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アフリカ・オンライン商談会

（医療機器分野）

アフリカバイヤー情報一覧

┃お問合せ

JETRO 新興国ビジネス開発課 開発支援班（担当：対馬、馬場）
TEL：03-3582-5170／Email：BDE@jetro.go.jp
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アフリカオンライン商談会のお知らせ

ジェトロでは、アフリカ地域を対象に、今後以下の分
野でオンライン商談会を実施予定です。
順次イベントページで募集を開始します。

ぜひご参加をご検討ください。

【今回】医療機器：9月中～下旬
環境機械：11月上～中旬
農業資機材：12月上～中旬
総合：1月上～中旬

■参考資料
アフリカ主要国の医療機器登録制度情報（2020年1月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2020/9b33dc8a948ba799/202001afrp.pdf
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┃バイヤー一覧（7ヵ国8社）

┃注意事項

 各バイヤー情報シート内の「取引に際して日本企業側にて取得が望ましい認
証」は、現地企業の取引経験上、一般的に求めている参考情報となります。実
際の登録に必要な書類などは、製品によって異なることもありますので、商談
会にて直接各バイヤーにご確認ください。

 商談会参加時に、各バイヤーが求める認証などを取得されていなくとも、商談
会へのご参加は可能です。

 各国の登録制等の参考情報は、関係当局等の発行資料、ヒアリングに基づいた
参考情報となります。

┃免責事項

本情報は、現地企業、関係機関へのヒアリングをもとに作成しております。本
情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、
できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本リストで提供した内容に
関して、ご利用される方が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執
筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

Morocco/モロッコ
・ERAMEDIC

Côte d'Ivoire/
コートジボワール
・EDEN MEDICAL

Nigeria/ナイジェリア
・EMZOR HESCO 
LIMITED

Ghana/ガーナ
・HCE GHANA LIMITED

Kenya/ケニア
・HARLEY'S LIMITED

Egypt/エジプト
・EGYPTIAN NGINEERING 
& INDUSTRIAL OFFICE
・Ghalioungui Trading

Algeria/アルジェリア
・SODIMMED
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バイヤー紹介動画

https://www.jetro.go.jp/events/streaming/bde-20200914.html
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ビジネス概要
ヘルスケア分野で医薬品、外科用消耗品、医療機器を取り扱う大手輸入販売代理店。高度な研修を受
けた技術チームを持ち、医療機器の販売、サービス、設置、アフターサービスを提供する。

主要取扱製品・国

製品 原産国

吸引機（Suction machines） 英国

ハサミ等の手術器具（Surgical instruments） パキスタン

超音波装置（Ultrasound）

中国

人工呼吸器（Ventilators）

除細動器（Defibrillator）

生体情報モニター（Patient monitor）

手術灯、手術台等の院内家具（Hospital Furniture）

車椅子（Wheelchairs）

主要販路 薬局60％、病院40％（私立：Aga Khan、公立：ケニヤッタナショナル病院、ナイロビ病院等）

取引に際して日本企
業側にて取得が望ま

しい認証
【取得必須】CEマーク、ISO13485

取引に際して日本企
業へ依頼を希望する

事項

①インハウスの医療機器エンジニア（総勢7人）へのメンテナンストレーニング
②サービスキットや部品の提供（Harley‘sが自社負担でストック予定）
③CoC（Certificate Of Conformity）取得
④最低2年の製品保証

ディストリビュー
ターの情報

・クラスA~Dの医療機器すべて輸入・販売可能
・PPB登録費用、CoC取得費用はすべてディストリビューター持ち、ただし独占契約が条件

商談を希望する商品
COVID-19関連製品・消耗品

※中古品取り扱いの可否：不可
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ケニア
HARLEY'S LIMITED

COLLINS KIBET 氏

医療機器・生物医学部門
セールスマネージャー

URL https://www.harleysltd.com/

所在地 63 WESTLANDS ROAD, NAIROBI, KENYA

設立年 1953年

年間売上 55,000,000米ドル

国内拠点数 4拠点

従業員数 600名（うち営業250名）

http://www.harleysltd.com/
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ビジネス概要

Emzorグループは薬品の製造、販売並びに医療機器販売を行う国内主要ブランドのひとつ。Emzor
Hesco Limitedはヨーロッパ、アメリカ、アジアの有名なブランドの医療機器を取り扱い、公立及び
私立病院に機器とサービスのソリューションを提供している。
提供サービス：医療機器の販売、医療機器の設置とメンテナンス、ターンキー病院プロジェクトと医
療サービス、ベストプラクティスのトレーニングと共有、医療機器調達のコンサルティング、幅広い
医療用消耗品の供給、内視鏡検査と超音波検査の官民パートナーシップ事業、医療機器のレンタル

主要取扱製品・国

製品 原産国

診断装置（Diagnostics） 米国

消毒剤（Disinfectants） トルコ

院内家具（Hospital Furniture） トルコ・中国

ICU機器（ICU Equipment） 韓国

オートクレーブ（Autoclaves） ブラジル

縫合糸（Sutures）

トルコ

使い捨てガウン・ドレープ（Disposable Gowns and Drapes）

脊髄針（Spinal Needles） ドイツ

主要販路 公立病院60％、私立病院40％

取引に際して日本企業
側にて取得が望ましい

認証

【取得必須】 SONCAP（医療機器）、NAFDAC（医薬品、消耗品）
※いずれも輸入代理店が手続きを実施。
【取得が望ましい】CEマーク（販売のためには必要）

商談を希望する商品 画像診断装置（超音波、MRI、CTなど）
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ナイジェリア

EMZOR HESCO 
LIMITED

SUNDAY AGAMAH 氏

COO

URL https://www.emzorhesco.com

所在地 NO 1 OSHO STREET, OPEBI, LAGOS

設立年 2008年

年間売上 N/A

国内拠点数 9拠点

従業員数 33名（うち営業13名）

http://www.emzorhesco.com/
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コートジボワール
EDEN MEDICAL

KASSI AMOUZOU DESIRE 氏

代表取締役

URL
https://www.goafricaonline.com/ci/52677-eden-medical-
equipements-medicaux-abidjan-cote-ivoire

所在地 01 BP 13404 ABJ 01

設立年 2004年

年間売上 600,000米ドル

国内拠点数 2拠点

従業員数 4名（うち営業3名）

ビジネス概要
手術、産婦人科（Gynecology/Obstetric）、入院（Hospitalization）、手術室（Surgical unit）、放
射線科（Radiology）など幅広い医療部門の機器の輸入販売及びアフターサービスを行う。日本企業と
の取引の実績はないが、高品質の製品を重視しており、日本製品の購入に高い関心を持つ。

主要取扱製品・国

製品 原産国

アネロイド血圧計
（Aneroid Sphygmomanometer/Tension meter）

フランス

三角包帯（Triangular Bandage） ポルトガル

電子血圧計
（Blood pressure monitor/Electronic tension meter）

ベトナム

気管チューブ（Intubation probe）

中国

コットン（Medical cotton wool roll）

主要販路 公立病院30％、私立病院（医療施設・専門施設）70％

取引に際して
日本企業側にて取得が

望ましい認証
【取得必須】CEマークもしくはISO13485

商談を希望する商品

画像診断システム（Diagnostic imaging system）、
超音波スキャナー（Ultrasound scanners）、X線検査装置（Radiography system）、血液浄化装置
（Blood purification equipment）、透析装置（Dialyser）、カテーテル（Catheter）、医療用針
（Needle）、医療用画像管理システム（PACS）、レポートシステム（Reporting System）、放射線
科情報システム（RIS）、人工関節（Artificial joint）、口腔内カメラ（Intraoral/Ent Camera）、歯
科用機器（Dental Equipment）、遺伝子検査（Genetic testing）

※中古品取り扱いの可否：可

https://www.goafricaonline.com/ci/52677-eden-medical-equipements-medicaux-abidjan-cote-ivoire
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ビジネス概要

60年以上の歴史を有し、エジプト市場に大手海外メーカーの最先端の医療機器を提供している。麻酔
科（Anaesthesia departments）、集中治療室（ICU：Intensive care units）、新生児集中治療室
（NICU：Neonatal intensive care units）、 医療用画像診断機器（Medical imaging equipment）
を専門としている。日本企業との取引実績もあり、輸入からマーケティング・販売、設置、アフター
サービスまでを行う。麻酔器（トロリー型）や保育器などは自社でも製造している。

主要取扱製品・国

製品 原産国

保育器 （Baby incubators）

日本

輸液用機器・関連用品（Infusion products）

医療用加湿器・付属品（Humidifier and accessories）

ポータブルX線装置（Portable X-ray）

新生児用人口呼吸器(Neonatal ventilators) 英国

手術台（Operating tables） ブラジル

病院用パイプライン・呼吸装置関連機器（Accessories for pipeline and 
suction equipment）

スペイン

ホルター心電図・血圧計（Holter ECG and blood pressure monitor） イタリア

NICU用予測モニタリングシステム（Predictive NICU monitoring 
systems）

米国

主要販路 政府系病院60%、軍病院30%、民間の病院10%

取引に際して日本企
業側にて取得が望ま

しい認証
【取得必須】CEマーク（取得予定含む）、自由販売証明書（FSC）

商談を希望する商品

手術室用機器（Equipment for operating rooms）、ICU用モニタリング機器・その他付属品
（Monitoring equipment and other accessories for intensive care units）、病院用滅菌器
（Hospital sterilization equipment）、画像診断機器（Imaging equipment）

※中古品取り扱いの可否：不可

URL https://www.eeiomedical.com

所在地 18, Hoda Shaarawi Street, Cairo, Egypt

設立年 1956年

年間売上 3,000,000米ドル

国内拠点数 2拠点

従業員数 50名（うち営業6名）
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エジプト

EGYPTIAN 
ENGINEERING & 
INDUSTRIAL OFFICE

Safwat Mitri 氏

代表取締役

https://www.eeiomedical.com/
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URL http://www.ghalioungui.com

所在地 6117 Al-Quds St., - Mokattam

設立年 1979年

年間売上 28,500,000米ドル

国内拠点数 本社の他4拠点

従業員数 345名（うち営業165名）

ビジネス概要

40年の経験を誇り、循環器・心臓カテーテル治療（Cardiology and Interventional Cardiology）、
胸部外科（Cardiothoracic Surgery）、血管外科（Vascular Surgery）を中心に多様な医療・手術専
門製品の輸入・マーケティング・販売を行っている。病院用ベッド・ストレッチャーなどは自社で製
造・販売している。地方支店を4拠点有し、エジプト全土をカバーしている。

主要取扱製品・国

製品 原産国

集中治療用人工呼吸器（ICU Ventilator） アイルランド

血液透析装置（Hemodialysis Machine）

イタリア酸素化装置（Oxygenator）

薬剤溶出ステント（Drug Eluting Stent：DES）

外科用ステープラー（Surgical Stapling）
米国

高周波アブレーション針（Radiofrequency Ablation needle）

人工心肺装置（Heart Lung Machine）

ドイツ心臓血管・胸部外科手術器械
（Cardiovascular and Thoracic Instruments）

圧迫装置（Compression device） 中国

血管撮影システム（Angiography System） 日本

レスティング・ストレス心電図（Resting and Stress ECG） スイス

主要販路 公立病院18%、私立病院・医療施設82％

取引に際して日本企
業側にて取得が望ま

しい認証

【取得必須】CEマーク（取得予定含む）、自由販売証明書（FSC）、適合宣言書(DoC: Declaration 
of Conformity)

商談を希望する商品

画像診断システム （Diagnostic imaging system）、画像診断用Ｘ線関連措置及び用具（Related 
device and tool for diagnostic X-ray equipment）、家庭用医療機器（Medical apparatus for 
home use）、治療用又は手術用機器 （Therapeutic and surgical equipment）、処置用機器
（Operating equipment and supplies）
特に以下の製品：
X線画像診断システム（X-ray Imaging System）、超音波診断装置（Diagnostic Ultrasound 

System）、インキュベーター（Incubator）、泌尿器科尿路力学システム（Urology urodynamic 
system）、体外衝撃波結石破砕術（Extracorporeal shock wave lithotripsy：ESWL）、神経内科・
外科関連製品（Neurology and Neuro surgery products lines）
※中古品取り扱いの可否：不可
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エジプト

Ghalioungui Trading

Shehab Eldin Abdellatif 氏

業務執行役員

http://www.ghalioungui.com/
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ビジネス概要

国内大手Dahmaneグループの傘下にある医療機器輸入代理店。放射線診断装置（Radiology 
equipment）、超音波診断装置（Ultrasound equipment）、心電図（ECG）、手術器具
（Surgical Instruments）、救急機器・応急処置（Emergency equipment and first aid）、医療
用家具（Medical furniture）など幅広く取り扱う。Dahmaneグループは、医療機器の輸入・販売
を行うSODIMMED、医療用家具等の製造を行うETS DAHMANE、機器の販売・設置後のアフター
サービスを行うS.H S.A.V.を有する。

主要取扱製品・国

製品 原産国

画像製品：エコーグラフ、ラジオ・アンプ
（Imagery Products：Echograph, Radio and Amplifier）

韓国、スペイン

診断製品：心電図
（Diagnosis Products：ECG monitoring）

スイス

手術用器具（Surgery Products: Instrumentation）

イタリア

家庭用血圧計（Blood pressure monitoring）・体重計（Weight 
calculation）

医療用付属品（Medical accessories）

診断、整形外科、救急用製品：吸引酸素療法用器具
（Diagnosis, Orthopedics and Emergency products：Aspiration
oxygenotherapie） フランス

整形外科用サポート器具（Body trainer）

医療用家具（Medical Furniture） アルジェリア、フランス

主要販路
公立病院7％、私立病院（個人クリニック）5％、個人医者61％、小売業者27％
※販売先の数の割合を示す（取引顧客数約1万件）

取引に際して日本企業
側にて取得が望ましい

認証

【取得が望ましい】CEマーク
※製品によってはCEマーク不要のものもある

商談を希望する商品

集中治療室（ICU）・新生児集中治療室（NICU）・手術室（Operating room）関連機器：
【NICU】人工呼吸器、光療法関連機器、nCPAP療法関連機器、保育器等
【手術室】手術台、シーリングサプライユニット、 空気処理・滅菌ソリューション製品等

※中古品取り扱いの可否：不可
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アルジェリア
SODIMMED

MATOUK Djamal 氏

マーケティング
マネージャー

URL https://sodimmed-dz.com/

所在地
26, rue Ahmed Ghermoul, 1er Mai, Sidi
M’hamed, Alger, Algérie

設立年 1993年

年間売上 7,700,000米ドル

国内拠点数 3拠点

従業員数 104名（うち営業21名）
DAHMANE Brahim 氏

共同経営者

https://sodimmed-dz.com/
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モロッコ
ERAMEDIC

Mohammed Karim
HAJ-RIFFI 氏

CEO

URL https://www.eramedic.com

所在地 246, Boulevard Mohammed V, Casablanca

設立年 1976年

年間売上 17,000,000米ドル

国内拠点数 1拠点

従業員数 65名（うち営業28名）

ビジネス概要

内視鏡検査（Endoscopy）、X線検査（X-ray）、消化器科（Gastroenterology and Hepatology）、
手術室（Operating room）、調剤（Pharmacy）、消毒（Sterilization）、耳鼻咽喉科（ENT）、
神経外科（Neurosurgery）、外傷学（Traumatology）に強みを持つ、医療機器・科学機器・研究
所用機器の専門販売業者。保守やトレーニングも提供し、顧客は、保健省、大学病院、軍病院、総合
病院、クリニック、医薬品会社と多岐にわたる。多様な海外メーカーの商品を取り扱っており、日本
製品の実績もある。CSR活動にも力を入れている。

主要取扱製品・国

製品 原産国

硬性内視鏡（Rigid endoscopy） ドイツ

軟性内視鏡（Flexible Endoscopy）
日本

解剖病理用機器（Anapathology machines）

オートクレーブ（Autoclave & washers）

米国
手術台、手術用ライト、手術用シーリングペンダント
（Surgical tables, lights & pendants）

X線機器（X-Ray） ドイツ

X線用撮影台（X-Ray tables） イタリア

主要販路
公立病院55％（保健省35％、大学病院20％）、私立病院30％（非営利10％、私立病院20％）、軍
病院15％

取引に際して日本企
業側にて取得が望ま

しい認証

【取得必須】モロッコ保健省への医療機器登録証明書
（登録は輸入代理店が行うが、登録まで6～12ヶ月かかる）
※製品によってはCEもしくはFDAが登録に必要となる。

商談を希望する商品

超音波スキャナー（携帯用含む）（Ultrasound scanner）, 超音波プローブ（Ultrasound probe）
、軟性内視鏡（Flexible Medical Endoscopes）、透析装置（Dialysis Equipment）、血漿交換用装
置（Plasma Separator）、血液浄化装置（Blood Purification Equipment）、歯科・耳鼻咽喉科・
内科・整形外科用X線装置（携帯用含む）（X-ray devices/X-ray apparatus for internal 
medicine/orthopedics/dental/otolaryngology）・X線発生装置（X-ray generator）、人工呼吸
器（Ventilator）・心電図（Electrocardiograph）、医療用画像管理システム（PACS）・放射線科
情報システム（RIS）、 麻酔器（Anesthesia machine）、新生児保育器（Infant Incubator）、手
術キット（Surgical kit）、耳鼻咽喉科用手術器具（ENT Surgical Instrument）、 眼科関連製品
（Ophthalmology）

※中古品取り扱いの可否：不可

https://www.eramedic.com/
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ビジネス概要

救急（Accident & Emergency）、診断検査（Diagnostic testing）等の医療機器、医療用ユニフォー
ムなど、高品質のヘルスケア製品とサービスをガーナを中心に、リベリア、トーゴへ提供している。
ECサイト上でも販売している。
製品カタログ：https://hce-ghana.com/wp-content/uploads/2018/02/HCE-GHANA-MEDICAL-
EQUIPMENT.pdf

主要取扱製品・国

製品 原産国

測定装置（Measuring Devices：Stadiometer, Scales, BMI Machines）

ドイツ

救急車（Ambulance）

患者モニター（Patient Monitor）、ドップラー（Doppler） 英国

医療用ユニフォーム（Medical Uniforms） 米国

化粧品（Cosmetic） ドイツ

主要販路
公立病院30％、私立病院70％
※ECサイト上でも販売している。

取引に際して日本企業
側にて取得が望ましい

認証
【取得必須】CEマーク、FDA

商談を希望する商品

医療施設用・家庭用医療機器（Medical Devices for health facility and household use）、
研究所用機器（Laboratory equipment）：
超音波装置（Ultrasound）、画像診断装置（Imaging）、血液分析装置（Hematology Analyzer）、
人工呼吸器（Ventilator）、試薬（Reagent）、麻酔器（Anesthesia machine）、新生児保育器
（Infant Incubator）、眼科関連製品（Ophthalmic product）、超低温フリーザー（Ultra-Low
Temp Freezers）、オートクレーブ（Autoclaves）、医薬品用保冷庫（Pharmaceutical 
Refrigerator）

※中古品取り扱いの可否：可
（現在取り扱いはないが、アフターサービスがある製品については検討可能）

https://www.hce-ghana.com/
https://hce-ghana.com/wp-content/uploads/2018/02/HCE-GHANA-MEDICAL-EQUIPMENT.pdf

