
５社の医療機器等買い手企業が参加！自社製品の売込・協業提案のチャンス！ 

『第１５回医療機器企業への売込商談会』(逆見本市)ご案内 
 
 
 
 
 
 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。

多数のお申込みをお待ちしております。 

＜参加医療機器企業、商談日／商談方法、売込対象案件一覧（社名五十音順）＞ 
１． 株式会社アダチ 

商談日 2020 年 11 月 25 日（水） 商談方法 リアル（大商会議室） 

売込対象

案件 

軟性内視鏡関連機器、検査機器、周辺機器/硬性内視鏡関連機器、検査機器、周辺機器/各種医

療機器、再生医療周辺機器、理化学機器/外国人医療対応機器・ソリューション、院内ネット

ワーク関連/医療施設で扱うアイデア商品、介護機器（クラス分類はⅠ～Ⅳ、雑品） 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

体温計、抗ウイルス材料、防護機器等 

２． 株式会社カワニシホールディングス 

商談日 2020 年 11 月 24 日（火） 商談方法 オンライン（Zoom） 

売込対象

案件 

医療機器、医療関連機器、介護・福祉用品、およびそれらに応用可能な要素技術（これま

で医療機器産業に未参入だった、もしくは部材供給のみ行っていらした企業様が持つ独自

の製造技術、加工技術のご提案も歓迎いたします） 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

医療用不織布製品（手術用ガウン等）および原料（※）、手術用滅菌手袋、医療処置用未

滅菌手袋等の製造・供給 ※弊社自身が原料の買い付けを行う予定はございません。 

３． 株式会社三笑堂 

商談日 2020 年 11 月 18 日（水） 商談方法 リアル（大商会議室） 

売込対象

案件 

医療機器・介護福祉用品全般 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

全般を希望いたします。 

４． センチュリーメディカル株式会社 

商談日 2020 年 11 月 17 日（火） 商談方法 オンライン（Zoom） 

売込対象

案件 

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。 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

競合が少ない医療用製品が希望です。 

５． 株式会社東洋メディック ☆新規参加企業 
商談日 2020 年 11 月 26 日（木） 商談方法 オンライン（Zoom） 

売込対象

案件 

放射線治療・放射線診断領域での機器及び周辺機器/整形外科領域での機器及び周辺機器

/医療機器から薬事申請を必要としない健康維持にかかわる機器 

さらに上記に少しでも関連性のある製品等幅広く検討いたします。 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

サニタリー系や滅菌装置・滅菌システム等 

さらに新型コロナウイルス感染症関連製品等ジャンルを問わず幅広く検討いたします。 

日 程：2020年 11月 17日（火）、18日（水）、 

     24日（火）、25日（水）、26日（木） 

 ※医療機器企業ごとに日程を設定しています。 

時 間：10時～18時 （商談 1件につき 35分） 

場 所：オンライン（Zoom）／大商 会議室 

 ※商談確定後、詳細をお送りいたします。 

主 催：大阪商工会議所、近畿経済産業局 

申込対象：医療機器等の販路開拓を目指す企業 

商談対象：原則、医療機器等の試作品・完成品 

参加費：無料 

－ 参 加 の メ リ ッ ト － 
・医療機器等の販売（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。 
・経験豊富なアドバイザ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。 
・商談会時もアドバイザ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。 



＜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原則として対象から除きます。 

  ※各社の売込対象案件の詳細については、別紙の参加医療機器企業概要よりご確認下さい。 

  ※医療機器以外であっても、医療機器企業が求める「売込対象案件」に該当する製品・試作品はお申込み可能です。 

＜申込みから商談までの流れ＞ 

１．申込み 

 2020年 10月 16日（金）17：00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、遅くとも 10/20（火）17：00までに申込受付のご連絡が届いていない場合、 

   事務局へお問い合わせください。 

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。案件によっては商談いただけない 

 場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

３．商談時間等ご連絡 

 2020年 11月 2日（月）をめどに、商談時間等をご連絡いたします。 

 ※商談可否、商談時間、事前面談日時をメールでご連絡いたします。 

 ※商談可否に関わらずメールをお送りいたしますので、連絡がない場合にはお問い合わせ願います。 

４．アドバイザーとの事前面談（商談参加企業のみ。事前申込み制） 

 2020年 11月 12日（木）～13日（金） （１面談 50分程度） 

 ※商談当日の売込についてアドバイスいたします（オンライン面談）。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 

 2020年 11月 17日（火）、18日（水）、24日（火）、25日（水）、26日（木） 10：00～18：00 

 ※医療機器企業ごとに商談日程を設定しています。 

 ※商談１件につき 35分を予定しております。 

 ※事前に商談時間を指定させていただきます。 

＜商談実施要領＞ 

 ・各商談には原則、大阪商工会議所のアドバイザーが同席し、売り込みをサポートいたします。 

 ・各商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断りいたします。 

 ・リアルでの商談を予定している場合も、状況によりオンラインに変更する可能性がございます。 

 ・商談方法がリアルの場合も、申込企業がオンラインを希望する場合はオンラインで実施いたします。 

 ・オンラインの場合は事前のサンプル送付等に対応いたします（費用は自社にてご負担ください）。 

＜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複数選択いただけます。 

 ・申込書及び案件情報シートに、必要事項を明記の上、お申込み下さい。 

 ・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いたします。 

 ・「売込対象案件」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。 

 ・「売込対象案件」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ありますので、予めご了承願います。 

 ・参加企業を対象とした、大阪商工会議所アドバイザーによる売り込み手法などをアドバイスする事前面談を、 

  11月 12日（木）～13日（金）にオンラインで実施いたします。申込書で参加希望をお教えください。 

＜申込方法＞ 

 下記 HP より申込書及び案件情報シート（Exel ファイル）をダウンロードし、必要事項をご記入の上、 

 メール（bio@osaka.cci.or.jp）でご提出ください。メールの件名は“「貴社名」＋「2020逆見本市申込」”としてください。 

  HP：http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202009/D23201117018.html 

＜お問い合わせ＞ 

大阪商工会議所 産業部 ライフサイエンス振興担当 

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

※本事業は「関西医療機器等産業支援ネットワーク事業」と「次世代医療システム産業化フォーラム 2020」の連携事業です。  

mailto:bio@osaka.cci.or.jp
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企業名 株式会社アダチ 

住所 
〒540-0037 

大阪市中央区内平野町 3丁目 2-10 

URL http://www.adachi-inc.co.jp/ 

企業概要 

株式会社アダチは Only１手術用ロボットダビンチ、No1 の内視 

鏡の医療商材をはじめとして 2 万品目以上の医療機器を扱う

専門商社として、90年間、日本全国の医療現場で活躍。アダチ

は医療機器販売だけでなく、医療現場・システムそのものをトー

タルでサポートしていきます。 

＊内視鏡事業、関連機器、システム事業 

＊オリジナルな医療機器・医療用雑品・理化学機器の開発、輸

入販売 

＊SPD 事業・医療器専門メンテナンスリース業 

＊外国人患者対応システム、臨床意思決定情報リソース 

売込対象案件 

＊軟性内視鏡関連機器、検査機器、周辺機器 

＊硬性内視鏡関連機器、検査機器、周辺機器 

＊各種医療機器、再生医療周辺機器、理化学機器 

＊外国人医療対応機器・ソリューション、院内ネットワーク関連 

＊医療施設で扱うアイデア商品、介護機器 

（クラス分類はⅠ～Ⅳ、雑品） 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

体温計、抗ウイルス材料、防護機器等 

同社が保有する 

医療機器等業認可 

第一種医療機器製造販売業、ISO13485、 

医療機器製造業/医療機器修理業/高度管理医療機器等販

売業・貸与業/特別管理医療産業廃棄物業/再生医療等製品

販売業/医薬品販売業/毒物劇物一般販売業 

動物用医薬品卸売販売業、動物用高度管理医療機器等販

売・貸与業、高圧ガス販売事業、特定計量器販売事業、一般

建設業、古物商 

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 

備考・その他 薬事申請（承認・認証）可能、薬事申請の指導も行います 
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企業名 株式会社カワニシホールディングス 

住所 

〒700-0907 

岡山県岡山市北区下石井 1－1－3  

日本生命岡山第二ビル 8階 

URL http://www.kawanishi-md.co.jp/ 

企業概要 

私たちカワニシグループは中四国・関西・東北を中心に展開

する医療機器販売事業を中核とした医療・介護の総合商社と

して、医療現場に一番近いところから医工連携による医療機

器・医療関連機器の開発を進めております。 

当社グループは医療機器販売事業（卸売業）を担う 3 事業

会社（カワニシ、サンセイ医機、日光医科器械）と SPD 事業会

社（ホスネット・ジャパン）、介護・福祉事業会社（ライフケア）、

医療機器の輸出入販売事業会社（エクソーラメディカル）、クリ

ニックへの ICTソリューションを提供する事業会社（カワニシバー

クメド）から構成されます。 

売込対象案件 

医療機器、医療関連機器、介護・福祉用品、およびそれらに

応用可能な要素技術（これまで医療機器産業に未参入だっ

た、もしくは部材供給のみ行っていらした企業様が持つ独自の

製造技術、加工技術のご提案も歓迎いたします） 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

医療用不織布製品（手術用ガウン等）および原料（※）、手術

用滅菌手袋、医療処置用未滅菌手袋等の製造・供給 

※弊社自身が原料の買い付けを行う予定はございません。 

同社が保有する 

医療機器等業認可 

高度管理医療機器等販売業・貸与業、医療機器修理業、再

生医療等製品販売業、医薬品販売業、毒物劇物一般販売業 

等（各事業会社、および支店・営業所によって異なります） 

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） 

（〇）医療機器等販売 

備考・その他 

医工連携の専任担当者が、製品アイデアの検討、知財調査の

ご協力、出口戦略のご提案、当社グループのネットワークを使

った市場調査のご提案、試作評価のご協力（臨床現場へのヒ

アリング）等、開発の過程に寄り添ったお手伝いをさせていただ

きます。 
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企業名 株式会社三笑堂 

住所 
〒601-8533 

京都市南区上鳥羽大物町 68 

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

企業概要 

医療機器・介護福祉用品の販売およびレンタルを主な事業とし

ており、近畿を中心に活動を行っている会社です。（創業 91年） 

医療部門は大学病院のような大きな病院から開業医まで網羅

しており、介護部門は福祉施設や個人の方へのレンタル事業も行

っております。 

売込対象案件 

医療機器・介護福祉用品全般 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

全般を希望いたします。 

同社が保有する 

医療機器等業認可 
高度管理医療機器販売業・貸与業 

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 

センチュリーメディカル株式会社は医療機器の専門商社です。

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、

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)の拠点で営業

活動を行い、販売ルートを確立しています。 

従業員数 336名 

売上高 152億円（2019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）  

＊救急・ICU領域 ＊外科関連領域 

＊消化器内科・IVR領域 

＊産婦人科 

売込対象案件 

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。 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

競合が少ない医療用製品が希望です。 

同社が保有する 

医療機器等業認可 

第一種医療機器製造販売業 許可番号：13B1X00089 

高度管理医療機器等販売業・賃貸業  許可番号：第

4501091000004号 

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 

備考・その他 
弊社が販売業でも協業検討可能です。 

ぜひお声がけ頂けます様、宜しくお願い申し上げます。 
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企業名 東洋メディック株式会社 ☆新規参加企業 

住所 
〒162-0813 

東京都新宿区東五軒町 2-13 

URL http://www.toyo-medic.co.jp/ 

企業概要 

東洋メディック株式会社は放射線関連医療機器及び周辺機器を

主に扱っています。 

・放射線治療機器・放射線診断用機器・周辺機器の販売、修理 

・骨密度測定装置の製造、販売、修理 

・放射線画像診断装置の販売、修理 

・放射線測定器の製造、販売、修理及び校正 

・電磁界測定器・ガス測定器の販売 

売込対象案件 

・放射線治療・放射線診断領域での機器及び周辺機器 

・整形外科領域での機器及び周辺機器 

・医療機器から薬事申請を必要としない健康維持にかかわる機器 

さらに上記に少しでも関連性のある製品等幅広く検討いたします。 

＜新型コロナウイルス感染症関連案件＞ 

・サニタリー系や滅菌装置・滅菌システム等 

さらに新型コロナウイルス感染症関連製品等ジャンルを問わず幅広く

検討いたします。 

同社の保有する 

医療機器業認可 

第一種医療機器製造販売業, 

高度管理医療機器等販売業・貸与業 

医療機器修理業 

医療機器製造業 

高圧ガス販売事業 

古物商 

国際規制物質使用許可 

電器用品輸入事業 

JCSS/MRA認定(放射線治療用電位計の電荷校正) 

ISO13485,ISO9001,ISO17025 

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 

備考・その他 
薬事申請(承認・認証)は要相談。弊社が製販業者でなくても協業の

可能性あり。 

以 上 


