所は、創業以来培ってきた製造技術とネットワークをファルマ
バレー構想に賛同しております。沼津高専のご協力のもと、人々の健
康に寄与したいとの思いから高濃度水素水ふじおやまの恵みの開発・
製造を行いました。製品に関するご質問等ありましたら、ご気軽にお問
い合わせください。
【F-met+参加企業】

・各種医療機器装置の機械加工品
・金属＆樹脂等の機械加工品の製造・販売及びそれらの組立
・自社設備・技術・経験と幅広いネットワークであらゆる機械加工品を完
成品で対応
・複雑形状要求品、高精度要求品、深穴細穴加工品等

77 日本リネンサプライ株式会社 富士宮市
クリーンルーム用クリーンスーツ（無塵衣）及び物品・治具等の洗浄・滅
菌業務等

弊社は医薬品・医療機器・精密機器・食品業様のｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内で着用
するｸﾘｰﾝｽｰﾂ(無塵衣)等を自社専用ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内で洗浄・製品化して
おります。GMP・HACCP規格に対応した生産設備・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰを使用し
ますので安心です。ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ関連商品も販売しておりますので御用命
を心からお待ちしております。

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ｸﾘｰﾝｽｰﾂ（無塵衣）・ﾌﾞｰﾂ・ｿｯｸｽﾀﾞｸﾄ等の専門ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用物品・治具等の洗浄・滅菌業務
今まで廃棄していたﾌｨﾙﾀｰ等の再生化
無塵・無菌ｸﾘｰﾆﾝｸﾞは少ﾛｯﾄでも受注可能

78 株式会社バイオニック 富士市
・ＨＰＬＣカラム、バイアル等、液クロ関連消耗品
・脱気装置、溶媒回収装置等

製薬・食品・環境分析で必須の分析作業に必要な消耗品・小型装置を
扱っております。最先端の技術・ノウハウを駆使した製品を、日本国内
からお客様にお届けしています。

調達困難な分析作業用部品・製品がございましたら併せてご相談くださ
い。

79 株式会社ハイタック 沼津市
自社にて、ガンドリルマシンで加工した加工品と会社の概要、特徴が記
載されたパネルを展示します。

数々の新技術を開発搭載した自社製のガンドリルマシンを多数保有し
ているため、他社では不可能な超高精度の深孔加工ができます。（一
般的なガンドリル加工は深さ100㎜に対し0.1㎜程度の精度ですが、弊
社では深さ400㎜に対し100分台の加工ができます（※）。）　※材質ＳＫ
Ｄ実績

・ガンドリルマシンによる深孔加工
（同業他社より高精度な加工ができる）
・ガンドリルマシン製造・販売

80 株式会社ハーメック 群馬県太田市

高気圧カプセルは、気圧の高さに比例して液体中に溶け込む気体の
量が増える「ヘンリーの法則」を応用して開発されました。カプセル内に
通常より高い気圧（1.1～1.3気圧）をかけ、酸素濃度50％の空気を吸収
することで、動脈血中の酸素分圧を通常の2倍以上も取込み、全身にく
まなくフレッシュな酸素を供給し、健康な身体づくりを補助します。

わたしたちは医療機器、健康機器を国内で設計開発・製造し、国内・海
外で販売および輸入販売を行っている会社でございます。

私たちは、ハートのある技術者集団として、常に生命の尊さと健康の大
切さを考えながら、理想の医療を環境を追及してまいります。

81 株式会社ビー・アライブ 沼津市 ひざ関節・股関節ゆらし運動補助具 FA～医療ロボットまでの機械設計・製造 ３D・２DCADによるロボット技術を応用した機械設計・機械製作

82 History Innovation株式会社 湖西市
革、木材、鏡、ステンレス材、チタン材の彫刻
ステンレス、チタン薄板材の切断（寸法：名刺サイズ）

レーザー加工機による精密レーザー加工を得意としております。また、
デザイナーも弊社内にいるので、付加価値をつけてお客様の要望にお
応えします。

精密レーザー加工で、難削材や薄板材へ彫刻を施します。加工能力
は、少量多品種を得意としております。材料に関しましては、基本的にお
客様からの持ち込みでお願いしておりますが、弊社でも対応可能です。

83 檜工業株式会社 御殿場市 各種吹出し口、その他
冷暖房用各種吹出口・吸込口、風量・防火・防排煙ダンパー、排煙口、
厨房用フード、木製吹出口・吸込口及び各種板金加工製品について、
設計から製造まで一環して対応しています。

空調用吹出口では、アルミ、ステンレスに加え、木製機器製品も製作し
ています。

84 ビヨンズ株式会社 富士市
①各種PVD・CVDコーティング
②金型
③切削工具

受託コーティングだけでなく、金型製作からコーティングまでの一貫加
工によりお客様の求める品質・コスト・納期を実現することができます。

非粘着コーティング「レリオンTF」
ダイヤモンドライクカーボンコーティング「クライマックDLC」

85 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旋盤加工に特化した、精密部品加工技術
・鋳物～SUS・チタン・難削材など、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
・ISO9001　・14001取得済
・医療機器製造業一般認可

86 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SA１０N
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、それがハンドドライヤーSA10Nです。
是非とも一度お試ししてください。

業務用ハンドドライヤーの難点である音の大きさ、風速などを解消し、一
般住宅向け開発！！
除菌、消臭、静音、部屋暖、省エネコンパクトです。

87 富士テクノ株式会社 沼津市 弊社の紹介パネルと製品サンプル数点
金属パイプ加工の専門メーカーです。
銅、鉄、ステンレス、アルミの加工に実績があります。

金属パイプの原材料から切断、面取、端末加工、曲げを標準工程とし、
溶接も行っています。アルミろう付けも行います。

88 株式会社フジネット 沼津市 パネル3枚、ペイシェントガード、ボックスホルダー、ボトルホルダー
金属線及び金網を使った加工品は用途の如何を問わず、お任せくださ
い。

開発～製造迄、もしくは開発～製造～販売まで一貫してお届けさせてい
ただきます。線材加工には、前身の会社より引き継いで培った60年の技
術の蓄積がございます。

89 株式会社富士ロジテック 静岡市清水区
会社概要・営業の案内
（パネル数枚・説明用ノートブック型PC）

富士ロジテックは、従来型の物流サービスにとどまらず、新しいコンセ
プトを折り込んだお客様の多様なニーズにお応えするサービスを展
開。お客様のHAPPYのため、また、社員そして地域全体やより多くの
存在とともにHAPPYになっていけるよう、全社一丸となって進み続けて
まいります。

富士ロジテックは、「物流・商流・情報のオルガナイザー（構築者）」として、ロジスティク
スとテクノロジーの融合による物流サービスを展開しています。
従来型の物流における倉庫や運輸といったサービスの範疇にとどまらず、3PL（Third 
Party Logistics）やSCM（Supply Chain Management）など、常に新しい概念を折り込
み、従来のサービスを組み合わせ、お客様の多様なニーズにお応えする「ワンストップ
型の物流」を構築し、提供しています。

90 有限会社プロエクシィ 駿東郡清水町
研究開発用ユニバーサル基板紹介
FRS(フリーレンジシャント）技術紹介

以下を主な業務とし、独自性の高い技術が好評です。
①お客様満足度が高い受託開発（電子装置開発）
②オリジナルの研究開発支援ツールの開発販売
③FRS関連製品開発

①電子装置の受託開発実績多数
②有りそうで無かった研究開発用ユニバーサル基板等のオリジナル開
発支援ツール
③FRS（フリーレンジシャント）特許技術（応用製品開発提携先募集中）

91 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
おこないますので、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、色補正、色濃度など印刷の質の高さは、自信があり
ます。



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

92 株式会社ホリックス 沼津市
とまるくん：立ち上がりの反動などにより車椅子の後方移動を防止する
自動ブレーキ装置。
生研セット：検査用器具のセット。

弊社は、薬事法に基づいた品質管理および製造管理を適用し、整形
外科領域で使用される骨折治療用の体内固定用プレート、スクリュー
及びこれらの設置に使用する手術用機器等の医療機器を製造販売業
しております。

「信頼される最高の品質を求めて」を品質方針として、すべての製品に対
して妥協しない最高の製品作りを心がけております。

93 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」（マリアン・ツー）
弊社におきましては、創業以来、製造業のメッカである地元に密着し、
生産・製造管理に特化したシステム開発・関連サービスのご提案を通
じてお客様の業務改善に貢献いたしております。

原価と品質の管理を強化した生産管理システム「MarianⅡ」により、お客
様の利益を生み出す仕組み作りに貢献いたします。

94 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・治具、金型加工・少量ロット生産・プラス
チック加工全般

95 株式会社丸井商事 静岡市清水区
〈ポジショニングクッション〉
車椅子での座位姿勢の保持、寝姿勢の姿勢ケア商品です。

創業昭和32年の製造メーカーでウレタン加工、寝具製造販売を行って
いますが、自社ブランド『ラクデス』を立上げ商品展開を始めました。

特別養護老人ホーム、県工業技術研究所とクッション、枕を共同開発
し、2013年グッドデザインしずおかユニバーサルデザイン賞を受賞。産
学官の連携も進んでいます。

96
丸金製紙株式会社
株式会社エコライフTC

富士市
・抗菌タオルペーパー
・脱臭機能紙（介護用シーツ）など

・100％再生紙の家庭紙メーカー
・脱臭機能紙

・機密文書の処理技術
・未利用資源の利用技術

97 三嶋電子株式会社 三島市
医療機器：経腸栄養剤注入の状態を当社の「AID　CUFF　INFLATOR
－α １」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、本認可による依託による個別製造販売認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。
医療機器製造の依託を行います。

98 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、ISO9001、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。

99 明電システムソリューション株式会社 沼津市

１　「老朽化インフラ無線データ収集システム」（仮称）
　　小電力無線活用によるワイヤレスM2Mソリューション
２　「携帯情報端末管理　クラウドサービス」（仮称）
　　端末管理からセキュリティ対策まで

『すべてのお客様の安心と喜びのために』
私たちは、お客様の安心と喜びの為に、環境への配慮と丁寧なサポー
トを徹底します。そして、品質の高い製品・サービスを通じて、お客様の
課題解決や夢の実現をお手伝いします。

・ネットワーク関連技術（セキュリティ、仮想化）
・無線通信技術（RFID応用開発、小電力無線）
・ソフトウエア開発（Webシステム、スマフォ・タブレット向けソフトウエアも
対応）
・ハードウエア開発（組込製品向け開発を、設計から製造までサポート）

100 メディアロジテック株式会社 御殿場市
電子機器展示（小型・組込み型音楽再生プレイヤー応用製品）
リソグラフィ応用・微細成形金型説明パネル、画像処理応用製品、
データアーカイブ関連商品資料

光ディスクの製造技術を応用した検査チップ等製品の開発、音楽再生
プレイヤーの応用製品の開発、画像変換・データストレージシステムを
通して、医療分野への展開を進めています。

①リソグラフィ技術による微細パターン形成、微細パターン金型作製、精
密成形技術
②電子機器設計・試作・評価
③データアーカイブ。音声映像エンコード、各種オーサリング
④画像変換、データアセットマネージメント

101 株式会社メディカルプロジェクト 静岡市葵区 見守りセンサー、徘徊感知器等

介護の現場（病院、福祉施設、在宅）において、高齢者の転倒や徘徊
は、とても大きな問題です。そのような事故を予防するための離床セン
サーは、介護の現場で必要不可欠なものとなっています。弊社は、離
床センサーを中心に安全、安心を提供するメーカーです。

弊社の主力商品である離床センサーの一部は介護の現場から「こんな
商品があったらいいな」という要望から始まっています。
弊社の強みは【現場との繋がり】【ニーズを形に変えていく】ということで
す。

102 山本被服株式会社 駿東郡清水町 ミトン付き着衣・ミトン 中国工場と国内工場を生かした衣料関連の製品作りが得意です。
国内縫製工場を生かしたきめ細かいお客様への対応
細かいデザイン変更、小ロット生産対応が可能です。

103 有限会社柚野セラミック 富士宮市 湿度センサ、呼気センサ センサの開発と販売を行っています ユーザーのご要望に沿った特注製品を承っています

104 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
弊社の主力製品である「レンタルおしぼり」は厚生労働省指導基準に
基づき、充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。

ウイルス対策、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『抗ウイルスおしぼり』で安心・安全な『手
指衛生』と『おもてなし』を提供します。

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
コタラヒムブツを長期摂取した老齢高血糖動物のインシュリン分泌能と
すい臓ランゲルハンス島の形態学的対応を示す。

3 沼津工業高等専門学校 沼津市
・触感伝送システム
・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、
シーズ集を配布します。

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
「富士山麓医用機器開発エンジニア
養成プログラム（F-met）」

沼津市 F-met事業の紹介

平成21年から始まったF-metも最終年度を迎えました。充実したカリ
キュラムから、いくつもの製品・試作品が生まれ話題になっています。
来年度から新しくリニューアルする6期生講座に向け、更にパワーアッ
プするF-metです。

医用機器開発に必要な幅広い専門知識・技術の講義を、沼津高専・東
海大学開発工学部・外部専門家が担当し、御社のエンジニアが医用機
器開発に挑戦できるようフォローアップします。平成26年度の6期生から
は受講者対象を全県下に拡大！多くのエンジニアのみなさんのご応募
をお待ちしています。

5 F-met＋ 沼津市 異業種交流団体　F-met+の紹介
F-metカリキュラムと会員間の連携を下地として、展示会参加や医療機
関との面会・見学、ものづくりの活動を行っています。

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）
・医療・介護関連セミナー　チラシ　　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
補助金申請をはじめとした、地域の経営者の皆様のあらゆるご相談
に、本部専担チームが直接対応致します！

補助金申請や新事業展開といったご相談に
本部の専担チームが直接対応させていただきます。
弊行とお取引の無いお客様もお気軽にお声かけください！

3 株式会社清水銀行 静岡市清水区
・清水銀行ビジネスマッチング、リューション体制のご案内
・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
に対するソリューション支援や、地域経済の活性化に積極的に取り組
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
化していくお客さまのニーズに、営業店と専門部署が連携し迅速かつき
め細かくお応えします。

4 スルガ銀行株式会社 沼津市 ディスクロージャー誌、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（緊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）

・新たな分野への進出、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
・「ふじのくに先端医療総合特区」の指定金融機関として、技術力や開発力のある
企業が新たな分野に進出していくことを支援しています

5 日本政策金融公庫沼津支店国民生活事業 沼津市 融資制度周知用ポスター、パンフレット・資料
中小企業・小規模企業のみなさまのための政府系金融機関です。事
業のご発展にお役立てください。

日本政策金融公庫は、株式の全額を政府が出資している政策金融機関
です。中小企業・小規模事業者向けの融資を通じて、医療・福祉、創業、
海外展開、環境など、「成長戦略」分野への支援に積極的に取り組んで
います。

6 沼津信用金庫 沼津市 ビジネスマッチングガイドブック 地域企業の販路拡大、技術連携のお手伝いを行っております。 受注・発注のマッチングを年間を通じ行っております。

7 三島信用金庫 三島市 パネル、パンフレットによる当庫のPR
さんしんは「地域のホームドクター」として、お客様の事業活動を積極
的に支援いたします。

1 かかりつけ湯協議会 三島市
紙ベースのパンフレット、チラシ、ポスター及び
おすすめ入浴法DVDの放送

健康増進といやしのサービスを提供する伊豆の温泉宿のネットワーク
です。

温泉を活用した健康プログラム、カロリー控え目で体にやさしい食事の
提供をはじめ、自然や歴史、文学などを温泉とともに楽しむコンテンツづ
くりに力を入れています。

2 静岡県 静岡市葵区 パネル、パンフレットによる「ふじのくに先端医療総合特区」のＰＲ 「ふじのくに先端医療総合特区」の支援内容について御紹介します。 ５年間最大年0.6％又は年0.7％で融資可能な中小企業向け制度融資

3 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）

4 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。

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

　　　　■大学・高専等

　　　　■金融機関

　　　　■行政・支援機関等



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

6 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・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。

7 ファルマバレーセンター 駿東郡長泉町 ファルマバレーセンターの取り組み紹介

8 富士市 富士市 富士市の産業支援制度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は、頑張る企業を応援する産業支
援施策が充実しています。

9 三島市 三島市 三ツ谷工業団地に関する紹介
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