
★医療機器企業（５社）が協業の提案を受け付けます！ 

『第４回医療機器企業への売込商談会』(逆見本市)開催案内 

マーケットイン型医療機器開発支援事業＜「次世代医療システム産業化フォーラム 2016」連携事業＞  
 
 
 
 
 
 
大阪商工会議所では、医療機器の販路開拓を目指す企業

等を主たる対象として、「試作はできたが、どうやって

販売していけばよいか分からない」、「自社で開発したが、

薬事承認を取り販売をしていくまでは難しいので、医療

機器企業と連携したい」といった悩みに応えるべく、自

社開発した医療機器等を医療機器企業へ売り込める逆

見本市方式の商談会を下記の要領で実施する運びとな

りました。特に医療機器の販路開拓にお困りの企業様に

とって、医療機器企業との連携を実現する大きなチャン

スとなりますので、ぜひこの機会に多数のお申込みをお

待ちしております。 
 

商 談 の 流 れ 

１．申込み 

    2016年 10月 20日（木）16：00締切  

申込書、案件情報シートに必要事項を記入の上、Ｅメールにて指定のメールアドレスへお送り下さい。 

※お申込後、２営業日以内（10月 18日以降のお申込は 10月 20日 17時迄）に、申込受付のご連絡が 

届いていない場合には、お申込を受領できていない可能性がございますので、お問い合わせ下さい。 

２．医療機器企業による案件確認 

    各商談申込内容について、医療機器企業が商談可否を審査します。 

３．商談時間等ご連絡 

    2016年 10月 31日（月）商談時間等ご連絡 

    商談可否、商談時間、事前面談日時をメールでご連絡します。 

※商談可否に関わらずメールをお送りしますので、連絡がない場合にはお問い合わせください。 

４．コーディネーターとの事前面談（商談参加企業のみ） 

2016年 11月 7日（月）～10日（木） （１面談 50分程度） 

    商談当日の売込についてアドバイスを致します。ぜひご活用下さい。 

※申込時にご希望の事前面談日時をご記入下さい。 

５．商談当日 

   2016年 11月 17日（木）10：00～17：00 （１面談 35分：予定） 

※事前に商談時間を指定させて頂きます。指定の開始時間の 10分前までには会場受付までお越し下さい。 

 

＜売込対象案件について＞ 

 原則として、医療機器（薬機法上の医療機器に該当しない周辺機器を含む）のうち、以下の①、②を対象とします。 

 ①すでに薬機法の認可を得ている医療機器などの完成品 

 ②今後、薬機法の認可が必要な医療機器などの試作品 

  ※医療機器の部材や技術は除きます。 

  ※各社の協業可能分野の詳細については、別紙の出展企業情報よりご確認下さい。 

名 称：医療機器企業への売込商談会（逆見本市） 

日 時：2016年 11月 17日（木）10時～17時 

場 所：大阪商工会議所 会議室 

主 催：大阪商工会議所、近畿経済産業局 

申込対象：医療機器の販路開拓を目指す企業 

参加費：無料 

－ 参 加 の メ リ ッ ト － 
・医療機器の販売（出口）企業への直接売り込みによりＢ2Ｂビジネスのチャンスが広がります。 
・経験豊富なコーディネーターから商談会開催前に売り込み手法のアドバイスが受けられます。 
・商談会時もコーディネーターが売り込みをサポートし、開催後もフォローアップが受けられます。 



参加医療機器企業、取扱希望品目一覧（社名五十音順） 

１． アズワン株式会社 

急性期病院、慢性期病院、回復期・リハビリ病院、特養、老健、クリニック向け医療機器、備品、

消耗材料、雑品など全般。特に病理検査、リハビリ（特に作業療法関連）、調剤（抗がん剤調整投与

など）、口腔外科、医療機器チェッカ（臨床工学技士）、泌尿器肛門外科、放射線科、心療内科商品等 
 

２． カイゲンファーマ株式会社 

消化器領域（内視鏡検査・手術、腹腔鏡手術等）、耳鼻科領域、検査・診断分野、歯科分野、 

介護・リハビリ分野、美容分野 等の医療機器及び周辺機器を対象としています。 

（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。） 
 

３． 株式会社常光 

当社の販路を活用できる商品は拡販が可能です。また、別分野への進出も積極的に行っています。 

血液分析装置などの臨床検査、病理検査機器や、体外診断用医薬品を想定。 

（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。Ⅳは原則、取扱い不可） 
 

４．センチュリーメディカル株式会社 

イノベーティブな医療機器から薬事申請を必要としない雑品まで、幅広く検討したいと考えて

います。 
 

５．村中医療器株式会社 

手術・処置・ICU・中材用器具、機械、装置の製造開発、福祉用機器、非医療機器を含む病院用小

物類（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。Ⅳは原則、取扱い不可） 
 

＜商談実施要領＞ 

・各面談時間は医療機器企業１社あたり３５分（予定）となります。 

 ・各面談には原則、大阪商工会議所のコーディネーターが同席し売り込みをサポートします。 

 ・各面談の実施は全て事前に調整を行います。当日の飛び込み参加等はお受付できません。 

 

＜申込要領＞ 

・お申込み企業１社につき、面談を希望する医療機器企業を第１～第３希望まで選択いただけます。第１希

望、及び、第１、第２希望のみの選択でも結構です。申込書及び案件情報シートに必要事項を明記の上、

お申込みください。 

・案件情報シートに記入された各種情報は事務局の他、面談希望企業が閲覧します。 

・「売り込み対象案件」に該当しない案件については、原則、面談をお断りさせていただきます。また、売

り込み対象案件に該当する場合でも面談をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承下さい。 

・参加企業を対象とした大阪商工会議所のコーディネーターによる売り込み手法のアドバイスは、11 月 7

日～10 日に実施を予定しております（於：大阪商工会議所［予定］）。 

 

＜申込方法＞ 

  １．下記ＵＲＬより、申込書、案件情報シートをダウンロードし、必要事項をご記入下さい。 

２．メールの件名を”「貴社名」＋「11/17 逆見本市申込」”として bio@osaka.cci.or.jp へご送信下さい。 

  （申込書、案件情報シートは下記ＵＲＬからご入手下さい。） 

 ＵＲＬ：http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/161117/ 

 

＜お問い合わせ＞ 

大阪商工会議所 経済産業部 ライフサイエンス振興担当 清水 

tel: 06-6944-6484  fax: 06-6944-6249  e-mail: bio@osaka.cci.or.jp 

  

 

http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/161117/
mailto:bio@osaka.cci.or.jp
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企業名 アズワン株式会社 

住所 〒550－8527 

大阪市西区江戸堀二丁目 1 番 27 号 

URL http://www.as-1.co.jp 

企業概要 

（２００字以内） 

事業内容：商社、カタログを用いたＢｔｏＢの卸売企業 

取扱い分野：医療分野、科学機器分野、産業機器分野など 

今回の重点分野：医療分野 

 

取扱希望品目 

 

急性期病院、慢性期病院、回復期・リハビリ病院、特養、老健、クリニック

向け医療機器、備品、消耗材料、雑品など全般。 

特に病理検査、リハビリ（特に作業療法関連）、調剤（抗がん剤調整投与など）、

口腔外科、医療機器チェッカ（臨床工学技士）、泌尿器肛門外科、放射線科、

心療内科商品など 

 

部品供給ではなく、完成品としてご提案頂ける商品を希望致します。 

他社品と比較して特徴があるもの、または新しい商品であると好ましいです。 

・安定供給できる事が前提となります。 

・スポットではない継続的な取引を希望します。 

・アフターメンテナンスの体制が整っていれば、なお良いです。 

 

医療機器業認可 高度管理医療機器販売業許可 

医療機器等製造許可 

第二種医療機器製造販売許可 

 

対応可能な協業内

容 

（ ）医療機器等製造 

（ ）医療機器製造販売（薬事申請を含む） 

（○）医療機器等販売 
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企業名 カイゲンファーマ株式会社 

住所 〒541－0045 

大阪市中央区道修町二丁目５番 14号 

URL http://www.kaigen-pharma.co.jp/index.html 

企業概要 

（２００字以内） 

『かぜに改源』の CMをご存知の向きもあろうかと思いますが、一般用医薬

品や健康食品だけでなく、消化器領域を中心として、医療用医薬品（バリウ

ム造影剤やアルギン酸製剤等）や医療機器（内視鏡用洗浄消毒器等）を展開

しており、全国に 11営業所、3工場を有しております。 

 

 

 

取扱希望品目 

 

消化器領域（内視鏡検査・手術、腹腔鏡手術等） 

耳鼻科領域、検査・診断分野、歯科分野、 

介護・リハビリ分野、美容分野 等 

の医療機器及び周辺機器を対象としています。 

（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。） 

 

 

医療機器業認可 医療機器製造業（3工場） 

第二種医療機器製造販売業 

高度管理医療機器等販売業（11営業所） 

医療機器修理業（10営業所、1工場） 

 

 

対応可能な協業内

容 

（○）医療機器等製造 

（○）医療機器製造販売（薬事申請を含む） 

（○）医療機器等販売 
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企業名 株式会社常光 

住所 〒１１３－００３３ 

東京都文京区本郷３－１９－４ 

URL http://jokoh.com/ 

企業概要 

（２００字以内） 

医療機器の研究開発から製造、販売、保守を行う総合医療機器メーカーであ

り、また同時に、北海道を中心に医療機器の販売を行う医療機器ディーラー

でもあります。 

臨床検査用の検体検査機器や、病理検査用の体外診断薬を開発製造販売して

います。また、自社製品の輸出も行っています。 

国内 16 か所、海外 1 か所で営業活動を行っています。 

現在は、臨床検査室、病理検査室、透析施設、放射線科、内視鏡室、外科を

中心に販路があります。 

取扱希望品目 

 

上記の販路を活用できる商品は拡販が可能です。 

また、別分野への進出も積極的に行っています。 

血液分析装置などの臨床検査、病理検査機器や、体外診断用医薬品 

（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。Ⅳは原則、取扱い不可） 

医療機器業認可 第２種医療機器製造販売業（輸出入含む） 

体外診断用医薬品製造販売業 

医療機器製造業 

体外診断用医薬品製造業 

高度管理医療機器等販売・貸与業 

動物用医療機器等販売・賃貸業 

医薬品卸売販売業 

医療機器修理業 

対応可能な協業内

容 

（○）医療機器等製造 

（○）医療機器製造販売（薬事申請を含む） 

（○）医療機器等販売 
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企業名 センチュリーメディカル株式会社 

住所 〒141－8588 

東京都品川区大崎１－１１－２ 

URL http//www.cmi.co.jp 

企業概要 

（２００字以内） 

医療機器の専門商社センチュリーメディカル株式会社は、伊藤忠グループ

の一員として国内外の情報ネットワークを活用して、アメリカをはじめとす

る先進諸国から最先端の医療機器を輸入販売し、また、国内メーカーからの

OEMによる提携を行い、創業40年以上に渡り医療の現場に提供して参りまし

た。国内営業体制として国内１２ケ所・海外支店（Silicon Valley Branch)

の拠点で、ほぼ全ての診療科領域にて営業活動を行い、販売ルートを確立し

ています。本年度より産婦人科分野・介護医療分野のチームを新設しました。

また、中国(WEGO社)と合弁会社を設立し、中国への日本の医療機器製品の

輸出サポートも行っています。 

従業員数366名 

売上高169億円（2016年3月期） 

【主要取り扱い領域】  

＊ 心臓・血管外科領域 ＊循環器内科（不整脈領域）  

＊ 整形外科領域 ＊ 救急・ICU領域 ＊外科関連領  

＊ 消化器内科・IVR 領域＊災害医療（災害時備蓄品含む） 

＊産婦人科＊介護医療 

取扱希望品目 

 

イノベーティブな医療機器から薬事申請を必要としない雑品まで幅広く検討

したいと考えています。 

産婦人科分野・介護医療分野 

 

医療機器業認可 第一種医療機器製造販売業 

医療機器製造業 

高度管理医療機器等販売業・賃貸業 

 

対応可能な協業内

容 

（〇）医療機器等製造 

（〇）医療機器製造販売（薬事申請を含む） 

（〇）医療機器等販売 
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企業名 村中医療器株式会社 

住所 〒５４０－００３６ 

大阪府大阪市中央区船越町２－３－６ 

URL http://www.muranaka.co.jp/ 

企業概要 

（２００字以内） 

事業内容：医療機器等の販売・輸入・製造・修理 

販売： 医療機器の総合商社として、小売り、卸、カタログ販売、輸出、タ

ーンキーファンクション（病院新築、増築時）に対応 

輸入： 輸入先 ヨーロッパ、米国、中国、台湾、パキスタン等 

製造： 自社製造、OEM 委託製造 

修理： 自社修理、製造業者への委託修理 

 

取扱希望品目 

 

手術・処置・ICU・中材用器具、機械、装置の製造開発 

福祉用機器 非医療機器を含む病院用小物類 

（クラス分類はⅠ～Ⅲを想定。Ⅳは原則、取扱い不可） 

 

医療機器業認可 第一種医療機器製造販売業、医療機器製造業 

医療機器修理業（非特管 1～9 区分、特管 1～6 区分） 

高度管理医療機器等販売業・賃貸業 

 

対応可能な協業内

容 

（ ）医療機器等製造 

（○）医療機器製造販売（薬事申請を含む） 

（○）医療機器等販売 

 

 

 

 


