2020 年 10 月 13 日
東 北 経 済 産 業 局

メディカルクリエーションふくしま 2020WEB 併催イベント
「医工連携×ニューノーマル時代；臨床工学技士が読み解く
ポストコロナの医療機器開発」の御案内
東 北 経 済産業局では、初めてのウェブ開催 となる第 16 回「メディカルクリエーション
ふくしま 2020WEB」において、地域企業の医療機器産業への参入促進や事業化
確度の高い製品開発・製品改良につなげることを目的としたウェビナーを日本臨床
工 学 技 士会 臨学産連携委員会と共催で開催します。
本ウェビナーでは、ウイズコロナからアフターコロナに向けて開発された製品等 を題
材に、開 発 企業と医療従事者 とのディスカッションを通じて販路開拓・拡大に向けた
付加価値アップや改 善ポイントの提案等 を行い、ポストコロナにおける製品開発の
視点を読み解きます。
展示会と併せ、多くの皆様の御参加をお待ちしております。
1.タイトル
医工連携×ニューノーマル時代；臨床工学技士が読み解くポストコロナの医療機器開発
2.開催日時
2020年10月17日（土曜日）13時00分～14時30分
3.開催形式
オンラインセミナー（無料）
4.構成
・ 冒頭講演
加藤 博史 氏：神戸大学医学部付属病院医療技術部臨床工学部門 臨床工学技士長
・ 取組紹介・ディスカッション①「ウイズコロナからアフターコロナに向けた製品開発」
取組紹介企業：株式会社東北ウエノ（岩手県一関市）、
株式会社フルヤモールド（秋田県大仙市）
＜ディスカッション参加者（上記企業含む）＞
守澤 隆仁 氏：医療法人あけぼの会花園病院 臨床工学部長・透析センター技師長
氏家 憲一 氏：一般社団法人福島県臨床工学技士会会長
加藤 博史 氏：神戸大学医学部付属病院医療技術部臨床工学部門 臨床工学技士長
・ 取組紹介・ディスカッション②「アフターコロナの医療環境を見据えた製品開発」
取組紹介企業：株式会社IMUZAK（山形県山形市）
＜ディスカッション参加者（上記企業含む）＞

野沢 義則 氏：八戸市立市民病院 臨床工学科・医療安全管理室
尾越 登 氏：一般社団法人宮城県臨床工学技士会 会長
守澤 隆仁 氏：医療法人あけぼの会花園病院 臨床工学部長・透析センター技師長
・ 取組紹介・ディスカッション③「医療現場や販路視点を踏まえた製品開発」
取組紹介企業：小林クリエイト株式会社（愛知県刈谷市）
＜ディスカッション参加者（上記企業含む）＞
井桁 洋貴 氏：株式会社麻生飯塚病院 臨床工学部 副技師長
菊池 雄一 氏：一般社団法人岩手県臨床工学技士会 会長
伊藤 慎一 氏：国立大学法人秋田大学 産学連携推進機構 准教授／総括URA
・ 総括（まとめ）
5.参加お申込み
下記WEBサイトの「来場登録はこちらから」よりお申込みください。
https://fmdipa.jp/mcf/
（参考）メディカルクリエーションふくしま2020WEBについて
ものづくり企業の特徴ある製造部品や技術の展示と、医療機器メーカーによる最新医療機
器の展示を同時に行いより具体的なビジネスマッチングを促進するとともに、各種セミナー
を実施し有益な情報発信をすることを目指して2005年より継続して開催しています。
今年は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から従来の集合型展示会形式ではなく、オ
ンラインで開催いたします。

（本発表資料のお問合せ先）
東北経済産業局 地域経済部 製造産業課長 村田
担当者：晴山、鈴木、小池
電話：022-221-4903（直通）
FAX：022-265-2349

医療機器メーカー、ものづくり企業、医療・介護従事者、学生等が集う
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医療機器設計開発・製造に関するオンライン展示情報展
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視聴 お申し込みは
無料 こちらから！

詳しくは、

特設WEBサイトで
チェック !!

（一部をご紹介します）

出展者プレゼンテーションはTOPページで常時公開！
出展者ページだけでは表現しきれない製品の魅力や最新技術、ノウハウ、取組み等を紹介・発表します！
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日

「医療製品サプライチェーンの危機管理とは。
東日本大震災時との違い〜福島の事例から〜」
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メディカルクリエーションふくしま2020WEB特設サイトは
9月18日〜2021年２月中旬(予定)まで継続公開!!

オンライン同時開催

「医療と介護のロボット展」

来場は
こちらから!

20 のメーカーが
集合 !!

WEB

主催

※研究開発、生産技術、購買管理担当者様へお渡しください
オンライン商談を実施していただいた方の中から

抽選で商品が当たる !!

出展者
プレゼンテーションを
事前配信！

9月
出展者ページ・プレゼンテーションを事前
OPEN ◉
にチェック！

◉ 詳しく説明を受けたい、挨拶・名刺交換をした
い企業へ「ミーティングリクエスト」を申請！

◉ お探しの技術や困りごとなどに対し、出展者か

出展者との
面談アポイントも
クリック 1 つで！

らの提案を受けることも可能！

※来場登録時にお知らせください。
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WEB 開催！
出張せずに
気軽に参加できる！

当日はさらに！

イベント
◉ アポイント成立した出展者とWEBミーティング！
当日

当日はセミナーを
LIVE 配信！！

◉ 出展者プレゼンテーションを常時配信します！

気になる出展者に「ミーティングリクエスト」を
申請！

◉ セミナーも特設サイトから簡単に聴講可能！

メディカルクリエーションふくしま2020WEB特設サイトでの交流は2021年2月中旬（予定）まで可能！
出展者情報は更新してまいります。気になる出展企業担当者へお気軽にメッセージを送信してください。

来場登録・セミナー登録
についてのお問合せは

メディカルクリエーションふくしま 2020 サポートデスク

TEL：024-926-0334

Email：mcf@exd-connect.jp

学生・
保護者の
皆様へ !

◎医工連携 × ニューノーマル時代
〜臨床工学技士が読み解くポストコロナの医療機器開発〜
（経済産業省東北経済産業局）

併催

「製造業と製造販売業との大きな違いを正しく理解しよう！」

◎福島県内医療機関における医療施設用ロボット等の導入報告
〜リハビリテーションの現場から〜

（ふくしま医療機器産業推進機構）

◎介護ロボット福島フォーラム2020
介護ロボットの「今」を知る

（ ふくしま医療機器産業推進機構 ）

◎医療機器開発事例と開発支援機関の役割

（厚生労働省「介護ロボット地域フォーラム事業」）

（東北大学病院臨床研究推進センター）

10名
15名
60名

メディカルクリエーションふくしま2020はWEB開催！！
「初めまして」
も
「面談アポイント」
もすべてはオンラインからスタート
出展者情報が事前にチェックできる！
資料や動画もあって分かりやすい！

併催

福島県の医療機器関連企業をご紹介！
「オンラインインターンシップ」

12:00 〜 12:40

メディカルクリエーションふくしま（MCF）2020
受賞企業プレゼンテーション・審査委員長講評
◎医療機器品質保証担当者等人材育成セミナー

詳しくは
特設サイトで
ご案内

5,000円前後の福島県特産品
3,000円前後の福島県特産品
Amazonギフト券500円分

10:00 〜 11:30

12:00 〜 13:00

メディカルクリエーションふくしま
実行委員会

「ふくしま発の医療・ヘルスケア分野における
AI/IoT 実証事例」の紹介

（ふくしま医療機器産業推進機構）

医療や介護の現場から感染対策の実態や課題について伺います。
主催

WEB配信

日

大学、企業による研究開発、実証事例を紹介します。
主催

「ものづくりの力で感染症対策へ貢献」

13:00 〜 14:30

弊社があなたを招待いたします

10:00〜

土 16:00

医療製品の安定供給のためにどのような準備が必要か、サプライ
チェーンの危機管理について様々な事例に触れながら考えます。

17

10月

※タイトルや内容は変更になることがあります。最新情報は特設サイトでご確認ください。

実行委員長挨拶
「メディカルクリエーションふくしま」の開催につきましては，産・官・
学の関係者の皆様の温かい御支援と御理解、御協力を賜り、今年で
第１６回目を迎えることとなりました。心より御礼申し上げます。
本展示会は、ものづくり企業の特徴ある製造部品や技術の展示と
医療機器メーカーによる最新医療機器の展示を同時に行い、より具
体的なビジネスマッチングを促進するとともに各種の関連セミナーを
実施し、有益な情報を発信することを目指し２００５年より継続して開
催しております。この間、参加者数も次第に増加し、昨年は国内外か
ら２００以上の企業・団体に出展いただくなど「医療機器ふくしま」の
シンボルとして成長してまいりました。
今年は様々な展示会やイベントが中止、延期に追い込まれていま
すが、このメディカルクリエーションふくしまは、新型コロナウィルス
感染拡大が始まった３月に決断をし、確実に開催をするため、従来の
集合型の展示会形式を踏襲するのではなく WEB で行うことのメリッ
トを活かして大きく変化をさせ、全てオンライン上で行うことといたし
ました。

主催
共催

後援

私共も初めての取組みのため試行錯誤は続きますが、新型コロナ
ウィルス感染拡大の状況は今後もしばらくの間は続くと考えられます。企業、
支援機関、大学の皆様と共にウィズコロナ・アフターコロナを想定した新し
い取り組みに一緒にチャレンジしてまいりたいと思います。出展者間はもと
より来場される皆様との間において新たな繋がりを構築する場となりますよ
う、会期前からの出展者情報公開、製品・技術プレゼンテーションの配信、
事前アポイント申請など、場所や時間に制限されないオンラインならではの
広域的な交流拡大の促進に向け、充実したプログラムをご用意しております。
結びに、出展者様、来場者様にとって実りのある展示・情報展になりま
すことを御祈念申し上げますとともに、皆様の御参加を実行委員会一同お待
ち申し上げております。

メディカルクリエーションふくしま実行委員会
委員長

メディカルクリエーションふくしま実行委員会

小林

利彰

事務局 :( 一財 ) ふくしま医療機器産業推進機構

福島県／一般財団法人 ふくしま医療機器産業推進機構【主管】／福島県医療福祉機器産業協議会／福島県薬事工業協会／福島県医療機器販売業協会／一般社団法人 福島県臨床工学技士会／公
立大学法人 福島県立医科大学／株式会社 東邦銀行／公益財団法人 福島県産業振興センター／公益財団法人 郡山地域テクノポリス推進機構
一般社団法人東北医療・介護ロボット普及協会
文部科学省／厚生労働省／経済産業省 東北経済産業局／郡山市／一般社団法人 日本医療機器学会／公益財団法人 医療機器センター／一般社団法人 日本医療機器産業連合会／一般社団法人 日
本医療機器テクノロジー協会／一般社団法人 日本医療機器工業会／特定非営利活動法人 医工連携推進機構／一般社団法人 福島県医師会／公益社団法人 福島県歯科医師会／一般社団法人 福島
県薬剤師会／公益社団法人 福島県看護協会／公益社団法人 福島県診療放射線技師会／一般社団法人 福島県臨床検査技師会／一般社団法人 福島県理学療法士会／独立行政法人 日本貿易振興機
構 福島貿易情報センター（ジェトロ福島）／福島県商工会議所連合会／福島県中小企業団体中央会／独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部／福島県信用保証協会／福島県中小企業家同
友会／一般社団法人 福島県発明協会／公益財団法人 郡山コンベンションビューロー／福島県商工会連合会／郡山商工会議所／日本大学工学部／一般社団法人 米国医療機器・IVD工業会
（AMDD）／米国先進医療技術工業会（AdvaMed）／独立行政法人 国際協力機構 東北センター（JICA東北）／株式会社 日刊工業新聞社 福島支局／福島民報社／福島民友新聞社／

メディカルクリエーションふくしま2020
についてのお問合せは

メディカルクリエーションふくしま実行委員会

【事務局】一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

TEL：024-954-4014

Email：mcf@fmdipa.or.jp

〒963-8041福島県郡山市富田町字満水田27番8 ふくしま医療機器開発支援センター内

出展企業のご紹介
品
原材料（金属・非金属・樹脂・新素材）

秋山精鋼㈱

マルテンサイト系ステンレス鋼
「ASK-3900」

㈱シーケービー
工作機械、鍛圧機械、測定機器等

㈲福島熔材工業所／［共同出展］
ふくしま医療関連ビジネス研究会
タングステンヒーターチップ
チューブ・パイプ
2013 年
第2 回
MCF 大賞

㈲エスク

㈱ナベヤ

東洋紡㈱

セックワン ® 及び医療用血液回路
チューブ

エアロゾルシールド関連製品、金属加工 LB による微細加工サンプル、電子ビーム溶接サ
製品、プラスチック加工製品
ンプル、レーザークリーニング装置洗浄サンプル
プラスチック加工

❶多条多層コイル、
❷レーザー加工部品、 新型コロナウイルス抗体検出キット部品
❸首振り機構、
❹電解研磨、
❺微細コイル

三光化成㈱

㈱荻野製作所

京西電機㈱

藤倉コンポジット㈱
減圧弁、シリコーンゴム成形品
電子部品・電子機器

㈲ＵＮＯ／［共同出展］
２１
あおもり産業総合支援センター
コアレスモータ

日本大学工学部・計測診断
システム・長尾研究室

ベスパック㈱
医療用包装材料

バッグ製品

シナノケンシ㈱

ブロワ、コンプレッサー、BLDC モータ、ステッピ
ングモータ、補聴器、医療機器受託生産・受託開発

（公大）福島県立医科大学 医療-産業
トランスレーショナルリサーチセンター

膝関節炎の予防・柔らかさの度合いを目指し 本大学発ベンチャーが行うエンドトキシン
試験関連サービスおよび製品
た試作

（独）国際協力機構
（JICA）
東北センター

ODAを活用した民間企業海外展開
-JICA支援事業のご紹介-

（一財）
ふくしま医療
機器産業推進機構
https://fmdipa.jp/

エコー電気㈱
2012 年
第1 回
MCF 大賞

涙液貯留量評価 (SMTube)

㈱マイステック
外科用手術器械

光陽産業㈱
「トルクリミット付ルアーロック」

東北大学
ナレッジキャスト㈱

開発初期から承認までゴールを見据えて提
供 す る、医 療 機 器 開 発 支 援 サ ー ビ ス を 紹 介
します。

東京都医工連携HUB機構

東京都医工連携HUB機構の概要説明、
医工連携セミナーの案内等

福島県

福島県とドイツ・ノルトライン＝ヴェ
ストファーレン（NRW）州との交流

CYBERDYNE㈱
ミツフジ㈱

整形外科手術器械
印刷・ラベル

三鷹製版㈱

㈱住田光学ガラス

添付文書

ラベル

（公大）会津大学

東北大学病院臨床研究
推進センター
（CRIETO）

支援機関・官公庁

インターテックジャパン㈱

医療機器向け安全試験、EMC（電磁波適合性）
・無線試
験、
性能試験、
サイバーセキュリティ、
各国認証、
校正サー
ビス、個人用防護具（マスク・ガウン）の安全試験

（公財）大田区産業振興協会

福島県医療福祉
機器産業協議会

はままつ次世代光・
健康医療産業創出拠点

マネジメントシステム認証 (ISO 13485 等）、「はままつ次世代光・健康医療産業創出
医療機器認証、計測器の校正、JIS マーク認証、
拠点」の活動紹介
機能安全評価等

福島県ハイテクプラザ

協議会の活動をご紹介します。

㈱三幸製作所

㈱ユニタック／［共同出展］
ひろしま医療関連産業研究会

介護関連製品

㈱エフコム

（一社）福島県発明協会

新規導入機器、支援メニュー紹介

診療化成㈱

医療機器安全試験・認証

クリーン生成装置

※8月25日までにお申込みいただいた企業様から先行してご紹介しております。

KOACH

加圧式医薬品注入器、真空吸引器、換気
用気管支チューブ、注射筒輸液ポンプ等

アサヒ電子㈱／［共同出展］
ふくしま医療関連ビジネス研究会

アドバンテック㈱

医療関連製品

無影ライト

タマチ工業㈱

C645

大研医器㈱

投薬瓶、軟膏容器、医療機器商品、陰
洗ボトルなど

機構部品（アシストヒンジ・ダンパーヒンジ・ AI・ロボティクス バイタル情報連携ソリュー 心と身体のリハビリをする次世代自立支援
ガイドレール・垂直フリーストップ金具 etc） ション 「myViTAL (マイバイタル）」
の電動歩行補助椅子 Rcot（アールコット）

ナノテックシュピンドラー㈱ 美和電気工業㈱ 郡山支店

沖縄健康バイオテクノロジー
研究開発センター

フィルター・不織布・テープ

工具・マシンツール

㈱東鋼

❶生体センシング用カスタム加工部材❷迅速検査
キット各種加工部材／三次元細胞培養キット

㈱アイティークレスト／［共同出展］
２１あおもり産業総合支援センター

㈱OKIアイディエス
医療機器 開発設計製造受託

音声認識ソリューション

NISSHA㈱

当社のグローバル拠点で行っている受託開発・
製造のサービスを中心に紹介いたします。

医療向けコンピュータ

富士コンピュータ㈱・AI技術研究所／［共同出展］
浜通り地域等医療・福祉機器導入モデル事業
介護支援AIロボット「ふくちゃん」

東大阪市医工連携研究会／東大阪市
案件に応じて対応可能な企業をご紹介
するマッチングサービス

みやぎ高度電子機械
産業振興協議会

宮城県のものづくり企業と協議会活動
をご紹介

医用システム創造フロンティア

郡山市

ふくしま医療関連
ビジネス研究会

ふくしま医療関連ビジネス研究会
会員企業とともに出展します。

宮崎県北部医療関連
産業振興等協議会

開口器、開創器（口腔外科・整形外科の医師と共
同開発）、マーカーシステム（消化器外科の医師と
共同開発）、体位変換器・移乗器

人工関節、骨接合材料等の医療機器

㈱イノフィス

１.嚥下筋計測デバイス、２.介護業務時間分
析ツール（業務支援分野の介護ロボット）

Mobile Motion Visualizer 鑑（AKIRA）

映像脈波の計測・解析システム

（公財）郡山地域
テクノポリス推進機構

郡山地域テクノポリス推進機構の支援メ
ニュー等について紹介します。

ふくしま医療機器
開発支援センター

EMC試験・電気的安全性評価試験・化学的安
全性評価試験・生物学的安全性評価試験・
ユーザビリティ評価、トレーニング等

医療機器メーカー

㈱アクトラス

点滴計測通知センサ IDC-2501SA『DripiX』

ライトストライク（パルス方式キセノ
自社開発医療機器｢HiMechs PumpSAFE｣
ン紫外線照射ロボット）

㈱eロボティクス

マッスルスーツの技術を使用した医療/リハビ
感染症対策用「可搬型陰圧クリーンドーム」
リテーション機器（開発中）を紹介します。

㈱ヘルステクノロジー/［共同出展］
浜通り地域等医療・福祉機器導入モデル事業

㈱システムフレンド／［共同出展］
ひろしま医療関連産業研究会

林精器製造㈱

テルモ㈱

帝人ナカシマメディカル㈱

理化学研究用途：検体検出実験用キット

（国大）福島大学

（国大）弘前大学

沖縄バイオ産業
振興センター

パルステック工業㈱
センサー・計測機器

表面・めっき処理

めっき、アルマイト、電着塗装、イオンプ
レーティング、その他表面処理

医療機器、介護機器の開発

日昌㈱

医療用術具、医療機器、開発品（滑らないドリル ʻʻオ
メガドリル ʻʻ、乳癌把持鉗子 ʻʻパールリング ʻʻ）、特
殊精密切削工具、熱処理加工

日本電鍍工業㈱

超親水性シリコーンシートのご紹介

（国大）富山大学

複合精密切削加工部品

大田区製造業企業との無料マッチング 当センターは企業等が研究機器等を活用し医 沖縄バイオ産業振興センターの紹介 沖縄 企業誘致、産業創出関連資料及びパンフ
療機器を含む健康バイオに関する研究を行う
サービスおよび医工連携事例
をサブ工場としたビジネスモデルの提案 レット等
インキュベーション施設です。

（一社）トロピカルテクノプラス （一財）日本品質保証機構
医療機器開発沖縄コンソーシアム

ボールねじ、リニアアクチュエータ、
1軸アクチュエータ

㈱朝日ラバー

大腸ポリープ検出、大腸がん解析のコン
東北大学病院臨床研究推進センター（CRIETO）
ピュータ診断支援システム

ポスター

ケーエスエス㈱

梱包・パッケージング

医薬品及びパッケージに付加情報を追記
する装置 （誤認防止他）

パッケージ

医療用金属加工品

設計・製造ソフトウェア

部品調達から基板実装、完成品組立までの一
貫生産ができる工場となっておりクリーン
ルームも保有しております。

ニーズリンク技研㈱

㈱ひびき精機

㈱NAKANO／［共同出展］
ふくしま医療関連ビジネス研究会

2018 年
第7 回
MCF 大賞

㈱テーケィアールマニュ
ファクチャリングジャパン

極細径内視鏡、イメージバンドル、非
球面レンズなど

タカラ印刷㈱／
［共同出展］
ふくしま医療関連ビジネス研究会

医療機器の産業用ネームプレートなどの各
種製品
大学・研究機関

2019 年
MCF 奨励賞

ユニオン合成㈱

ホッティーポリマー㈱

医療関連製品

シャツ型ホルター心電計用電極、着衣型ホル 国産初の下肢静脈瘤治療用レーザ装置
ター心電計(サンプル)、川俣町実証用システム VENOLASER TR 1470

スガツネ工業㈱

㈱ヤマデン

㈱品川通信計装サービス

㈱佐文工業所

製品サンプル

眼科・全自動人工透析機他医療機器部品、
水路一体部品

精密板金部品

プラスチック部品生産の総合パートナー
（金型の設計〜成形品の組立まで一貫体制）

金属製医療機器関連部品

㈲中澤鋳造所

WALK-MATE ROBOT及びWALK-MATE ゴム・樹脂押出成形品、3Dプリンター
や各種フィラメント
VIWER

射出成形機、金型および関連部品

、酸素残圧
HAL® 医療用下肢タイプ、HAL® 自立支援用単関 医療用吸引器『ミニックシリーズなど』
低下警報器『AlarmBirdPippi』
、医療用圧力調整器
節タイプ、
HAL® 腰タイプ 介護・自立支援用
（予定）
『FF など』
、VacSax ディスポ吸引システム架台など
2019 年
第8 回
MCF 大賞

金属加工部品、切削工具

㈱北日本金型工業

カミテック㈱／［共同出展］
２１あおもり産業総合支援センター

精密切削加工

金属製メッシュ

㈱永沢工機／
［共同出展］
ふくしま医療関連ビジネス研究会

WALK-MATE LAB㈱

（公大）福島県立医科大学会津医療
センター整形外科・脊椎外科学講座

㈱金子製作所

アサダメッシュ㈱

医療用機器、半導体製造装置、分析装置等
樹脂切削加工品・射出成形品・金属加工品
プラスチック 2 色成形品
あらゆる産業装置のプラスチック製品
ロボット技術
3D 技術
組立て・自動化

㈱新興セルビック

❶受託生産品事例（水素発生器）
❷医療機 ❶部品調達〜基板実装〜ユニット組立て、
械用工部品❸ビジョン付き協働ロボット 電気検査❷各種カスタム電源

㈱東陽
㈱クボプラ

㈱北上エレメック／［共同出展］
みやぎ高度電子機械産業振興協議会

内視鏡、ステント、カテーテル等を含 独自の射出成形要素技術による、プラ
スチック製品のサンプル
む医療機器用の金属製精密パイプ

OEM・受託製造

ひとにやさしい新素材チタンタンタル合金
NiFreeT（ニ フ リ ー ト）、歯 科 イ ン プ ラ ン ト
（IAT インプラントシステム）

東成イービー東北㈱

マルホ発條工業㈱

金属加工

日本ピストンリング㈱

除振・防振マウント、防振パッド、除
振台、輸送用防振パレット

㈱タカナワ

成形技術

特設 WEB サイト上で出展者プレゼンテーションがあります !
お気軽に、各社担当者へのアポイント ( 挨拶・名刺交換 ) 申請をしてください !

詳しいご案内・ご相談は WEB で !

その他

イーピーエス㈱
事業紹介資料

これまでのメディカルクリエーションふくしま
（MCF）大賞・各賞受賞企業も出展！

メディカルクリエーションふくしま大賞は、医療機器関連分野への新規参入を目指し、
また、新しい商品・技術の開発や販路拡大を目指し日々挑戦している出展企業に対して、例年大賞を決定しています。
メディカルクリエーションふくしま(MCF)2020大賞企業の発表は 2020年10月16日イベント当日に行います。

神田産業㈱
パネル組立型 ER

COMPAMED 2020

COMPAMED はドイツ、デュッセルドルフで開催の医療機
器の加工技術、部品材料展（同時開催 MEDICA）。日本から
多数の加工、原材料メーカーなどが商談目的に出展。

最新の出展者情報
はこちらから

