
第四回中国国際輸入博覧会出展企業リスト医療機器・医薬保健エリア

NO 企業名 都道府県 出品物一覧 URL

① オージー技研株式会社 岡山県
車いす型介護浴槽、水圧マッサージウオーターベッド、
椅子型頚椎/腰椎牽引装置

https://www.og-
wellness.jp/corporate/outline

② TANOTECH株式会社 神奈川県 認知症防止リハビリトレーニングシステム（TANO） http://tanotech.jp/

③
株式会社イノアックリビン
グ

東京都

褥瘡防止マット
（リバーシブルPROマットレスプレミアム、ポジショニ
ングクッション「ふわ・も」、ポジショニングクッショ
ン「超通気サーティパッド」）

https://www.inoac.co.jp/living/co
mpany/summary/

④ 株式会社久力製作所 茨城県
開き戸用ドアクローザー、引戸クローザー、UD鎌錠、
マグネット戸当り、大型取手（抗ウイルス仕様）

https://www.kuriki-ss.co.jp/

⑤ 大佳株式会社 滋賀県 移乗補助ロボット https://daikei2020.com/

⑥
フィトンチッドジャパン株
式会社

京都府
除菌・消臭関連製品
（フィトンエアー、フィトンエアーミニ、フィトンチッ
ドスプレー）

https://www.phytoncide.co.jp/

⑦ ユニベール株式会社 石川県
機能性カーテン、抗ウイルス・抗菌性ビニール壁紙、抗
ウイルス・抗菌性ビニールPVC床材、耐アルコールや耐
次亜塩素酸 高品質なPVCレザー

https://www.univers-kys.co.jp

⑧ 日機装株式会社 東京都
深紫外線LEDの技術除菌・消臭装置（Aeropure）、オ
ゾン水手洗い装置（ハンドレックス）

https://www.nikkiso.co.jp/

⑨ PIA株式会社 東京都 コンタクトレンズ、心臓シミュレーションプログラム
http://www.pia-
corp.co.jp/index.html

⑩ アンデス電気株式会社 青森県 空気清浄機 https://www.andes.co.jp/

＜一般出展エリア＞ 32社・団体（36小間）
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⑪ 三協エアテック株式会社 大阪府
高度空気清浄加湿装置（うるおリッチ）、脱臭除菌装
置（ラディカ）、エキシマランプ方式殺菌装置（エキ
シマン ）

https://www.sat.co.jp/

⑫
株式会社健康ビジネスイン
フォ

東京都
白髪対策サプリメント（黒ツヤソフト）、薬用育毛剤
（薬用黒ツヤ育毛剤）サプリメント（ねむリラ、乾杯
のミカタ）

https://www.health-
biz.info/index.html

⑬ 株式会社TOSCOM 長野県 シリコンサポーター（HOLZAC） http://www.toscom-inc.co.jp/

⑭ 株式会社ベネクス 神奈川県 VENEXリカバリーウェア https://www.venex-j.co.jp

⑮
公益財団法人 横浜企業経
営支援財団

神奈川県 https://www.idec.or.jp/

⑮-1 株式会社TAOS研究所 神奈川県 見守りモニター（AiSleep） http://www.taos.tokyo/

⑮-2
株式会社リキッド・デザイ
ン・システムズ

神奈川県 ベビーセンサー（ Baby Ai） https://liquiddesign.co.jp

⑮-3 MedVigilance株式会社 神奈川県 無人受付システム（LANTHERMO） https://www.medvigilance.com/

⑯
一般財団法人 大阪国際経済
振興センター

大阪府 https://www.ibpcosaka.or.jp

⑯-1
有限会社Wonder 
Fulbeauty

大阪府 スキンケア化粧品 https://wonder-fulbeauty.com/

⑯-2 株式会社S・S・I 大阪府 サプリメント（仙生露、リカメン、AC+） https://www.s-s-i.jp/

⑯-3 株式会社TOPLINE 大阪府
ラクトフェリン乳酸菌、さらさら明治納豆キナーゼ
DX、コラーゲン飲料水

https://www.topline2008.com/inde
x.html
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⑰
公益財団法人茨城県国際
交流協会

茨城県 http://www.ia-ibaraki.or.jp/

⑰-1 SSP株式会社 茨城県 除菌消臭スプレー https://ssp-co.jp

⑱ にいがた産業創造機構 新潟県 https://www.nico.or.jp

⑱-1 株式会社ＴＣＢ 新潟県 スキンケア保湿ジェル（モアパスクア） https://tcb-global.co.jp/

⑱-2 株式会社青海製作所 新潟県
眼科用医療デバイス、血管治療用デバイス、内視鏡
先端微細パーツ、整形外科用インプラント、歯科用
インプラント

https://aomi-ss.com

⑲ 日英物産株式会社 大阪府
新・サメの軟骨Excellent α、ナットウキナーゼプレ
ミアム

http://www.nichiei-bs.co.jp/

⑳ 株式会社雅嘉貿易 東京都
IGF-１SAO（ドリンク・顆粒）、BNハーミルト、
AIF-2、D フコイダン-2、PLG-2

https://www.masayoshi-
trading.com/

㉑ 株式会社サン・クロレラ 京都府
サン・クロレラA粒、Wサン・ゴールド、サン・クロ
レラ アガリクス

https://www.sunchlorella.co.jp/

㉒ 株式会社優正企画 神奈川県
シルク泡シャンプー、ヘア＆スカルプケアエッセン
ス、ハンドケアエッセンス、Ystella フェイスマスク、
メタバイオプラス

https://www.yusei-p.jp/

㉓ 株式会社サクラドリーム 神奈川県
栄養機能食品ビタミンB2ドリンク
（ポーネット NMN リキッド）

https://sakuradream.com/
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㉔ 株式会社日本漢方新薬 東京都
低分子コラーゲン、ナラタケ、鋳物鉄鍋、紅糀植物性
カブセル、冬虫夏草エキス植物性カブセル

http://www.newkampo.co.jp/

㉕ 株式会社ENAGEGATE 東京都 ハイドロカルシウムパウダー、PROTON GX/水素α http://enagegate.co.jp/

㉖ 株式会社コバヤシ 東京都 抗がん薬投与用完全一体型輸液セット https://www.kbjapan.co.jp

㉗ 株式会社スプランドゥール 福井県
弾性ストッキング、タイスト、ソックス、燃活サポー
トトップス＆ショートボトム、女性用体型補正下着

http://www.splendeur.jp/

＜チャレンジ出展エリア＞4社
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㉘ 株式会社ハルカス商事 大阪府
保健食品
（シンデレラウィンク、ロイヤルウコンデラックス）

http://www.ecooner.com/

㉙ 株式会社堀内製作所 山梨県 抗菌ライト https://www.horiuchi-s.com

㉚
株式会社ジュピターバイオ
サイエンスジャパン

長野県 還元型Q10タブレット
https://jupiterbiosciencejapan.co
m

＜オンライン出展エリア＞3社
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