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2-56 アイティーアイ㈱
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3丁目1番26号 博多駅イーストプレイス4階
TEL:092-472-1881 FAX:092-472-1882
http://www.iti-e.co.jp

2-38 ㈱アステム
お問い合わせ先

092-472-1881

〒812-0007
福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター10Ｆ
TEL:092-477-5762 FAX:092-414-3426

お問い合わせ先

092-477-5762

●出展内容

●出展内容

◆㈱ニトムズ：医療衛生材料 ◆㈱アルム：
Ｊｏ
ｉ
ｎ／医療関係者コミュニケーショ
ンアプリ ◆小型個人用逆浸透精製水製造装置 ＥＴ-ＲＯⅠ/Ⅱ ◆ネットワークカ
メラ遠隔監視システム ◆ＳＰＡＳＥＲ
（スペーサー）
／使用済注射薬自動認識シス
テム

HAL、HUG、モフトレ、Sota
上肢リハビリ装置AR2・足首アシスト装置AAD
YaDoc
（ヤードック）
、
ウォッチコンシェルジュ
パルスオキシメーター・ペンブレード、消毒剤他

2-84 アズワン㈱

2-64 アトムメディカル㈱

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3丁目12-1
TEL:092-413-9520 FAX:092-413-9584
http://as-1.co.jp

お問い合わせ先

092-413-9520

〒113-0033
東京都文京区本郷3-18-15
TEL:03-3815-2311 FAX:03-3815-3502
http://www.atomed.co.jp

お問い合わせ先

03-3815-2311

●出展内容

●出展内容

より快適な医療現場の環境づくりをサポートする ナビス 製品をご提案。
★刻々と変化する医療現場環境に適応するラインナップがさらに充実した
【アル
ティアユニット】
シリーズ。
★ナビスがオススメする看護用品【バイタルナビ】
シリーズ。
その他、オリジナル商品を多数展示しておりますので、ぜひブースへお立ち寄りください。

オープンフェースマスク・流量膨張式呼吸回路・アトム酸素鼻孔カニューラHF
7.5・ステディーエア・アトムフロージェネレータ他

2-43 ㈱アムコ

2-76 ㈱新井製作所

〒812-0007
福岡市博多区東比恵3丁目16番22号
TEL:092-441-7641 FAX:092-451-6479
http://www.amco.co.jp/

お問い合わせ先

092-441-7641

〒343-0823
埼玉県越谷市相模町2-122
TEL:048-986-2131 FAX:048-987-1362
http://www.ami-inc.jp

お問い合わせ先

048-986-2131

●出展内容

●出展内容

弊社は手術室・内視鏡室で日常的にご使用いただいております高性能電気メス
を初め、手術の質を落とさずにコストダウン可能なアクセサリーを多数取り揃え
ております。今回は超高性能電気メスＶＩＯ３と開腹手術・腹腔鏡下手術での有害
な煙の除去と視野の確保を目的とした排煙装置を中心に展示致しますので、ぜ
ひ弊社ブースへお立ち寄りください。

点滴スタンドを使用する環境に対して、患者さんや医療従事者が安心・安全に感
じられる機器を製造・販売しています。
本展示会では、ネスティングできる点滴スタンドや針ボックスホルダー、酸素ボン
ベホルダー、電源タップホルダー、
ドレンバッグフック、持続吸引器ホルダー、
Ｔ−
ＧＲ
Ｉ
Ｐ、その他別注品を展示いたします。

4-2

アルケア㈱

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-8 ITビル6階
TEL:0120-770-863 FAX:03-5608-5575
http://www.alcare.co.jp/index.shtml

4-4
お問い合わせ先

0120-770-863

アルフレッサ ファーマ㈱

〒540-8575
大阪市中央区石町二丁目２番９号
TEL:06-6941-0303 FAX:06-6941-4866
http://www.alfresa-pharma.co.jp/

お問い合わせ先

06-6941-0303

●出展内容

●出展内容

ロコモティブケア、
ウンドケア、ナーシングケア、オストミーケア領域に関連する
製品群。
総合治療用電気刺激装置・創傷被覆、保護材、スキンケア商材等。

合成吸収性縫合糸
「モノディオックス」
「オペポリックス」
、心臓血管用縫合糸
「ネス
ピレン」
「ネスポーレン」
。鏡視下手術関連製品
「アルノート」
シリーズ。中心静脈
ポート＆カテーテル
「Ｐ−Ｕセルサイトポート ディスクリートキット」
。体内固定用
ケーブル
「ネスプロンケーブルシステム」
を展示しております。

2-95 eastsidemed㈱

2-40 ㈱イーピーメディック

〒113-0033
東京都文京区本郷3-24-5
TEL:03-3815-0056 FAX:03-3818-4301
http://www.iti-e.co.jp/

お問い合わせ先

03-3815-0056

〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀3-2-16
TEL:092-408-6811 FAX:092-408-6822
http://www.ep-medic.co.jp/

お問い合わせ先

092-408-6811

●出展内容

●出展内容

2018年3月より、
『 世界の東に位置する日本から世界に発信される医療機器ブ
ランド』
として株式会社イマムラからeastsidemed株式会社に商号変更いたし
ました。
聴診器、血圧計、ペンライト、加圧バッグ、ネブライザなどeastsidemed独自の
デザインで開発された医療機器を是非お手に取って御覧ください。

医療機器の製造、製造販売業者です。整形外科手術に使用される
「大腿骨転子部
骨折用髄内釘」
をはじめ専用手術器械を企画開発しております。ワンオフ器械の
製造。UVレーザーによる刻印を受託しています。
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2-62 五十嵐医科工業㈱
〒113-0033
東京都文京区本郷3-25-2
TEL:03-3812-6101 FAX:03-3814-7069
www.igarashi-ika.com/

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-53 伊藤超短波㈱
お問い合わせ先

03-3812-6101

〒812-0888
福岡県福岡市博多区板付5-18-17
TEL:092-573-6053 FAX:092-573-0218
www.itolator.co.jp

お問い合わせ先

092-573-6053

●出展内容

●出展内容

＊挿管用喉頭鏡 ＊気管内チューブ ＊経鼻エアウェイ
＊骨髄穿刺針
＊骨髄生検針
＊フェザー セーフシールドスカルペル
＊カイ 生検トレパン 皮膚キュレット

超短波治療器 SW-203
低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器
低周波治療器 ES-4000
コンビネーション刺激装置 EU-910
超音波治療器 UST-770
低周波治療器 ESPURGE

2-79 ㈱インターメドジャパン
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3-12-11
TEL:092-451-2459 FAX:092-451-2419
http://www.intermedjp.co.jp

お問い合わせ先

092-451-2459

●出展内容

㈱インテグリティ・ヘルスケア

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-27-5 ヤマトビル2階
TEL:03-6661-0858
https://www.yadoc.jp/

お問い合わせ先

03-6661-0858

●出展内容

当社は周術期における偶発性低体温防止に有効な輸血輸液加温システム
『Fluidoコンパクト』及び温風加温システム
『Mistral-Air』
を出展いたしておりま
す。又、ヘッドポジショナー、加圧バックも併せて展示しご来場の皆様にとって価
値ある商品のご紹介ができる場となるような運営を行ってまいります。皆様のご
来場心よりお待ちいたしております。

2-96 ㈱インボディ・ジャパン
〒136-0071
東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル
TEL:03-5875-5780 FAX:03-5875-5781
https://www.inbody.co.jp/

5-3

お問い合わせ先

03-5875-5780

YaDoc
（ヤードック）
は、
より一層の診療の質向上に寄与するオンライン診療シス
テムです。患者の日常の状態を捉える
「モニタリング」
、主訴把握の
「オンライン
問診」
、表情を見ながら診察ができる
「オンライン診察」
。YaDocで、きめ細かい
治療を継続的に行うことにお役立ていただけます
（日医標準レセプトソフトクラ
ウド版との連携機能も搭載）
。

2-8

㈱ウドノ医機

〒192-0063
東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL:042-642-6153 FAX:042-642-4784
https://www.udono.com

お問い合わせ先

042-642-6153

●出展内容

●出展内容

筋肉量・体脂肪量・体水分量等を測定する、体成分分析装置InBodyを展示しま
す。InBodyは体を構成する基本成分である体水分、タンパク質、
ミネラル、体脂
肪を定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、体がむくんではいないか、身体
はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。

低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置
ウォッシャーディスインフェクター
システムチューブ乾燥機

2-51 EIZO㈱

2-15 ㈱エイチ・エス・ピー

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル
TEL:092-715-7706 FAX:092-715-7781
www.eizo.co.jp

ES-5000

お問い合わせ先

092-715-7706

〒702-8005
岡山市中区江崎56-5
TEL:086-277-0888 FAX:086-274-8639
http://www.hsp-net.co.jp

お問い合わせ先

086-277-0888

●出展内容

●出展内容

EIZOはVisual Technology Companyとして、ヘルスケア分野での医用画像
表示モニター、手術室向け映像システム、医療ITソリューション及び、
ビジネス、
産業分野における映像ソリューションを提供いたします。

スーパー次亜水【弱酸性次亜塩素酸水溶液】を使用した除菌・消臭機器・関連商
品の展示。新開発の透析洗浄用洗浄装置 ウォーターステリライザーHDの御紹
介など是非弊社ブースにお立ち寄りください。

5-13 ㈱エイビス

5-21 ㈱AKシステム

〒870-0026
大分市金池町3-3-11
TEL:097-536-0999 FAX:097-536-0998
https://www.aivs.co.jp

お問い合わせ先

097-536-0999

〒879-5413
大分県由布市庄内町大竜1474番地
TEL:097-582-3311 FAX:097-582-3633
http://www.aksys.co.jp/

お問い合わせ先

097-582-3311

●出展内容

●出展内容

◆病院・介護施設向け『みまもりロボット』 独立歩行が困難な方へのケアのた
め、ベッドから降りようとしたら直ぐに通知。
ＰＣやカメラを利用したトータルシス
テムから、導入が簡単なＮＳ接続タイプあり。
◆在宅介護、独居老人向け『みまもり支援サービス』 独居の方が元気に生活さ
れているかをみまもり。動きが少なくなったらメールにてお知らせ。

お使いの車いすに着脱可能な足こぎユニット
「こいじゃる！」
を展示致します。
足の筋力が弱い方等が、車いすに座ったままペダル操作を行うことで、 楽しく
車いすを動かすことができます。病院／施設等で足を動かす機会
（運動機会）
の
増加や、早期離床の機会提供などにご活用ください。

17

The 13th

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-41 ㈱エフスリィー
〒451-0072
愛知県名古屋市西区笠取町3-415
TEL:052-522-5226 FAX:052-522-5233
http://www.fthree.co.jp

2-86 エムアイケミカル㈱
お問い合わせ先

052-522-5226

〒664-0001
兵庫県伊丹市荒牧6丁目7-24
TEL:072-781-1000 FAX:072-779-5724
http://www.mi-chemical.com

お問い合わせ先

072-781-1000

●出展内容

●出展内容

・コンファウロシステムⅢショートタイプ・精密尿量計・腎盂バルーンカテーテル・
コンファ滅菌ゼリー
・ファインフィットマスク・アイソレーションガウン

投薬瓶
（ＣＲ機能付ＣＲボトル、プリントボトル他）
軟膏容器
（軟膏ミキサーに最適な
容量3割増Ｎ型）
、点滴容器、噴霧容器、外用瓶、薬杯、スポイド、散薬瓶、
カバーリ
ング
（誤飲防止用）
、簡易懸濁法容器けんだくん、調剤関連プラスチック製品全般

2-18 ㈱エムエス

2-97 エレクター㈱

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目26番12号
TEL:03-3814-1026 FAX:03-3813-1390
http://www.ms-s.jp

お問い合わせ先

03-3814-1026

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6
TEL:092-473-8541 FAX:092-436-5880
https://www.erecta.co.jp/

お問い合わせ先

092-473-8541

●出展内容

●出展内容

病院の感染管理の要、中央材料部門でご使用いただけるウォッシャーディスイン
フェクター・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌器・滅菌コンテナ・消耗品など幅広
く展示する。

エレクターでは効率的な物品管理が可能な救命救急カート(ライフライン)や医
療器材の中央処理方式に最適なＳＣボックス＆ＰＴ-ＦＬＥＸカート、また院内感染予
防対策として衛生面に優れた樹脂製シェルフやゴミ箱などをご提案いたします。
また新製品といたしまして、手洗い専用洗浄水・除菌水生成器
「ＷＡＳＨＢＥ」
をご
紹介いたします。

5-24 大分県医療ロボット・機器産業協議会

5-17 大分サーバー

〒870-8501
大分県大分市大手町3-1-1
TEL:097-506-3269 FAX:097-506-1753
http://medical-valley.jp/

〒870-0943
大分県大分市片島135番地2
TEL:097-568-7396 FAX:097-568-7343
http://www.oiss.net/

お問い合わせ先

097-506-3269

お問い合わせ先

097-568-7396

●出展内容

●出展内容

大分県では、宮崎県と共同で策定した
「東九州メディカルバレー構想」
に基づき、
医療関連産業の拠点づくりに取り組んでいます。
医療・看護・介護・福祉分野の新たな機器開発や新規参入を加速するため
「大分
県医療ロボット・機器産業協議会」
を設立し、医療関連産業の一層の集積と医療
関連分野でのアジアに貢献する地域づくりを目指しています。

設備工事なしですぐに使える見守りシステム
「ドアガード」
を展示いたします。
どのような形式のドアや窓でも貼り付けるだけでお使いいただけます。
また、7月には離床センサも発売開始いたします。
離床センサも工事不要でベッドから起きた段階、ベッドから降りた段階などを検知
します。

2-88 オオサキメディカル㈱
〒452-0812
愛知県名古屋市西区玉池町203番地
TEL:052-501-2221 FAX:052-503-0896
http://www.osakimedical.co.jp/

お問い合わせ先

052-501-2221

屋 外

2-60

オージー技研㈱

〒703-8261
岡山県岡山市中区海吉1835-7
TEL:086-277-7181 FAX:086-274-9072
http://www.og-wellness.jp/

お問い合わせ先

086-277-7181

●出展内容

●出展内容

医療衛生材料
介護製品

新しい入浴スタイルのご提案、新感覚シャワーバス
『セレーノ』
と、
痛みに届くレーザー治療器『ファインレーザー』
を出展いたします。
この機会に是非ご体験下さい。
当日は移動展示車
（キャラバンカー）
と会場ブースでお待ちしております。

2-37 ㈱オカムラ

2-12 小川医理器㈱

〒100-0014
東京都千代田区永田町2-13-5 赤坂エイトワンビル4F
TEL:03-5501-3512 FAX:03-5501-3514
http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ先

03-5501-3512

〒812-0007
福岡市東比恵2丁目13番15号 クレセント89 102号
TEL:092-413-5191 FAX:092-413-5189
http://www.ogw-med.com

お問い合わせ先

092-413-5191

●出展内容

●出展内容

ナースカート、点滴スタンド、診療材料収納システムおよび医用モニターデスク
といったスタッフステーションでお役にたてる様々な什器を展示致します。また、
患者さんにやさしいロビーチェアー、透析向けのチェアーベッドなども展示致し
ます。

感染対策に有効な機器ベッドパンウォッシャー、乾燥機能付きベッドパンウォッ
シャー『TOPLINE』
シリーズをご紹介しております。汚物処理室
（清浄室）
のレイ
アウトは小川医理 器株式会社にお任せ下さい。
日本製ホルムアルデヒドガス滅菌器もご紹介しております。
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2-68 オリンパス㈱
〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル
TEL:092-711-1881 FAX:092-712-1605
http://www.olympus.co.jp/

2-93 ガードナー㈱
お問い合わせ先

092-711-1881

●出展内容

〒813-0042
福岡市東区舞松原2-10-7
TEL:092-518-9600 FAX:092-518-9600
https://guardner.jp

お問い合わせ先

092-518-9600

●出展内容

医療の現場では、病気の早期発見と患者さんの負担の少ない低侵襲治療のニー
ズが高まっています。
我々は内視鏡メーカーとして早期発見、低侵襲治療に貢献することで、世界の
人々の心と体を思いやる医療環境の実現に貢献し続けます。今回、消化器内視
鏡分野において最新機器を展示いたします。

2-104 花王プロフェッショナル・サービス㈱
〒131-8501
東京都墨田区文花2-1-3
TEL:03-5630-7141 FAX:03-5630-7113
http://www.kao.co.jp/pro/

ASIA MEDICAL SHOW 2018

お問い合わせ先

03-5630-7141

「服を着たまま瞬速洗髪 ルームシャンプ−！」
水を吹きつけ瞬時に吸い込むことで、一滴の水もこぼさずに泡をすすぐことがで
きます。
ベットの上で寝たままでも、車いすに座ったままでも、
シャンプー洗髪が可能です
※体験会行っております。是非、
ブースにお立ち寄りください！

2-66 ㈱カネカメディックス
〒107-7171
東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル
TEL:050-3181-4100 FAX:03-3588-7171
http://www.kaneka-med.jp/

お問い合わせ先

050-3181-4100

●出展内容

●出展内容

病院・介護施設様に向け、大人用紙おむつ
「リリーフ 病院施設用」
を中心に
「ソフ
ティ」シリーズによる排泄ケア用品をご提案しております。また、看護・介護に
携わる方々に向けた手指ケア、環境ケア製品もご提案しております。排泄ケア
を見直し、その人らしい生活の実現に向けて、
「安心・安全・快適」
な看護・介護
環境の実現を目指しております。

血液浄化カラム、消化器内視鏡処置具、脳血管、心血管、末梢血管に対する血管
内治療デバイスなどを国内製造し販売しています。また、近年増加傾向にある下
肢の動脈疾患において、スクリーニング、診断、治療方針決定に使用されている
皮膚還流圧測定装置の輸入販売も手がけています。本展示会ではその一部をご
紹介いたします。

2-107 カリーナシステム㈱
〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2-2-11
TEL:078-862-3056 FAX:078-862-3064
www.carinasystem.co.jp

2-82 河淳㈱
お問い合わせ先

078-862-3056

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3-9-25
TEL:092-737-8471 FAX:092-737-8473
www.kawajun.co.jp

お問い合わせ先

092-737-8471

●出展内容

●出展内容

手術室内の、あらゆる映像ソースの一元管理を実現する
「手術映像記録配信シス
テム」
をご紹介します。
術野・術場カメラや内視鏡、手術顕微鏡等の映像を、ネットワーク経由でリアルタ
イムに『ライブ配信』するとともに、映像をライブラリ化し、管理/視聴/2次利用
を可能にします。

病院、介護施設、薬局などに向けた医療事務製品の提供、作業効率化を考えた快
適なワークスペースの提案をさせて頂きます。
デモ機をご用意いたしておりますので、
ご遠慮なく申し付け下さい。

2-101 川本産業㈱
〒812-0013
岡福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバンダント95ビル7階703号室
TEL:092-475-1381 FAX:092-475-2378
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

2-74 ㈱キシヤ
お問い合わせ先

092-475-1381

〒812-0062
福岡市東区松島1丁目41番21号
TEL:092-622-8000 FAX:092-623-1313
http://www.kishiya.co.jp

お問い合わせ先

092-622-8000

●出展内容

●出展内容

殺菌・消毒剤製品
（ステアジェルアロマシリーズ）
、手術室関連製品
（脳神経外科
用シーツ：ベンシーツ、内視鏡外科関連：エンドラクター・ＫＡＩＭＥＮ・エンドサポー
ト・ＧＧアブソーテック 他 防水シーツ等）介護用製品（口腔ケア関連：マウス
ピュアシリーズ全般・飲み込み音で嚥下状態を確認できる ごっくんチェッカー）
他

◆施設基準管理システム
『iMedy』
(複雑で難しい施設基準管理を適正にサポートするソフトウェア）
◆4K/HD 術野カメラシステム
◆IVスタンド
（低圧持続吸引器用架台、車椅子連結ポール）
◆てらすエルゴ３
（昭和電機株式会社）

2-46 キヤノンメディカルシステムズ㈱

2-47 キヤノンライフケアソリューションズ㈱

〒816-0864
福岡県春日市須玖北2丁目8番地
TEL:092-575-2715 FAX:092-575-2748
http://jp.medical.canon

〒812-0024
福岡市博多区綱場町4-1 福岡RDビル
TEL:092-281-1307 FAX:092-281-1327
http://www.canon-lcs.co.jp

お問い合わせ先

092-575-2715

お問い合わせ先

092-281-1307

●出展内容

●出展内容

キヤノン製最新型超音波診断装置modeｌ Xario200G model Aplio a550
2機種展示
キヤノン製医事会計/電子カルテ一体型システム model TOSMEC
Aventy２．
０展示

・Digital Radiography System CXDIシリーズ
・無散瞳デジタル眼底カメラ CR-2AF
・スピード低温滅菌システム ESシリーズ
・Bサイクル準拠高圧蒸気滅菌器 MAC-1000B
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5-2

九州エア･ウォーター㈱

〒812-0893
福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34
TEL:092-412-1270 FAX:092-411-1272

お問い合わせ先

092-412-1270

5-15 九州オルガン針㈱
〒869-0301
熊本県玉名郡玉東町稲佐288
TEL:0968-85-2124 FAX:0968-85-3559

お問い合わせ先

0968-85-2124

●出展内容

●出展内容

・美浴シャワーオール
・介護用シャワー入浴装置『美浴』
・口腔ケア用吸引装置『スウィーティー』
その他、福祉用品を展示しております。美浴シャワーオールは７月発売の新製品
です。お気軽にお立ち寄りください。

①ミシン針製造技術を活かした、医療・美容・アパレルなど様々な分野で利用さ
れる精密部品
②型取りゲージ
「針真弧」

4-1

㈱九州神陵文庫

〒812-0044
福岡県福岡市博多区千代４丁目29-29
TEL:092-641-5555 FAX:092-641-3060
http://www.shinryobunko.co.jp/

5-4
お問い合わせ先

092-641-5555

九州ヘルスケア産業推進協議会

〒812-0013
福岡県福岡市博多駅東2-13-24
TEL:092-411-7450 FAX:092-472-6609
http://hamiq.kitec.or.jp

お問い合わせ先

092-411-7450

●出展内容

●出展内容

弊社は医学書専門店です。今回の開催プログラムや出展テーマに合わせた書籍
を選書し、出版社からお取り寄せ、展示販売しております。また、口演演者の著書
も含めた関連書籍もご準備しております。是非お立ち寄りください。

当協議会は、
「健康寿命」
が延伸する社会の構築の実現を目的に、九州地域の産
業界、医療機関、大学、行政機関等の参加・支援の下、平成２７年７月に設立し、
≪ヘルスケアサービスの創出≫、
≪医療機器の開発支援≫、
≪海外展開の促進≫
を柱として事業を展開しております。

5-14 ㈱キューメイ研究所

2-30 ㈱グリーンメディカル

〒870-0846
大分県大分市大字古国府字永畑549番3
TEL:097-545-5051 FAX:097-545-8052
http://www.q-may.jp

お問い合わせ先

097-545-5051

〒812-0004
福岡県福岡市博多区1-8-31-112
TEL:092-409-0980 FAX:092-409-0982
https://www.green-medical.jp/

お問い合わせ先

092-409-0980

●出展内容

●出展内容

弊社は血液凝固関連試薬をはじめとする検査キットの原料である抗体から製造、
標準品やコントロール品も併せて販売を行っております。東南アジアをはじめと
した海外にも展開しております。
ファクターオートシリーズ
（FDP、D-dimer、FXIII）
イムノクロマト試薬及び読み取り装置
自動赤血球沈降速度測定機

不要な医療機器を価値あるものに･･･
まだまだ利用できる医療機器を廃棄していませんか？日本国内はもとより海外
のさまざまな地域のため、医療機器をどこよりも高く買取査定いたします。
中古医療機器取り扱い国内実績トップのグリーンメディカルが、福岡支店を開設
し皆様のお役に立てるようお伺いします。

2-90 ケイセイ医科工業㈱
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-9-1 東福第2ビル 3F
TEL:092-473-0395 FAX:092-473-5448
keiseimed.com

2-112 ㈱ケープ
お問い合わせ先

092-473-0395

〒812-0006
福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889
https://www.cape.co.jp/

お問い合わせ先

092-431-0885

●出展内容

●出展内容

入浴用ストレッチャー 電動シャワートローリー
「P.S.T.-B06」
をはじめ、縫合材
料・鋼製小物の展示を行っております。
是非お気軽にお立ち寄り下さい。

・体位変換器/体圧分散式エアマットレス スモールチェンジラグーナ
・姿勢体位管理補助用具 ロンボポジショニングピロー＆クッション
・車いす用高機能エア式ハイブリッドクッション キュブレナクッション

2-87 ㈱ケルン

2-33 健栄製薬㈱

〒113-0033
東京都文京区本郷3-24-7
TEL:03-3815-6711 FAX:03-3815-6729
http://www.kerun.co.jp

お問い合わせ先

03-3815-6711

●出展内容
医療安全・セキュリティ対策製品として１医療用システムファニチャー メディカルモジュール２
使用者確認を録画機能にて管理する セキュリティカメラセット３パスワード・ICカードにて個
人認証と履歴管理が可能な薬品金庫 セキュリティボックス４個人認証と履歴管理が可能 IC
タイプ救急カート５内服薬の新しい運用方法の与薬カートを展示致します。
九州・沖縄・山口県・広島県・岡山県・四国・島根県・鳥取県のお客様は株式会社ケルン福岡支店
TEL 092-611-4050 FAX 092-611-4058 までお気軽に お問い合わせ下さい。
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〒541-0044
大阪市中央区伏見町2-5-8
TEL:06-6231-5626 FAX:06-6204-0750
http://www.kenei-pharm.com/medical/

お問い合わせ先

06-6231-5626

●出展内容

・手指消毒剤
（ラビジェル、
ラビショット）
・綿球綿棒製剤
（ポビドンヨード、ベンザルコニウム、
クロルヘキシジン等）
（フタラール、ジアエンフォーム、
ノロパンチ）
・医療器具や環境等の消毒剤、洗浄剤
・手ピカスキンバリア
・手ピカハンドソープ

The 13th

2-24 ㈱小池メディカル
〒812-0863
福岡県福岡市博多区金の隈1-38-30 オフィスパレア金の隈Ⅲ3号
TEL:092-513-3101 FAX:092-513-3661
http://www.koike-medical.co.jp/

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-61 コヴィディエンジャパン㈱
お問い合わせ先

092-513-3101

〒108-0075
東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス
TEL:0120-998-971 FAX:03-6774-4725
http://www.medtronic.co.jp

お問い合わせ先

0120-998-971

●出展内容

●出展内容

小池メディカルは
「常に患者様の側に立って考え、人のぬくもりのある製品をお
とどけしたい」
を第一に取組んでいます。この度、院内機器の酸素流量調整器・吸
引器、在宅酸素濃縮器
（HOT)・在宅持続陽圧呼吸療法装置
（CPAP）
また、手術用
関連製品等の展示をさせて頂いております。是非、当社ブースにて心より皆様の
ご来場をお待ちしております。

コヴィディエンジャパン株式会社 RMS事業部では、人工呼吸器、気道管理製品、
患者さんの安全をみまもる生体情報モニタなど、麻酔科等のクリティカル領域か
ら病棟・在宅までカバーする幅広い呼吸ケア製品のラインアップを誇ります。
ぜひブースにてご確認ください。

2-1

コクヨマーケティング㈱

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル3F
TEL:092-437-5940 FAX:092-437-5955
http://www.kokuyofurniture.co.jp/solution/medical/

お問い合わせ先

092-437-5940

2-111 コニカミノルタジャパン㈱
〒105-0023
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング23階
TEL:03-6324-1080 FAX:03-3454-3216
https://www.konicaminolta.com

お問い合わせ先

03-6324-1080

●出展内容

●出展内容

現場の声を反映した商品をワンストップでご提案、誰もが笑顔になれる医療空間
づくりをお手伝いします。医療従事者様向けに多くのユーザーより好評頂いてお
ります 座る 概念を変えるイノベーティブな『ing』チェア。身体の動きに合わせ
て座面が前後左右360°
自由に動く
『ing』に試乗頂きインスピレーションが生ま
れるリズムを是非ご体感下さい。

■知性を統合したネットワークカメラ MOBOTIX■
・医療・介護福祉施設のセキュリティ向上などの活用に期待できます。
特徴１：中央集中型のシステムに発生しやすい負荷ボトルネックや一斉障害を回避できる。
特徴２：可動部を持たずバーチャルPTZによってモニタリングをサポート
特徴３：屋外モデルの高い耐環境性能

2-73 酒井医療㈱

2-39
2-44

〒162-0801
東京都新宿区山吹町358-6
TEL:03-5227-5775 FAX:03-3260-0075
https://www.sakaimed.co.jp/

お問い合わせ先

03-5227-5775

〒812-0893
福岡県福岡市博多区那珂6-1-39 エルグランド博多1 福岡営業所
TEL:092-481-7088 FAX:092-481-7188
http://www.sakase.com

お問い合わせ先

092-481-7088

●出展内容

●出展内容

筋・腱の治療に特化し、3〜5分程度で治療が終わる拡散型ショックウェーブ
「ショックマスター」
、超音波治療器
「フィジオソノ」
や国内最小クラスのハイボル
テージ電気刺激治療器
「フィジオアクティブHV」
など様々な製品を展示しており
ます。
是非この機会に実機をご覧ください。

2-10 サクラ精機㈱
〒104-0033
東京都中央区新川1-25-12 新川フロンティアビル
TEL:03-3553-8035 FAX:03-3553-8072
http://www.sakurajp.com

サカセ化学工業㈱

今回の展示は手術部・中央材料部向けの展示ブースと病棟・外来向けの２つの
ゾーンに小間を分けて展示。手術部・中央材料展示ブースは、新製品のアルミ
ラックを中心に、器材収納・ＯＰ薬品収納に優れた商品群を展示します。また、病
棟・外来展示ブースには、新製品のプレミアムキャビネット・カートなどを中心に
展示致します

2-71 ジーエムメディカル㈱
お問い合わせ先

03-3553-8035

〒810-0071
福岡市中央区那の津4-8-25
TEL:092-722-3021 FAX:092-722-1531
http://www.gmm.co.jp

お問い合わせ先

092-722-3021

●出展内容

●出展内容

・DDC Dolphin社ディスポーザブルパルプ粉砕機 マセレーターUno
・Scican社カセット式卓上型高圧蒸気滅菌器 ステイティム5000Ｇ４
・エントラルメディカル社メディカルシーラーEM30KLC ほか

医療従業者に安心を・
・
・。医療現場に安全を・
・
・。
ベネント980人工呼吸器 シングルユース蘇生バッグ
加温加湿器搭載型フロージェネレーターを提案します。

2-63 シーマン㈱

2-45 ㈱ジェイ・エム・エス

〒546-0002
大阪市北区東天満1-12-10
TEL:06-6354-7702 FAX:06-6354-7114
http://sheen-man.co.jp

お問い合わせ先

06-6354-7702

〒812-0042
福岡市博多区豊1丁目4-13
TEL:092-451-8007 FAX:092-451-5708
http://www.jms.cc

お問い合わせ先

092-451-8007

●出展内容

●出展内容

主に放射線・IVR領域にてご使用いただける製品群を展示致します。
放射線防護衣には無鉛のX線防護材を使用しており、脱着可能なネックガード付きです。
同社の放射線防護用術者向け眼鏡（アイウェア）
も展示致します。
また、無鉛タイプのX線プロテクショングローブや疲労軽減を目的とした足元用マット、
固定具などを展示致します。

ＪＭＳ輸液ポンプＯＴ−８１８Ｇ、
ＪＭＳシリンジポンプＳＰ−１２０、アイフューザープラ
ス
（ＰＣＡポンプ）
、経腸栄養ポンプＡｍｉ
ｋａ、
ＪＭＳ舌圧測定器、ネオシールド
（抗が
ん剤調整・投与クローズドシステム）
他
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2-78 ㈱ジェイエスエス
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-11
TEL:092-436-9831 FAX:092-436-9832
http://www.jssco.co.jp

4-6
お問い合わせ先

092-436-9831

ジェット㈱

〒587-0062
大阪府堺市美原区太井505-1
TEL:072-349-7212 FAX:072-349-7325
photoeco@jet-japan.jp

お問い合わせ先

072-349-7212

●出展内容

●出展内容

弊社は腹腔鏡関連の製品から電気メス・光源装置・鋼製小物等備品関係まで幅広
く取り扱っている輸入商社です。今回電気メス、光源装置等展示しておりますの
で、是非ともブースに立ち寄ってください。
世界中で愛用されている最新ディバイスを日本へお届けするＪＳＳ
（Japan
Surgical Specialties)にご期待ください。

電気スタンドでありながら空気清浄機。光触媒と云う化学反応を利用しながら、
ウイルス、揮発性有機化合物、花粉、臭いなどを吸着・分解。空気の循環もファン
を使わないので、音なし。一般家庭、病院、介護施設、歯医者、
クリニック、整骨院
など色々な場所でご使用いただけます。

2-105 ㈱ S IS M

5-11 ㈱システムクレオ
〒862-0941
熊本市中央区出水6-2-10
TEL:096-378-0331 FAX:096-378-0562
http://www.screo.com/

お問い合わせ先

096-378-0331

〒838-0102
福岡県小郡市津古840-16
TEL:0942-80-0080 FAX:0942-75-8157
http://www.sism.co.jp/

お問い合わせ先

0942-80-0080

●出展内容

●出展内容

病院経営改善グループウェア
「ここりんく」
は病院経営層向けの新しいグループ
ウェアです。グループウェアのサイボウズと医療ITのシステムクレオが共同開発
し診療情報統計機能とグループウェアを統合、予算設定から経営会議用データ
集計、人事評価や地域連携に至るまでこれからの病院経営に必要な管理指標を
網羅した業務系プラットフォームです。

◎アジアメディカルショーには次の4点を出展予定です。
・輸液搬送カート：数多くの輸液シリンジ、ポンプを搬送するカート。
・モバイルペンダント：OP室〜ICU、ERへの医療機器、器具搬送カート。
・アドバンスNC：医療機器、器具を院内感染より長期間保護する環境浄化型
触媒。

2-27 新鋭工業㈱

2-34 シンコー九州㈱

〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055 FAX:092-622-0052
http://www.shinei.me/

お問い合わせ先

092-622-0055

〒812-0896
福岡県福岡市博多区東光寺町1-15-41
TEL:092-411-3411 FAX:092-474-4504
http:/www.sincol-k.co.jp/

お問い合わせ先

092-411-3411

●出展内容

●出展内容

吸引器ミニックWⅡ、吸引器パワーキャリーⅡ、超音波ネブライザーコンフォート
3000、内視鏡消毒器OED1000S、パルスオキシメーターBO750、皮膚赤外線
体温計 MT-500、小型梱包品用高圧蒸気滅菌器AC240typeB

医療現場において国が要請する高い基準の性能をクリアした画期的なクロスを
ご案内します。ホルムアルデヒドの濃度を低減、驚異の消臭性、大腸菌等の増殖
抑制など効果は抜群です。強力な撥水性や次亜塩素酸での拭き取りも可能な椅
子生地、
「ピンレス」
のニーズに応えた不燃性のマグネット対応パネルなど様々な
インテリア商材をご提案致します。

2-108 ㈱スミロン
〒543-0021
大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9
TEL:06-6763-0707 FAX:06-6768-9176
http://www.eomush.com

2-99 スリーアールソリューション㈱
お問い合わせ先

06-6763-0707

〒812-0008
福岡県福岡市博多区東光2-8-3高光第一ビル2階
TEL:092-260-3030 FAX:092-441-4077
http://www.3rrr.co.jp/

お問い合わせ先

092-260-3030

●出展内容

●出展内容

感染・臭気対策
「エコムシュウ」
。使用済みおむつを瞬時に密封パックすることで、
嫌な臭いだけでなく、二次感染の恐れのあるノロウィルス等、菌やウィルスの拡
散も防ぎます。国内外約1,900台が稼動中。ブースでは新型
「エコムシュウ」
とコ
ンパクトタイプ
「コロン」
を展示し、デモンストレーションを行います。是非お立ち
寄りください。

福岡にございますマイクロスコープなどの光学機器メーカーです。
今回初出展でございます。ダーマスコピー用マイクロスコープや血流観察マイ
クロスコープ等展示しておりますのでぜひブースまでお越しください。

2-91 スリーエムジャパン㈱ヘルスケアカンパニー
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-7 モルティ天神ビル7F
TEL:092-733-2709 FAX:092-733-2721
http://www.mmm.co.jp/hc/

お問い合わせ先

092-733-2709

●出展内容

患者様、医療従事者の皆々様への安心安全に貢献できる製品を展示いたします。
是非ブースにてお手にとって製品を体感ください。
【感染管理製品事業部】
＊体温管理製品 ＊滅菌保証製品 ＊眼の防護具
【皮膚創傷ケア製品事業部】
＊やさしくはがせるシリコンテープ
＊キャビロン 皮膚用リムーバー(TP1 TP2),ポリマーコーティングクリーム
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5-7

正興ＩTソリューション㈱

〒812-0008
福岡市博多区東光2丁目7番25号
TEL:092-473-8966 FAX:092-473-2338
http://www.seiko-itsolution.co.jp/

お問い合わせ先

092-473-8966

●出展内容

■起立運動を支援する介護予防・機能訓練のゲーム
「起立の森」 起立運動を楽しく
長く続けていただく目的で、足腰の弱った高齢者のリハビリにお勧めしております。
■健康管理ソリューション
「Health-Ledger」 従業員の健康状態をウェアラブル端
末と連携して見える化し、生活習慣の改善をサポートいたします。
是非ブースでご体験ください。

The 13th

4-5

2-21 ㈱セントラルユニ

泉工医科工業㈱

〒812-0896
福岡県福岡市博多区東寺町1-1-14
TEL:092-474-0381 FAX:092-411-1325
http://www.mera.co.jp/

お問い合わせ先

092-474-0381

●出展内容

〒816-0932
福岡県大野城市瓦田5丁目3-29
TEL:092-588-7520 FAX:092-573-6948
http://www.central-uni.co.jp/

お問い合わせ先

092-588-7520

●出展内容

泉工医科工業株式会社は過去より多くの呼吸管理製品の製造販売を行って参り
ました。今回展示にてご紹介する製品はご好評頂いております気管切開チュー
ブ
「ソフィット」
シリーズと人工鼻の
「モイストラップ」
シリーズをご紹介しておりま
す。お手に取って頂き、製品の良さを実感して下さい。ブースへのご来場をお待
ちしております。

『mobile mashup studio』
遠隔地でも、距離をこえてお客様の病院づくりをお手伝い
『CARIV』想像の可視化。気づきと確信を導く3Dシミュレータ
『壁掛式吸引器 vica』
４つの特徴で、日々の医療現場を快適に。
『SmartMedicalLight』手術灯LED額帯灯

2-85 ㈱タカゾノ

2-69 総合メディカル㈱
〒810-0001
福岡市中央区天神2丁目14-8 福岡天神センタービル16階
TEL:092-713-7611 FAX:092-713-7667
http://www.sogo-medical.co.jp/

ASIA MEDICAL SHOW 2018

お問い合わせ先

092-713-7611

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルＢ館14階
TEL:03-3578-5700 FAX:03-3578-3710
http://www.takazono.co.jp

お問い合わせ先

03-3578-5700

●出展内容

●出展内容

体験型ブース：脳年齢計
（脳の元気度測定）
、体組成測定
（筋肉量測定）
、ストレス
チェック。展示物ブース：ベット周りの取扱商品{床頭台（ピクトグラム付）、イー
ジービュー
（透析施設用アームテレビ）
、介護商品
（マットセンサー）
}、ロコモ測定
器
（歩幅、速度、ひざ角度を測定し運動機能の低下度をチェック）
、プライベートブ
ランド商品

株式会社タカゾノでは、お客様の安全で効率的な調剤環境をサポートするべく、
さまざまな最新調剤効率化機器をご提案いたします。是非この機会にお立ち寄
りいただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。

2-19 タカラベルモント㈱

2-26 ㈱竹内製作所

〒542-0083
大阪市中央区東心斎橋2-1-1
TEL:06-6212-3620 FAX:06-6212-3697
http://www.takarabelmont.co.jp/medical/

お問い合わせ先

06-6212-3620

〒332-0003
埼玉県川口市東領家4-2-12
TEL:048-222-2663 FAX:048-222-2613
http://www.takeuchi-medical.co.jp

お問い合わせ先

048-222-2663

●出展内容

●出展内容

今回弊社では、セミオーダーが可能になった電動診察台の新シリーズ
「EX-CSシ
リーズ」
、移動機能搭載でさらに使いやすくなった新発想の椅子型診察台
「クレッ
クス」
、移動型内視鏡テーブル
「ベルフリット」
を出展致します。タカラベルモント
ならではの視点から、
より 心地よい 医療空間をご提案致します。ぜひ弊社ブー
スへお立ち寄りください。

私たち竹内製作所は１９４９年創業以来、手術台を中心にその関連製品を作り続
けてきた医療機器メーカーです。つねに現場での使いやすさと安全・安心の両立
を追求し、
さまざまなニーズにお応え致します。

2-25 ㈱田島器械

2-98 ㈱タチエスＨ＆Ｐ

〒890-0082
鹿児島県鹿児島市紫原5丁目6-7
TEL:099-251-7816 FAX:099-251-7818
http://www.tajimakikai.co.jp

お問い合わせ先

099-251-7816

〒205-002
東京都羽村市栄町3-4-3
TEL:042-554-6101 FAX:042-554-6104
http://tachi-s-hp.co.jp/

お問い合わせ先

042-554-6101

●出展内容

●出展内容

特注オリジナルカート・デスク・架台

㈱タチエスＨ＆Ｐは東証一部上場企業である自動車シートシステムメーカー㈱タ
チエスを親会社に持ち、特殊車両
（救急車・福祉車両等）
用シートを生産している
医療用電動ベッドのメーカーです。
技術完成度の頂点ともいわれる自動車産業界で培われた人間工学と技術力を
バックボーンに、医療・介護・福祉関連機器の開発・提供をしております。

2-94 ㈱タニタ

2-32 ㈱テクノスジャパン

〒174-8630
東京都板橋区前野町1-14-2
TEL:03-3558-8111 FAX:03-3558-0335
http://www.tanita.co.jp/

お問い合わせ先

03-3558-8111

〒670-0947
兵庫県姫路市北条1-266
TEL:079-288-1600 FAX:079-288-0969
www.technosjapan.jp/

お問い合わせ先

079-288-1600

●出展内容

●出展内容

部位ごとの筋肉量評価が可能なマルチ周波数体組成計、
脚の筋力をチェック可能な運動機能分析装置、
健診・人間ドック定番の自動身長計付き体組成計、
展示機種は全て試測可能です。是非お立ち寄りください。

・病室内の転倒対策『離床センサー』
・建物内からの離院・離棟対策製品
・ナースコールを押せない方のためのコールスイッチ類
そして、活用をサポートする独自サービスなど、テクノスジャパンは多様なご提
案をいたします。お気軽にお声掛けください。

23

The 13th

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-77 テルモ㈱

2-50 ㈱テクノリンク
〒956-0804
新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15
TEL:0250-21-6251 FAX:0250-24-2151
http://www.techno-link.co.jp

お問い合わせ先

0250-21-6251

〒163-1450
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー 49F
TEL:0120-12-8195 FAX:092-281-2228
http://www.terumo.co.jp/

お問い合わせ先

0120-12-8195

●出展内容

●出展内容

1987年会社設立以来、徹底した研究開発体制のもと独自の技術と開発ノウハウ
を確立して参りました。自社独自開発のランダムアクセス波を搭載した低周波治
療器【テクトロンシリーズ】、症状にあわせたコンビネーション治療が可能な低周
波超音波複合治療器【アストロンシリーズ】、体の深部を温める超短波治療器【ラ
イズトロン】
をご体感下さい。

治療の安全性向上や業務の効率化推進のソリューション提案のラインナップとし
て、高機能投与システムの
「スマートインフュージョンシステム」
「テルフュージョ
ン輸液ポンプ」
、電子カルテシステムとの連携バイタルサインデバイス
「HRジョ
イント」
等を展示し、皆様のお越しをお待ちしております。

5-19 ㈱デンケン

2-31 ㈱東京ダイヨー器械店

〒873-0414
大分県国東市武蔵町手野1560
TEL:0978-69-0198 FAX:0978-69-0199
http://www.dkn.co.jp/

お問い合わせ先

0978-69-0198

お問い合わせ先

094-233-2727

●出展内容

●出展内容

ハンドスイッチ型の低周波治療器
「電気刺激DRIVE」
を展示致します。
お気軽にお立ち寄りください。

2-81 ㈱東邦製作所
〒351-0036
埼玉県朝霞市北原1-10-14
TEL:048-474-2151 FAX:048-474-2155
http://www.toho-seisakusyo.co.jp

【１】北九州製『空気除菌清浄機MaSSCクリーン』
「第一回ものづくり日本大賞優
秀賞」
、病院や学校で高い評価を受けています
【２】褥瘡予防マットレス・クッション
「エミーネ」
。高反発ラッテクスフォームが素材
で、体圧分散効果が高く、長時間にわたる手術や就寝時にも褥瘡の発生を抑え
ます！

2-3
お問い合わせ先

048-474-2151

●出展内容

東洋羽毛九州販売㈱

〒812-0062
福岡県福岡市東区松島1-15-28
TEL:092-612-1488 FAX:092-612-1477
http://www.toyoumo.co.jp/

お問い合わせ先

092-612-1488

●出展内容

オートクレーブ
エチレンオキシドガス滅菌器
ハイスピードタイプオートクレーブ

2-9

〒830-0027
福岡県久留米市長門石二丁目3番17号
TEL:094-233-2727 FAX:094-233-1796
http://www.tokyodaiyo.com/kurume

水と、空気と、睡眠と。
東洋羽毛は、おかげさまで創立65周年を迎えることが出来ました。
羽毛ふとんでは実績日本一！
「日本製」
であることを守り誠実に65年本物のみを作り続けてきました
羽毛ふとん、ムートン、寝具類などを展示しておりますので実際に体感してみて下さい。

東洋紡エンジニアリング㈱

〒812-0874
福岡市博多区光丘町1丁目1-36
TEL:092-574-8781 FAX:092-574-8782
http://www.toyobo-eng.co.jp/

2-67 東レ・メディカル㈱

お問い合わせ先

092-574-8781

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号
TEL:092-477-3011 FAX:092-477-3018
http://www.toray-medical.com/

お問い合わせ先

092-477-3011

●出展内容

●出展内容

東洋紡エンジニアリング株式会社です。
今回、RO水製造装置と壁掛式手洗装置を展示致します。
品名：RO純水製造装置
型式：PCL250
仕様：250L/h造水・貯水タンク200L内蔵
品名：壁掛式手洗装置
型式：TUF-1U
用途：病棟向け手洗
ぜひ、お立ち寄り下さい。

当社は、
１９８０年に人工腎臓・フィルトライザーを扱う販売会社としてスタートし
ました。手術用手袋、血液浄化器・トレミキシン、透析・血液浄化装置、
カテーテル
製品と業容を拡大し、国内外での営業活動、医療関連製品の開発、海外製品の導
入・販売、学術・情報支援活動を実施しております。今回は当社の代表的なこれら
の製品を出展します。

用途：洗浄用水

2-75 ㈱トップ

5-18 トクソー技研㈱
〒879-0232
大分県宇佐市大根川318番地
TEL:0978-33-5595 FAX:0978-33-5596
http://tokso.net/

お問い合わせ先

0978-33-5595

〒120-0035
東京都足立区千住中居町19-10
TEL:03-3882-7741 FAX:03-3882-7744
http://www.top-tokyo.co.jp/

お問い合わせ先

03-3882-7741

●出展内容

●出展内容

痰吸引器、
カフ圧計等の医療機器

輸液ポンプ、栄養ポンプ、など
弊社は１９４０年、ガラスの注射器を製造、販売することよりスタートし、現在まで、総合医
療機器メーカーとして、数多くの医療機器を医療の現場に提供し続けてまいりました。
医療現場ひいては患者様へ安心・安全を提供すべく、最高品質の製品づくりを目指して
います。
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2-109 ㈱トップラン
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-17-1
TEL:092-418-3636 FAX:092-418-3637
http://toprun-tms.com/

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-23 ㈱内外
お問い合わせ先

092-418-3636

〒544-0001
大阪府大阪市生野区新今里1丁目5-13
TEL:06-6751-3571 FAX:06-6758-2231
https://www.oj-naigai.co.jp/

お問い合わせ先

06-6751-3571

●出展内容

●出展内容

健康ゆすり 極楽仙人Ⅱ

独自機構技術で使う方の手助けをする、業界初！方向固定機能付ベッドサイド
テーブル・オーバーベッドテーブル
安全で機能的な医療現場向け製品を創造します。

5-12 ㈱中島製作所

2-36 日科ミクロン㈱

〒840-0005
佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池66番地
TEL:0952-97-1094 FAX:0952-97-1500
https://www.meal-shuttle.jp/

お問い合わせ先

0952-97-1094

〒341-0018
埼玉県三郷市早稲田3-16-5
TEL:048-950-2371 FAX:048-950-2370
http://www.nikkamicron.co.jp

お問い合わせ先

048-950-2371

●出展内容

●出展内容

◆ニュークックチル対応 病院・施設向け再加熱カート ミールシャトル
業界初の加熱方式であるマイクロ波を採用する事により、今までにない病院・施
設給食をご提案いたします。

抗がん薬調製支援装置DARWIN -Chemoを出展いたします。清浄度クラス
100のアイソレータ―内に設置された双腕ロボットが、バイアルやシリンジ、輸
液バックをつかみ、抗がん薬を自動調製します。電子カルテと連動し、装置に組み
込まれた鑑査システムにより、人とロボットの混注業務をトータル管理すること
ができます。

2-54 日東工器㈱
〒146-8555
東京都大田区仲池上2丁目9-4
TEL:03-5748-5521 FAX:03-3754-9258
http://www.nitto-kohki.co.jp/

5-8
お問い合わせ先

03-5748-5521

●出展内容

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1−3−6 第3博多偕成ビル503
TEL:092-418-2828 FAX:092-418-2821
http://www.jmp.co.jp/company/branch/kyushu/

お問い合わせ先

092-418-2828

●出展内容

弊社、日東工器はリハビリや福祉施設等でご活用頂いておりますエアマッサージ
器『メドマーシリーズ』、病棟・訪問リハ・訪問看護・患者様のご自宅でご使用頂い
ております携帯型吸引器『キュータム』を展示致します。特に『キュータム』は実
際に製品に触れて頂き、小型・軽量・静音・充電式電池で使用可能等の特長を体
感して頂ければ幸いです。

2-7

㈱日本医療企画

医器販協・@MD-NET合同プロジェクト

〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目39-17
TEL:03-3868-8581 FAX:03-3868-8582
http://jahid.jp/

お問い合わせ先

03-3868-8581

●出展内容

2-49 日本光電工業㈱九州支店
〒812-0007
福岡市博多区東比恵2-12-22
TEL:092-841-5452 FAX:092-474-8226
https://www.nihonkohden.co.jp/

お問い合わせ先

092-411-2163

●出展内容

医器販協(日本医療機器販売業協会システムプロジェクト)からは医器販協DB
と特材品目・算定DB、関連サービスなどのご紹介。
●＠ＭＤ−ＮＥ
Ｔ((一社)日本医療機器ネットワーク協会)からは＠ＭＤ−ＮＥＴ、預託
システムなどのご紹介。
●(一財)流通システム開発センター、
㈱社会保険研究所から支援展示。
●

国産で唯一のリモート監視システムを標準装備したＡＥＤや、地域包括ケアシス
テムの実現に向けて、バイタルデータを簡便に収集し情報共有できるシステム
「ＬＡＶＩ
ＴＡ」
、アルツハイマー型認知症の早期発見の第一歩に有用な
「物忘れ相談
プログラム」
、日本光電生体情報モニタとバイタル連携が可能な電子カルテ等を
展示しております。

2-48
5-20

2-106 日本ビスカ㈱
〒160-0022
東京都新宿区新宿6-24-20KDX新宿6丁目ビル10F
TEL:03-5292-5151 FAX:03-5292-5150
http://www.visca.co.jp

「医療・介護・栄養」
分野への地域貢献をめざし、出版および各種セミナーや教育・
研修事業等を展開しています。
「医療・介護・栄養」
などヘルスケア分野に関連す
る雑誌・書籍の展示、
「医療経営士」
「介護福祉経営士」
など医療・介護経営に関す
る情報提供を行います。

お問い合わせ先

03-5292-5151

●出展内容

診療の待ち時間を低減する
「WEB予約システム」
医院様の魅力を最大限に
伝える
「ホームページ制作」 医院様にも患者様にも愛着を持ってもらえる
「診
察券」 カルテ管理業務を効率化する
「カルテファイリング」
日本ビスカは、様々な商品を通して医院様の快適な受付づくりをお手伝いさせ
ていただきます。ぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。

日本ヒューマンメディク㈱

〒870-0848
大分県大分市賀来北2丁目16番34号
TEL:097-549-4140 FAX:097-549-7470
http://www.hyuman.co.jp

お問い合わせ先

097-549-4140

●出展内容

【ギプス関連商品】 ポリエステルメッシュスプリント・不織布製スプリント・グ
ラスファイバー製スプリント・フィンガースプリント
ポリエステル製キャスト・グラスファイバー製キャスト・ストッキネット
【感染対策商品】 ニトリルグローブ・PVCグローブ・マスク・プラスチックエプ
ロン
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2-70 日本メディカルネクスト㈱

2-89 白十字㈱

〒812-0041
福岡県福岡市博多区吉塚8丁目5番75号
TEL:092-622-7730 FAX:092-622-7731

〒171-8552
東京都豊島区高田3-23-12
TEL:03-3987-6111 FAX:03-3983-6854
http://www.hakujuji.co.jp

お問い合わせ先

092-622-7730

●出展内容

お問い合わせ先

03-3987-6111

●出展内容

残尿測定機器 USCAN
（ブラッダーケア）
ハイエンド電気メス マキシウム<br>ハイフローセラピーシステム
ジョンフロー

プレシ

感染対策衛生材料
（アルコール綿、環境清拭ワイパー、薬液付綿棒/綿球）
手術用衛生材料
（X線造影材入ガーゼ、脳外科用手術ガーゼ、滅菌ガーゼ、紐付
きガーゼ）
基本衛生材料
（ガーゼ、脱脂綿、綿棒）
大人用紙おむつ

2-20 パラマウントベッド㈱

2-42 ビー・ブラウンエースクラップ㈱

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3-14-20
TEL:092-461-1131 FAX:092-461-1138
http://paramount.co.jp

〒113-0033
東京都文京区本郷2-38-16 JEI 本郷ビル
TEL:0120-401-741 FAX:0120-401-741
http://www.bbraun.jp

お問い合わせ先

092-461-1131

お問い合わせ先

0120-401-741

●出展内容

●出展内容

最新型のベッドをはじめ、新しい医療のスタンダードを担う
「スマートベッドシス
テム」
、ベッドご利用者の睡眠状態をリアルタイムで確認出来る
「眠りSCAN」
な
どを出展します。ほかにも医療・福祉施設でお役立ていただける様々な提案を御
用意していますので、ぜひ当社ブースへお越しくださいますようお願い申し上げ
ます。

ビー･ブラウンエースクラップ株式会社は、B. Braun グループ
（ドイツ）
の日本法
人として1986年に設立されました。
グループが持つ知識や技術、多様な診療領域をカバーするソリューションを日本
の医療現場に紹介すると共に、日本独自の発想と技術力を世界に活かすことも
目指していきたいと考えています。

2-16 ㈱日立製作所

2-92 ㈱VIPグローバル

〒812-0014
福岡市博多区比恵町17番22号
TEL:050-3189-9270 FAX:092-473-2385
http://www.hitachi.co.jp

お問い合わせ先

050-3189-9270

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-7-17
TEL:06-6304-9515 FAX:06-6305-2888
www.//vip-global.co.jp

お問い合わせ先

06-6304-9515

●出展内容

●出展内容

超音波診断装置：ARIETTA 60
超音波診断装置：ARIETTA Prologue
電子カルテシステム
（各種）

今回ご紹介する
「コスモスウェーブ」
は足裏の反射区療法が出来る血行促進用医
療器です。5分で5kmの懸命歩行に匹敵する血行促進効果を、ぜひ当ブースで
ご体感下さい。

5-23 ㈲ビューティフルライフ
〒870-0829
大分県大分市椎迫4-2
TEL:097-546-0666 FAX:097-546-6999
http://www.be-life.info

お問い合わせ先

097-546-0666

●出展内容

2-35 ファースト

ファーム

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪3丁目16-8
TEL:096-342-6531 FAX:096-342-6532
http://ﬁrst-farm.com/

お問い合わせ先

096-342-6531

●出展内容
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〒733-0012
広島県広島市西区中広町三丁目3-21
TEL:082-532-0361 FAX:082-295-6284
http://www.hum.co.jp/

お問い合わせ先

082-532-0361

●出展内容

【多機能いす】
ティルト＆リクを連動させた『新リンク機構』体がずれにくく、開発
チームはものづくり日本大賞受賞。
【ウォッシュサポート】
フットケアに推奨 洗う
をデザインした、頭・手・足洗浄器。上下昇降機能により無理のない姿勢で作業負
担を軽減し腰痛防止に効果的。
【 その他】ディスポタオル・フォーケアクッション・
自在チェア他。

待ち時間対策

2-110 ㈱ヒュー・メックス

看護業務の効率化と安心感の向上にお役立ていただける、機能的なエンゼルケ
ア用品
「セーフティセット」
やエンゼルメイクキット
「メモリーシオン」
をご用意して
お待ちしております。

2-103 ㈱ファーストレイト
〒373-0073
群馬県太田市緑町81-3 太田さくら工業団地内
TEL:0276-56-4888 FAX:0276-56-4440
http://www.ﬁrst-rate.co.jp

お問い合わせ先

0276-56-4888

●出展内容

癒しの空間をプロデュース致します。

当社は、プラスチック手袋・サージカルマスクなどの感染防止対策品を中心とし
た製品ラインナップとなっております。
また、紙製品（ペーパータオル、紙コップ）等様々な製品も展示しておりますの
で、是非ブースへお越しください。

The 13th

2-102 フォーク㈱
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 アークビル5F
TEL:092-472-5995 FAX:092-471-7384
http://www.folk.co.jp

ASIA MEDICAL SHOW 2018

2-14 フクダコーリン㈱
お問い合わせ先

092-472-5995

〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津2-3-5
TEL:092-622-1296 FAX:092-622-2518
http://www.fukuda.co.jp/colin/

お問い合わせ先

092-622-1296

●出展内容

●出展内容

医療用白衣及びスクラブ

生体情報モニタ、周術期支援システム、スポットチェックモニタ、血圧脈波検査装
置、神経伝動装置、ネブライザの展示

1-2

フクダ電子西部北販売㈱

〒812-0004
福岡市博多区榎田2-2-70
TEL:092-473-7741 FAX:092-473-0039
共同出展：フクダ電子西部南販売㈱、
フクダライフテック九州㈱

お問い合わせ先

092-473-7741

2-57 ㈱富士医科精器
〒857-0031
長崎県佐世保市保立町1番32号
TEL:0956-24-2441 FAX:0956-25-5827
http://www.fujiika.jp/

お問い合わせ先

0956-24-2441

●出展内容

●出展内容

◯NEXT STAGE フクダ電子は予防・検査〜治療〜経過観察〜在宅・リハビリ、そして介護までをトータル提案致します。
◯多様化する医療ニーズに応えるために、生体検査装置の提供にとどまる事無く、治療装置・在宅医療・救急救命などのより
幅広い医療分野へと医療機器製品を展開しております。
◯ーよりシンプルに、より使いやすくー、血圧を測るような感覚で動脈の硬さを測定可能。クリニックにも適したコンパクト
な血圧脈波検査装置 VS−2000をブースでは詳しく展示、紹介しております。
◯他にも最新の機器や情報システムの製品情報・トピックご用意し皆様のフクダ電子ブースへのお越しをお待ちしており
ます。

従来型ホトパックのすぐに冷めてしまうとか手間暇がかかる等の不満を解消し、
42℃〜43℃の温度で長時間保温60分以上が可能になったため治療前の保温や
リハビリ室以外での病棟・訪問リハなどいろいろな使用方法を可能にし、加温器
より取り出し直接患者様に使用できるためスタッフの作業軽減につながる、医療
認可を取得したホットパックです。

2-6

㈱フジ医療器

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル14F
TEL:06-4793-0611 FAX:06-4793-0601
https://www.fujiiryoki.co.jp/

5-22 ㈱ブライテック
お問い合わせ先

06-4793-0611

〒870-0107
大分市大字海原739番地３
TEL:097-558-1125 FAX:097-558-2130
http://www.btec-net.co.jp/

お問い合わせ先

097-558-1125

●出展内容

●出展内容

マッサージチェアのパイオニアとして、創業以来63年にわたり人々の生活向上と
健康管理に貢献してまいりました。付加価値向上に繋がるようなお客様に安心し
てくつろいで頂けるマッサージチェアや、機能性と快適性を追求した新世代のデ
ジタル補聴器をご提案いたします。長期保証、
レンタルプランもご用意しており
ますのでお気軽にご相談ください。

歩行器の電動化装置
「Ｂ−ＧＯ」
は、自力で移動する手段を持たない重い障がい児
の移動を手助けする歩行器に、電動化装置を付加し、自らの意志により自由に移
動できることで、運動能力促進及び日常生活の質的向上を図るリハビリ用機器
です。

2-28 ㈱プラッツ

2-80 ㈱ホギメディカル

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 FAX:092-584-3436
http://www.platz-ltd.co.jp/

お問い合わせ先

092-584-3434

●出展内容

お問い合わせ先

092-475-1861

●出展内容

【ポジショニングベッド P300シリーズ】背ボトムを2分割した
「ハイバックサポー
ト機能」
により、背上げ時に頸部の角度を調節でき、自然なリクライニングを実
現。誤嚥・褥瘡リスクを低減します。体位管理の再現性を高め、治療をサポートす
る新しい医療施設用電動ベッドです。

4-7

〒812-0008
福岡市博多区東光2丁目22-22
TEL:092-475-1861 FAX:092-475-1864

マシモジャパン㈱

〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー24階
TEL:03-3868-5201 FAX:03-3868-5202
http://www.masimo.co.jp

プレミアムキット＆コンテナ
術前のピッキング作業が大幅に削減され、手術準備時間が短縮されます。誰でも
過不足なく統一した準備ができることから、本来の業務に集中できるようにな
り、安全性が向上します。また、手術準備をより効率化することで、様々な面で病
院経営に貢献します。

2-58 ㈱松本
お問い合わせ先

03-3868-5201

〒851-0133
長崎市矢上町6-10
TEL:095-814-9800 FAX:095-814-9801
http://www.kk-matsumoto.com/

お問い合わせ先

095-814-9800

●出展内容

●出展内容

パルスオキシメータ、脳機能モニタ等。

世界初!!電力の出力・充電をしながらバッテリーの交換ができる電源装置
「リフィ
ルバッテリー式発電機 G-CROSS」
を展示いたします。電力を継続的に使いた
い、途切れさせたくない、騒音・排気ガスを出したくないという災害医療現場の声
にこたえて製品化しました。既に日本赤十字社の原子力災害訓練などでご活用
いただいております。
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2-100 松吉医科器械㈱
〒113-8520
東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F
TEL:03-5816-8800 FAX:03-5816-8820
https://www.matsuyoshi.co.jp/

2-11 三浦工業㈱
お問い合わせ先

03-5816-8800

●出展内容

〒812-0006
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目24-20 三浦福岡ビル3F
TEL:092-413-7102 FAX:092-414-0614
http://www.miuraz.co.jp/

お問い合わせ先

092-413-7102

●出展内容

医療機器専門商社として豊富な取扱商品を掲載した業界屈指の軽いカタログ
「松吉医療総合カタログ」
は、初版発刊以来、お取引先様、医療従事者様の方々に
ご好評を頂いております。今回は聴診器や非接触式体温計、パルスオキシメー
ターなどの看護アイテム、現場で役立つマスク・グローブなどをご紹介します。

2-29 ミズホ㈱
〒113-0033
東京都文京区本郷3-30-13
TEL:03-3815-3097 FAX:03-3813-5068
http://www.mizuho.co.jp

ミウラ独自の減圧沸騰式洗浄器RN型を実機展示します。専用ノズルやラックは
不要で、洗浄槽内に投入するだけで内腔器材も洗浄が可能です。また、乾燥時間
を大幅に短縮したシステム乾燥器RL型のデモ運転を行います。
洗浄〜乾燥〜滅菌まで現場作業の改善をお手伝いする装置を取り揃えておりま
すので、弊社ブースへお気軽にお立ち寄りください。

1-1
お問い合わせ先

03-3815-3097

ミナト医科学㈱

〒532-0025
大阪市淀川区新北野3丁目13番11号
TEL:06-6303-7166 FAX:06-6303-9765
http://www.minato-med.co.jp

お問い合わせ先

06-6303-7166

●出展内容

●出展内容

・チャーミングマット
【フィット感と肌触りを追求した体圧分散マットレス】
・電動式デジタルエアータニケット
【見やすい、わかり易い操作パネル、
カラーユ
ニバーサルデザイン、緊急時のバッテリー搭載、
メモリー機能、充実した安全機
能を搭載】
・プロンビューカメラ
【麻酔、手術中に患者の表情・顔色が視認できます】

身体の柔軟性に着目し、特定の筋肉にアプローチするウオーターマッサージベッ
ドと関節にアプローチするシンクロウエイヴを展示します。試乗前後でFFDの改
善がご体験いただけます。柔軟性が改善した後はトレーニングをお勧めします。
カードにより個人管理が可能なWTSシリーズを3機種展示します。また、新発想
の頸椎・腰椎牽引装置も展示します。

2-5

都ユニリース㈱

〒811-3226
福岡県福津市小竹1-1-18
TEL:094-036-9358 FAX:094-036-9328
http://www.unilease.co.jp

2-52 ㈱ムトウ
（ムトウグループ）
お問い合わせ先

094-036-9358

●出展内容

お問い合わせ先

092-631-0047

●出展内容

・ユニフォームのリース・レンタル・管理・販売・クリーニング
・オリジナルユニフォームの提案及び製作販売
・特に弊社管理システムはユーザー様が弊社専用WEBシステムをご使用頂ける
事で職員様のユニフォーム管理の手間が格段に減少する画期的なシステムです。

2-55 村中医療器㈱
〒540-0036
大阪府大阪市中央区船越町2-3-6
TEL:06-6943-1221 FAX:06-6947-5360
http://www.muranaka.co.jp/

〒812-0044
福岡市博多区千代4-29-27
TEL:092-631-0047 FAX:092-633-6251
http://www.wism-mutoh.co.jp/

㈱ムトウテクノス：ＭＥ機器管理システム【ＨＯＳＭＡ
（ホスマ）】 ，位置情報検知システム
【ＨＯＳＢＥ
（ホスビー）】
㈱エムエムアンドニーク：汎用冷凍手術ユニット【クライオプロ】 ，観察専用ダーモスコープ
【エピライトエイト】
東京医研㈱：ストレスチェック【ボディチェッカー】 ，家庭用赤外線治療器【スーパーライザーｍｉｎｉ】

2-2
お問い合わせ先

06-6943-1221

㈱メディアート

〒170-0014
東京都豊島区池袋1-8-7 サン池袋I 2F
TEL:03-5953-7011 FAX:03-5953-7012
http://www.medi-art.co.jp

お問い合わせ先

03-5953-7011

●出展内容

●出展内容

Miele
PG8592ウォッシャーディスインフェクター，
DSマレフ電動デジタルエ
アータニケット，
超音波血流計ドップレックス，
P-Flowdiary携帯式尿流量計，
HEINE ML4 LEDヘッドライト，
BONIMEDシルバーSバイポーラピンセット

弊社では、テレビモニターを使用した、院内情報のデジタルサイネージを提案し
ております。待合室等でのテレビモニターで様々な動画やアニメーションのコン
テンツを流すことで、非常に高い視認性で患者の方々に視聴していただけ、伝え
たい情報を老若男女問わず分かりやすく伝えることができます。

2-13 メディア㈱
〒113-0033
東京都文京区本郷３丁目２６−６ NREG本郷三丁目ビル
TEL:03-6327-8804 FAX:03-5684-2564
http://www.t-yamakawa@media-inc.co.jp

4-3
お問い合わせ先

03-6327-8804

㈱メディコン

〒541-0056
大阪市中央区平野町2丁目5-8平野町センチュリービル9F
TEL:06-6203-6541 FAX:06-6203-6448
https://www.crbard.jp/ja-JP

お問い合わせ先

06-6203-6541

●出展内容

●出展内容

RENO低温プラズマ滅菌システムは過酸化水素ガスと２種類のプラズマの働きに
より、低温で素早く、安全に器材を滅菌できるプラズマガス滅菌器です。
医院に合わせて卓上サイズからパススルーモデルまで、複数のモデルをご用意し
ています。
使い勝手の良い優れたプラズマ滅菌器の特性をより安価にご利用いただけます。

泌尿器部門では、閉鎖式トレイをはじめ親水性・銀コーティング、温度センサー付
きなどのフォーリーカテーテル。血管
（静脈アクセス）
部門では皮下埋込型のポー
ト、PICC、CVカテーテル。外科製品部門では鼠径・腹壁瘢痕ヘルニア用メッシュ、
止血剤の展示を行います。
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2-17 ㈱メディソンアコマ西日本販売

2-59 山下医科器械㈱

〒812-1165
福岡市東区二又瀬新町13-17
TEL:092-621-0221 FAX:092-621-0225
http://www.md-acoma.com/

〒841-0061
佐賀県鳥栖市轟木町字四本松1777-1
TEL:0942-90-0200 FAX:0942-90-0203
http://www.yamashitaika.co.jp/

お問い合わせ先

092-621-0221

お問い合わせ先

0942-90-0200

●出展内容

●出展内容

*回診用Ｘ線撮影装置 小型で軽量の回診用Ｘ線撮影装置で、充電バッテリーによるコー
ドレス方式により狭い空間での病棟や手術室又災害時の移動など多様な現場にも柔軟
に対応。
*ポータブルＸ線撮影装置 国内モデル最少、最軽量を実現したバッテリー式携帯型Ｘ線
撮影装置。小型軽量化により可搬性に優れ在宅医療、災害医療の現場に適した携帯型。

地域医療を支える病院・診療所、介護福祉系施設様など幅広いお客様のニーズ
に的確にお応えする
「トータル・メディカル・サポート
（総合医療支援）
」
企業です。
今回は、注射薬・医療材料認識システムと最新のリハビリ支援装置などをご紹介
しております。

2-22 山田医療照明㈱
〒816-0932
福岡県大野城市瓦田5-3-29
TEL:092-588-3322 FAX:092-588-3323
https://www.skylux.co.jp/

5-1
お問い合わせ先

092-588-3322

㈱ヤマト

〒631-0823
奈良市西大寺国見町1−6−3
TEL:0742-48-0266 FAX:0742-48-2207
http://www.k-yamato.co.jp

お問い合わせ先

0742-48-0266

●出展内容

●出展内容

IXM CJ 自然光に近い高い色再現性と優れたデザイン性を誇る、最高クラスの手術用照
明灯です。
Flat base light 導光板を使用しノイズ対策も行った医療施設向け薄型照明です。病室、
診察室、手術室といった様々な部屋で安全にお使い頂けます。
S.K.Y.PRO 無影灯を傷めず、1Stepで除菌と洗浄が可能な高品質ウェットペーパーです。

純国産の小型管理医療機器のご紹介です。業界初のダブルスイングモーション
と回転磁場効果で足に溜まった血液や水分を素早く上半身に送り返します。1台
で全身のリンパケア、骨盤バランスの調整にご使用頂けます。

5-10 ユーコネクト㈱
〒810-0001
福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル8階
TEL:092-401-2215 FAX:092-401-2216
http://www.youcone.co.jp/

5-6
お問い合わせ先

092-401-2215

ユニバーサル・サウンドデザイン㈱

〒105-0022
港区海岸1-9-11-2F
TEL:03-6427-1467
http://u-s-d.co.jp

お問い合わせ先

FAX:03-6745-3329

03-6427-6815

●出展内容

●出展内容

私たちは『社会保障費の抑制と確保』
を目指しています。
１．
医療機関・企業ブランディングを活用した集患・集客を実践
「広報戦略」
２．
総合人材サービス事業で必要な人材の確保支援
「人材紹介、派遣、委託」
３．
脱介護をキーワードに機能訓練特化型デイサービス、訪問看護ステーション
を展開
「次世代型ヘルスケア事業 ユーフィット」

聴こえづらい方に向けた対話システム
「comuoon
（コミューン）
」
シリーズは、聴
こえに悩む人が自ら工夫するのではなく、話す側から聴こえの改善に歩み寄ると
いう逆転の発想から生まれた全く新しいスピーカーシステムです。マイクから入
力された音を明確に分解し、聴き取りやすいクリアな音へと変換します。会場で
ぜひご視聴ください。

2-72 ユビックス㈱

2-83 ㈱ユヤマ

〒135-8073
東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル
TEL:03-5531-0154 FAX:03-5531-0153
http://www.ubi-x.co.jp

お問い合わせ先

03-5531-0154

〒561-0841
大阪府豊中市名神口3丁目3番1号
TEL:06-6332-2580 FAX:06-6333-2135
http://www.yuyama.co.jp/

お問い合わせ先

06-6332-2580

●出展内容

●出展内容

パルスオキシメータ、MRI検査室用生体情報モニタ、非接触放射体温計

弊社は薬局・病院薬剤部で毎日調剤する薬を患者さんが安心して服用いただく
ために、また、薬剤師の業務負担を軽減するための調剤サポート機器を製造・販
売しております。最新技術を搭載した分包機を始め、在宅療養患者・施設向けの
服薬支援機器を出展します。九州地区初出展の機械を取揃えておりますので、是
非とも弊社ブースにお越しください。

5-16 龍宮㈱

2-65 レールダルメディカルジャパン㈱

〒839-1306
福岡県うきは市吉井町新治278
TEL:0943-75-3148 FAX:0943-75-3140
http://www.pasima.com

お問い合わせ先

0943-75-3148

〒102-0082
東京都千代田区一番町８
TEL:0120-309-060 FAX:03-3222-8090
http://www.laerdal.com

お問い合わせ先

0120-309-060

●出展内容

●出展内容

脱脂綿とガーゼを応用した健康寝具
「パシーマ」
と脱脂綿とガーゼが一体となっ
た
「カッテガーゼ」
を出展。パシーマは吸水性・放湿性に優れ、軽く、温かく、洗濯す
るほど肌ざわりがよくなります。眠りについても、寝つきがよく、
リラックスして眠
れるなどのエビデンスがあり、第３回健康科学セレクションズで大賞受賞。赤ちゃ
んがなめても安心。

CPRマネキンリトルアンにフィードバックテクノロジーが搭載され、CPRの質、
ト
レーニングの効率、学習者の取り組みを改善するためのサポート機能が付きまし
た。リトルアンQCPRアプリは最大6名の受講生の概要を把握することができ各
受講生が何を学習する必要があるのかを特定できます。
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2-4

㈱ワールド・ワイド・メディカル
㈱ＬＣトレーディング

〒839-0862
福岡県久留米市野中町1288番
TEL:0942-31-8823 FAX:0942-31-8825
http://www.kumin.ne.jp/wwm/

お問い合わせ先

0942-31-8823

●出展内容

5-5
5-9

学会・医学研究展示場

第29回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会
第16回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会学術集会
第8回日本下肢救済・足病学会九州・沖縄地方会学術集会
「チームで行う長井式植毛と瘢痕性脱毛に対するRigenera 最新治療」

長命草青汁は南西諸島に自生する秘草、正式名称はボタンボウフウを主原料と
した青汁です。食物繊維や18種類のアミノ酸、各種ビタミン、
ミネラルが豊富に
含まれています。さらに、低分子ピュアコラーゲンを内容量の50%加えました。
長寿の島が生んだ奇跡のスーパーフードの青汁で健康でイキイキとした毎日を
お過ごしください。

第1回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会
日本抗加齢医学会 九州地方会
第52回九州人工透析研究会総会

プログラム協賛

広 告 協 賛

アイティーアイ㈱

アイティーアイ㈱

㈱アステム

㈱アステム

㈱えん

㈱グループ二十一

㈱キシヤ

㈱ キシヤ

九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）

キヤノンメディカルシステムズ㈱

㈱事業承継支援センター

九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）

総合メディカル㈱

ジーエムメディカル㈱

日本医療機器販売業協会システムプロジェクト

島津メディカルシステムズ㈱

日本光電工業㈱

総合メディカル㈱

九州支店

パラマウントベッド㈱

テルモ㈱

フィッシャー＆パイケル ヘルスケア㈱

㈱西鉄シティホテル

福岡県医療機器協会

日本光電工業㈱

福岡県保健医療介護部薬務課

日本コヴィディエン㈱

フクダ電子西部北販売㈱

日本ヒューマンメディク㈱

山下医科器械㈱

㈱日立製作所

九州支店

フクダ電子㈱
プログラム共催

㈱フジ医療器

福岡県

三浦工業㈱

協

山下医科器械㈱

力

エース印刷㈱
㈱九州共立
㈱サイコー舎
東武トップツアーズ㈱
トレジャリーワインエステーツジャパン㈱
西鉄運輸㈱
㈱ファビルス
マトリクス・エスディ㈱
レッドホースコーポレーション㈱
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