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【免責事項】 

本調査リポートで提供している情報は、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、本調査リポートで提

供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等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。 

禁無断転載 



 

 

 

 

はじめに 

本調査は日本企業のチリ市場への販路開拓を目的に、日本企業の商談先となり得る現地の有力な輸入

/販売業者のリストアップを実施したものです。リストアップに当たっては、「既に外国企業との取引

実績がある」、「外国製品の導入に積極的である」、「一定の企業規模（従業員数・資本金・売上高等）

を有する」といった点等を評価基準としています。 

 

 

 

 

＜ジェトロのヘルスケア分野における海外展開支援のご案内＞ 

ジェトロのサービス産業部ヘルスケア産業課では、バイオ医薬品関連、医療機器、健康長寿関連製品・

サービス等の海外展開を、海外見本市での商談機会の設定などを通じてサポートしております。各種 

サービスのご案内は以下ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

（ジェトロ ライフサイエンス分野の取組のご案内） https://www.jetro.go.jp/industrytop/life_science/ 

 

（お問い合わせ先） ジェトロ  サービス産業部  ヘルスケア産業課  03-3582-8351 / sid@jetro.go.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.jetro.go.jp/industrytop/life_science/
mailto:sid@jetro.go.jp
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1. ディストリビューターのリスト 

 

(1) オール・メディカ (All Medica) 

企業名： オール・メディカ (All Medica) 

住所： サンティアゴ市ニュニョア区ホセ・ドミンゴ・カニャス通り 924番 

TEL： (56)223791777 FAX： 

ウェブサイト： https://www.allmedica.cl E-mail： info@allmedica.cl 

従業員数： 25名 輸入 2016年： 577,377米ドル(CIF価格) 

中国 30％、米国 21％、韓国 17％、 

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 1997年 

取扱製品：                            

  ・放射線防護機材    ・放射線及び心臓病用付属品        

  ・オートクレーブ     ・ストレッチャー及びカート     ・心電計 

取扱ブランド/メーカー： テリック、ウェル、エダン、SGM 

主な取引先病院： 入札を通して民間のクリニック及び公立病院への消費材の販売

経験がある。 

得意とする診療科： 心臓のための用具に関するもの 

その他特記事項： 

 クリニックや病院に医療機器、消費材、付属品、予備品を調達する小さな会社

である。ISO品質規格、欧州経済共同体規格及び輸出証明書を取得してい

る。 

 オール・メディカはチレ・コンプラを通して政府への販売に参加している。2017

年、30600米ドルで２件の提案が受け入れられた。ウェブサイトに製品のカタロ

グ及び価格を載せている。 

 

  

https://www.allmedica.cl/
mailto:info@allmedica.cl
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(2) アルキメッド (Arquimed) 

企業名： アルキメッド (Arquimed) 

住所： サンティアゴ市サンティアゴ区アルトゥーロ・プラッツ 828番 

TEL： (56)226074000 FAX： 

ウェブサイト： https://www.arquimed.cl E-mail： arquimed@arquimed.cl 

従業員数： 医療分野で 60名 輸入2016年： 2,088,569米ドル(CIF価格) 

日本 41％、中国 24％、米国 17％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、コン

セプシオン及びアントファガスタに支店 

設立年： 1942 年にハンス・カフマンが創

立。会社はカフマン家の手に委ねられて

いる。 

取扱製品：                     

・ 心臓病        ・内視鏡用機器       ・滅菌 

・ 新生児          ・医用画像            ・手術室 

取扱ブランド/メーカー： Tuttnauer, ペンタックス・メディカル, シーメンス, ライカ、 ウ

ェルチ・アレン, 日本光電、バインダー、リチャード・ウルフ、エッペンドルフ、大和、

Austco、Joson Care、Bailida、Merivaara、JWメディカル、Mopec、CME、Sandhill、シス

メックス、WEM、ADE、Famox、Choyang 

主な取引先病院： 国内の大きなクリニックや政府のためのプロジェクトを落札してい

る。今日、アルキメッドは政府に納入する１０大業者の一つである。 

得意とする診療科： 全ての医療専門分野 

その他特記事項： 

 アルキメッドは保健、教育及び産業分野で事業を展開する大きな企業である。 

 医療機器でリーダー的存在。各プロジェクトの構想、実施、販売後の助言をす

るために全国に70名以上のスペシャリストを抱えている。 

 

  

https://www.arquimed.cl/
mailto:arquimed@arquimed.cl
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(3) アルタ・テクノロヒア・メディカ (ATM, Alta Tecnología Médica) 

企業名： アルタ・テクノロヒア・メディカ (ATM, Alta Tecnología Médica) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区エリオドロ・ジャネス通り 2450番 

TEL： (56)223351810 FAX： 

ウェブサイト： https://www.atm.cl E-mail： jgonzales@atm.cl 

従業員数： 65名 輸入2016年： 3,640,057米ドル(CIF価格) 

米国 40％、日本 19％、ドイツ 13％ 

国内支店数：サンティアゴのみ 設立年：1994年 

取扱製品： 

  ・ 眼科     ・ 美容皮膚科      ・泌尿器科 

取扱ブランド/メーカー：  ニデック、ライカ、Optovue、 Maccanottica、UFSK、リチャ

ード・ウルフ、Laborie、イーエムエス、Uromed、シネロン・キャンデラ、Daavlin、Tav 

Tech、Eunsung、ルートロニック、Classys、Canfield、アルゴン、ニデック 

主な取引先病院： 民間クリニックや公立病院への販売経験がある。2017年、

1,100,000米ドルで公共入札２件を落札した。 

得意とする診療科： 眼科及び泌尿器科 

その他特記事項： 

 大手メーカーの代理店をする中企業である。ATMの技術チームはエンジニア

と専門技術者の８人のスタッフから成り、その主なる任務は販売する機器の最

適な動作を保証することである。ATMの技術スタッフはドイツや米国、オラン

ダ、イスラエル、イタリア、日本の機器製造業者が講義するレフレッシャーコー

スに参加する。 

 会社は次の規格の認証を取得している：ISO 9001-2000、NCH 9001-2000、

2003年のNCH 2769及び2770。 

 

  

https://www.atm.cl/
mailto:jgonzales@atm.cl
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(4) ブルー・メディカル (Blue Medical) 

企業名： ブルー・メディカル (Blue Medical) 

住所： サンティアゴ市ラスコンデス区エストリル通り 50 番 1003号 

TEL： (56)222479393 FAX： 

ウェブサイト：https://www.bluemedical.cl E-mail： michael.kandalaf@bluemedical.cl 

従業員数： 40名 輸入 2016年： 142,265米ドル (CIF価格) 

イタリア 63％、ドイツ 23％、米国 12％、 

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 2010年 

取扱製品： 

 ・リハビリテーション製品   ・臨床家具備品   ・モニタリング及び人工呼吸器 

取扱ブランド/メーカー： Systam、Push Braces、Malvestio、ドュポン、Champion 

Health、Carning、Clearview Healthcare Ergoactives、Xodus Medical、プレミアガード、

メディアナ、ハイネン・レーヴェンシュタイン、Derugn、Aktonmed、OBS 

主な取引先病院： 民間の大きなクリニック全て及び公立病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： リハビリテーション用製品 

その他特記事項： 

 10人の販売担当者を持つ小さな会社で、特にリハビリテーションに携わる。 

 この会社は日本からリハビリテーションの機器を輸入することを望んでおり、

日本企業が連絡を取ってくることに興味を示している。 

 

   

https://www.bluemedical.cl/
mailto:michael.kandalaf@bluemedical.cl
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(5) カイサ (Caissa) 

企業名： カイサ (Caissa) 

住所： サンティアゴ市ビタクラ区ケネディー通り 9070番 1102号 

TEL： (56)223071420 FAX： 

ウェブサイト： https://www.caissa.cl E-mail： info@caissa.cl 

従業員数： 30名 輸入 2016年： 2,108,768米ドル(CIF価格) 

米国 57％、フランス 21％、中国 8％、 

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、コンセ

プシオンに支店 

設立年： 2010年 

取扱製品： 

  ・肥満手術     ・血管内手術    ・ICU、ITU用血管アクセス 

  ・消化器手術    ・結腸手術     ・腹腔鏡用器具 

取扱ブランド/メーカー： ゴア、ボストン・サイアンティフィック、Frankenman、

DynaMesh、ビゴン、Intouch Health、ロータス、マクロライン、Grena、ThermaSolutions、

Lagis、Advance Medical Solutions、Oscor、Xodus Medical、Eurocor 

主な取引先病院： クリニカ・サンタ・マリア、クリニカ・アレマナ、クリニカ・ラスコンデス、

クリニカ・アントファガスタ、バロス・ルコ病院、エル・サルバドール病院、ロベルト・デル・

リオ病院、クリニカ・ウニベルシタリア、クリニカ・プエルト・バラス、マガリャネス病院へ

の販売経験がある。 

得意とする診療科： 高品質の器具の販売 

その他特記事項： 

 小さな会社であり、販売担当者が非常に高いフィルターをかけて、代理をしてい

るブランドから選択する：メーカーの経験、国際認証、国際市場での存在、環境

への関心、研究開発への投資。 

 近年、遠隔医療としても知られている遠隔プレゼンス機器の調達に携わってい

る。 

 

  

https://www.caissa.cl/
mailto:info@caissa.cl
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(6) カミール・エンドヴァスクラール (Camir Endovascular) 

企業名： カミール・エンドヴァスクラール (Camir Endovascular) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区ペレス・バレンスエラ通り 1098番 

TEL： (56)226571670 FAX： 

ウェブサイト： https://www.camir.cl E-mail： eduardo.cabezas@camir.cl 

従業員数： 25名 輸入 2016年： 2,494,560米ドル(CIF価格) 

米国 56％、コスタリカ 26％、タイ 9％、 

日本１％ 

国内支店数： サンティアゴに支店、ビニ

ャ・デル・マルに本社 

設立年： 2000年 

取扱製品： 心臓病用製品 

取扱ブランド/メーカー： アボット、アシスト、Spectranetic、朝日インテック 

主な取引先病院： 国内の全ての民間クリニック及び公立病院に販売の経験がある。 

得意とする診療科： 小児科、婦人科及び歯科分野 

その他特記事項： 

 カミールはJIMED AB会社の心臓病用製品の独占販売代理店として事業を始

めた会社であり、この数年アボット・バスキュラー・ディバイス製品を輸入し続

け、チリの心臓カテーテル検査ラボの需要を満たしている。 

 高額な消費材のために人々に最適なレベルの保健を提供することができない

ことがあるため、カミールは市場に存在する最良の消費材についての助言と

技術を提供することに努めている。 

 

  

https://www.camir.cl/
mailto:eduardo.cabezas@camir.cl
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(7) センコメックス (Cencomex) 

企業名： センコメックス (Cencomex) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区オンセ・デ・セプティエンブレ通り 2353番 303−

304号 

TEL： (56)227518400 FAX： 

ウェブサイト： https://www.cencomex.cl E-mail： cencomex@concomex.cl 

従業員数： 200名 輸入2016年： 7,809,205米ドル(CIF価格) 

米国 78％、イタリア 10％、メキシコ 4％、

日本０％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、コン

セプシオンに支店 

設立年：1987年 

取扱製品： 消費材、医療機器 

取扱ブランド/メーカー： 

 ・消費材： スミスメディカル、Cook、Victus、 

 ・医療機器： ヒル・ロム、Milcare、セクリスト、Rauland Borg、Remeda 

主な取引先病院： 病院及びバンメディカのクリニック、つまり、クリニカ・サンタ・マリ

ア、クリニカ・ダビラ、ヘルプ、ビダインテグラ、クリニカ・ベスプシオ、ホーム・メディカ

ル・クリニック、クリニカ・ビオビオ、クリニカ・シウダッド・デル・マル、への販売経験が

ある。 

得意とする診療科：  

その他特記事項： 

 固定客を持っている大きな会社である。 

 センコメックスは、消費材と薬品の購入を一元化するために、1987年に国内の

４つの大きな民間保健施設によって創立された。 

1994年、バンメディカ会社がその子会社であるクリニカ・サンタ・マリアを通して

その全体を買い取った。買収の目的は医療機器、消費材及び薬品の主要な

輸入・販売会社の一つになることだった。 

 販売部門は訓練を受けた20名以上の専門家グループを抱え、その一人一人

が特定の製品に携わっている。また、技術サービス部門があり、販売後を保

証している。 

 

 

 

 

 

https://www.cencomex.cl/
mailto:cencomex@concomex.cl
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(8) シーエルピー・インスーモス・メディコス (CLP Insumos Médicos) 

企業名： シーエルピー・インスーモス・メディコス (CLP Insumos Médicos) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区スエシア通り 0119 番 607号 

TEL： (56)222315277 FAX： 

ウェブサイト： https://www.clpinsumos.cl E-mail:  lmesias@clpinsumos.co 

従業員数：34名 輸入 2016年： 64,965米ドル(CIF価格) 

ドイツ 69％、トルコ 18％、日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 2010年 

取扱製品： 肩、肘、手、手首、足及び足首用のリハビリ製品 

取扱ブランド/メーカー： Acumed、AxoGen、オステオメド、MicroAire、Aptis、シンメトリ

ー・サージカル、Alphatec Spine、AicroAire 

主な取引先病院： 民間クリニックと公立病院への販売経験がある。関節や外傷を治

療する医療センターを専門にする。 

得意とする診療科： 四肢の病理に関する様々なソルーションを専門とする納入業者

である。 

その他特記事項： 

 保健分野に大きな経験があり、医療機器の市場開発に携わる会社の設立を

志願する企業家グループによって創立された。 

 チリ国サンティアゴ市に本社があり、外傷用の製品を全国で販売する会社。 

 

  

https://www.clpinsumos.cl/
mailto:lmesias@clpinsumos.co
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(9) ダタメディカ (Datamédica) 

企業名： ダタメディカ (Datamédica) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区アウストゥリア通り 2042番 

TEL： (56)223414841 FAX： 

ウェブサイト： https://www.datamedica.cl E-mail： info@datamedica.cl 

従業員数： 22名 輸入 2016年： 1,322,869米ドル(CIF価格) 

中国 95％、米国 4％、日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年：2009年 

取扱製品：  

 ・コンピューター断層撮影    ・放射線     ・マンモグラフィー    ・超音波 

 ・骨密度測定    ・画像のデジタル化   ・核共鳴 

取扱ブランド/メーカー： サムスン、ミンドレイ、日立、Zonare、BMI、Amrad、Drgem、

Sthephonix、OsteoSys、JPI Healthcare、Dunlee 

主な取引先病院： 民間クリニック及び公立病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 画像診断 

その他特記事項： 

 ダタメディカは保健分野での診断ツールを提供しており、画像診断の分野で国

内企業の第一人者となることを目的としている。 

 サムスンブランドの主要納入業者の一つである。 

 

  

https://www.datamedica.cl/
mailto:info@datamedica.cl
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(10) ドルフィン・メディカル (Dolphin Medical) 

企業名： ドルフィン・メディカル (Dolphin Medical) 

住所： サンティアゴ市ラスコンデス区カリャオ通り 2970 番 806号 

TEL： (56)229520165 FAX： 

ウェブサイト ：  

https://www.dolphfinmedical.cl 

E-mail： jvaras@dolphinmedical 

従業員数： 20名 輸入 2016年： 866,841米ドル(CIF価格) 

米国 56％、中国 17％、メキシコ 14％、 

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年：2 002年 

取扱製品： ・皮膚科   ・婦人科   ・形成外科  ・内視鏡    ・腹腔鏡 

取扱ブランド/メーカー： コンメッド、Marina Medical、プレミア・メディカル、バッファロ

ー・フィルター、Summit Doppler、Viscot、バイオテック、Landanger、MMS、Adlin、

Seiler 

主な取引先病院： 民間のクリニックに販売の経験があり、チレ・コンプラの入札を通し

て公共市場での強化を目指す。 

得意とする診療科： 婦人科及び皮膚科 

その他特記事項： 医療用機器、器具、消費材の販売に携わる若手企業である。 

 

  

https://www.dolphfinmedical.cl/
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(11) エキポス・メディコス・セペダ (Equipos Médicos Zepeda) 

企業名： エキポス・メディコス・セペダ (Equipos Médicos Zepeda) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区リカルド・マッテ・ペレス 535番 

TEL： (56)223416606 FAX： 

ウェブサイト： https://www.zepeda.cl E-mail： ccarrasco@zepeda.cl 

従業員数： 42名 輸入2016年： 3,579,314米ドル(CIF価格) 

日本 59％、米国 14％、ドイツ 12％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 1981年 

取扱製品： ・内視鏡     ・画像取り込み 

取扱ブランド/メーカー： 富士フィルム、Intelligent Endoscopy、Cellvizio、G Flex、US 

Endoscopy、Medicators、Viva Sighy、エルベ 

主な取引先病院： クリニカ・ラスコンデス、クリニカ・ダビラ、コデルコ、クリニカ・ブル

ネス、カトリック大学病院、クリニカ・コルディリェーラ、クリニカ・ベスプシオ、メガサルッ

ド、インテグラメディカ、国立ガン研究所、クリニカ・ラス・リラス、クリニカ・サンタ・マリ

ア、サン・ボルハ・アリアラン病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 内視鏡が専門と見られている。 

その他特記事項： 

 富士フィルムの胃及び気管支内視鏡検査用の医療機器のチリでの独占販売

代理店として事業を始めた。 

 2014年に200％、2015年に83％の成長をし、小企業から中企業になった。現

在、14名の販売員がいる。 

2015年から営業運営管理支援プログラムであるSADOVシステムを使用してお

り、日々の営業展開に大きな結束力を持たせて、オンラインで接続して仕事が

できる。 

 

  

https://www.zepeda.cl/
mailto:ccarrasco@zepeda.cl
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(12) エリコ (Helico) 

企業名： エリコ (Helico) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区サルバドール通り 217番 

TEL： (56)229403100 FAX： 

ウェブサイト： https://www.helico.cl E-mail： ventas@helico.cl 

従業員数： 150名 輸入 2016年： 1,277,858米ドル(CIF価格) 

米国 77％、スイス 8％、中国 6％、 

日本 0％ 

国内支店数：サンティアゴに本社、アント

ファガスタ、コンセプシオン、ビニャ・デル・

マル、プンタ・アレーナスに支店 

設立年：1970年 

取扱製品： ・骨接合   ・背骨   ・義肢   ・関節鏡    ・神経外科 

取扱ブランド/メーカー： Mathis Medical、Waldemar Link、Signature Orthopaedics、ヘレ

ウス 

主な取引先病院： 外傷クリニックや外傷病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 義肢タイプの製品及び骨や関節用のインプラント 

その他特記事項： 

 エリコは、大人及び子供の外傷、整形外科、神経外科、スポーツ医学、皮膚科、

形成外科用の医療用品を販売し、保健市場において技術移転をする企業であ

る。 

 企業は教育の分野にも関与しており、 患者にとって費用便益がより大きくて、

早期快復を可能にするような研究開発での全ての進歩を移転するために外科

医の養成をしている。 

 

  

https://www.helico.cl/
mailto:ventas@helico.cl
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(13) ヘミスフェリオ・スール (Hemisferio Sur) 

企業名： ヘミスフェリオ・スール (Hemisferio Sur) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区フランシスコ・ビルバオ通り 2829番 

TEL： (56)223628000 FAX： 

ウェブサイト： https://www.hemisur.cl E-mail： hemisur@hemicur.cl 

従業員数： 60名 輸入 2016年： 5,229,908米ドル(CIF価格) 

米国 59％、チェコ共和国 13％、ドイツ

11％、日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 1988年 

取扱製品： ・集中治療    ・病室    ・心臓血管    ・滅菌 

取扱ブランド/メーカー： アローインターナショナル、Blease、Brainz、Carefusion、エドワ

ーズ、Jaeger、メディックス、Natus、オリンピック、Pajunk、Pulmonetic System、Delmar 

Reynolds、Sonsormedics、Spacelabs、テレフレックス、Högner、CGM、Trilux、

Aovantecnia、ベルモント、Organon、Primedic、Synovis、MedocomFlow、ミズホ、

Acutronic、Braile、BTG 

主な取引先病院： 国内の全ての保健センターへの販売経験がある。 

得意とする診療科： ベッド及び手術台 

その他特記事項： 

 医療消費材、機器、安全装置の推進、販売、流通、サービスに携わる会社であ

り、2008年のISO9001規格の要件、現行の法律及び内部プロセスの継続的改善

に基づいて包括的な品質サービスを提供することにより顧客の期待を満足・超

越することを志向する。 

 1990年以降、ヘミスフェリオ・スール(株)には専門化した独自の技術サービス部

門があり、生物医学エンジニアと電子エンジニアで構成されている。 

 

  

https://www.hemisur.cl/
mailto:hemisur@hemicur.cl
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(14) インメッド・メディカル (Inmed Medical) 

企業名： インメッド・メディカル (Inmed Medical) 

住所： サンティアゴ市ウエチュラバ区デル・バリェ・スル通り 577番 

TEL： (56)229403000 FAX： 

ウェブサイト：

https://www.inmed-medical.com 

E-mail： ventas@inmed-medical.com 

 

従業員数： 300名 輸入 2016年： 822,219米ドル(CIF価格) 

米国 29％、中国 25％、メキシコ 24％、 

日本 5％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 2012年 

取扱製品： ・歯科用品    ・滅菌センター 

取扱ブランド/メーカー： C.A.G.、エチコン、ニプロ、ドレーゲル、ビー・ブラウン、アルコ

ン、カールストルツ、ホスピーラ、Hemosure、Unilene、Primus、Gelica Medical 

主な取引先病院： 治療と外科手術のために病院、クリニック、診療所、検査機関へ

の販売経験があり、現在、納入業者である。 

得意とする診療科： 医療用品、滅菌、ラボ用品 

その他特記事項： 

 会社はキリクラ工場で医療用品の生産を行い、10ヶ国に輸出している。会社

は微生物ラボ、インフラ、ハイテク機器、学際的な専門スタッフを抱えている。 

 Primus Medical会社(1944年)とPharmaBrill会社（1973年）の合併で生まれた会

社である。2011年にペルーで一企業を買収したことにより、ペルー市場で取引

を行っており、10ヶ所以上の市場に輸出する。ISO9001の認証を取得してい

る。 

 

  

https://www.inmed-medical.com/
mailto:ventas@inmed-medical.com
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(15) インターナショナルクリニックス (International Clinics) 

企業名： インターナショナルクリニックス (International Clinics) 

住所： サンティアゴ市ウエチュラバ区デル・ヴァッリェ通り 601番 

TEL： (56)224727200 FAX： 

ウェブサイト： https://www.iclinics.cl E-mail： jcasaez@iclinics.cl 

従業員数： 52名 輸入 2016年： 797,705米ドル(CIF価格) 

日本 29％、米国 29％、アイルランド 12％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年：1982年 

取扱製品： ・婦人科   ・心臓病    ・滅菌     ・手術室 

取扱ブランド/メーカー： 

・ 婦人科： トーイツ、ソニー、パーカー、Natus、日立アロカ 

・ 心臓血管： Nikomed 

・ 滅菌： Matachana 

・ 外科： Ziehm 

・ 入院： Givas 

・ 医用画像： 島津、Planmed 

主な取引先病院： 保健省の全ての公立病院、民間クリニック、軍隊付属病院、メディ

カルセンター、個人病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 婦人科と心臓病 

その他特記事項： 

・ 会社は販売する医療機器の設置及び技術保全について責任を負う技術部門

がある。子会社であるSINDE(株)を通して、プロジェクトの資金調達の提案を

する。 

・ パラクリニックス(株)（Paraclinicas S.A.)はインターナショナルクリニックスグル

ープに属し、滅菌統合サービスのモデル本部である。一方向の流れの広い施

設で、手動、超音波及び熱消毒の洗浄プロセス、水蒸気低温殺菌、一時保

管、コンテナと密閉カートの搬送システムを備えている。 

 

  

https://www.iclinics.cl/
mailto:jcasaez@iclinics.cl
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(16) イヴェンス(株) (Ivens S.A.) 

企業名： イヴェンス(株) (Ivens S.A.) 

住所： サンティアゴ市ラスコンデス区フランデス通り 1848番 

TEL： (56)223608000 FAX： 

ウェブサイト： https://www.ivens.cl E-mail： ivens@ivens.cl 

従業員数： 40名 輸入 2016年： 616,525米ドル(CIF価格) 

日本 32％、ドイツ 30％、中国 15％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 1974年 

取扱製品： 以下の分野での機器ソルーション： 

  ・心臓病 ・レスキューの構成要素 ・診断 ・眼科 ・モニタリング ・神経外科 

取扱ブランド/メーカー： ダイナマックス、Aijkelkamp、デルタ・デバイス、Lambrecht、

Hansatech、Opti Sciences、Weisstechnik、ライコア、Micrilit、Evermed、アンブ、

CareFusion、Biobase、ミンドレイ、Avestin、日本光電、Helmer、Planer、Liobras、トプコ

ン、スター、Sonomed Escalon、Oculus Surgical、Meitech、Kindcare、ノーザン、Liobras 

主な取引先病院： 国内の全ての保健センターへの販売経験がある。 

得意とする診療科： 眼科 

その他特記事項： 

 主として眼科であるが、蘇生、呼吸、モニタリング及び心臓病にも携わる。 

 2016年、この会社は2つの会社、医療のイヴェンス・オフタルモロヒア(株) 

(Ivens Oftalmología SPA)とラボのイヴェンス・メッドラブ(株) (Ivens MedLab 

SPA)、で構成される。 

 

  

https://www.ivens.cl/
mailto:ivens@ivens.cl
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(17) カプラン・エキポス (Kaplan Equipos) 

企業名： カプラン・エキポス (Kaplan Equipos) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区マルチャント・ペレイラ通り 174番 

TEL： (56)222258290 FAX： 

ウェブサイト： https://www.kaplan.cl E-mail： kaplan@kaplan.cl 

従業員数： 33名 輸入 2016年： 3,574,097米ドル(CIF価格) 

米国 41％、ドイツ 34％、トルコ 5％、 

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、アント

ファガスタ、ビニャ・デル・マル、コンセプシ

オン、プエルト・モントに支店 

設立年： 1975年 

取扱製品： ・心臓血管   ・心臓血管のインプラント  ・手術室   ・神経内科 

         ・呼吸器 

取扱ブランド/メーカー： セント・ジュード・メディカル、マッケ、ハートウェア、Atricure、

Bard、カーディアックサイエンス、アイティーシー、Novalung、ガイスター、Kapp Surgical、

レメイト・バスキュラー、OBS、Perouse Medical、Scanlan、コンメッド、Fiab、Nessler、スミ

スメディカル、Casmed、Emed、Infab、Surgical Acuity、Breas、Meridian Medical、

Ircadiance、ビーエムシー、Pulmodyne、フィリップス・レピロニクス 

主な取引先病院： 民間のクリニック及び公立病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： ペースメーカー、誘導針、心臓弁、体外循環装置、呼吸装置、電

気メス、手術器具 

その他特記事項： 

 小企業の会社であり、特に心臓血管用品・装置を取り扱う。 

 メディカサ(有)(Midicasa Ltda.)はカプランの技術サービス部門である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kaplan.cl/
mailto:kaplan@kaplan.cl
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(18) メディプレクス (Mediplex) 

企業名： メディプレクス (Mediplex) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区フリオ・プラド通り 1069番 

TEL： (56)224836000 FAX： 

ウェブサイト： https://www.mediplex.cl E-mail： servicioalcliente@mediplex.cl 

従業員数： 45名 輸入 2016年： 3,473,423米ドル(CIF価格) 

ニュージーランド 55％、メキシコ 17％、 

米国 11％、日本 1％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、テム

コ、キリョタ、ビニャ・デル・マルに支店 

設立年： 1964年 

取扱製品： 

・ 睡眠障害及び呼吸器疾患の治療のための装置 

・ 救急及び麻酔 

・ 集中治療 

取扱ブランド/メーカー： Hudson RCI、Fisher&Paykel、日本ユニシス、VBM、

Neumovent、Flight Medical、Gentherm Company、Sunmed 

主な取引先病院： 国内の主なる民間クリニック及び公立病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 麻酔、呼吸療法、モニタリング、患者の保温、睡眠時無呼吸 

その他特記事項： 

・ メディプレクスは睡眠障害及び呼吸器疾患の医療機器・製品ではチリで最も

重要な納入業者の一つである。 

・ テムコではOrthosalud、ビニャ・デル・マル及びキリョタではOxihouseの店名で

販売店がある。 

 

  

https://www.mediplex.cl/
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(19) オフトメッド (Oftomed) 

企業名： オフトメッド (Oftomed) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区ロスレオネス通り 1326番 

TEL： (56)225713900 FAX： 

ウェブサイト： https://www.oftomed.cl E-mail： mvillablanca@oftomed.cl 

従業員数： 30名 輸入2016年： 2,937,035米ドル(CIF価格) 

米国 56％、ドイツ 24％、日本 6％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年：1991年 

取扱製品： ・診断    ・手術    ・器具    ・レーザー 

取扱ブランド/メーカー： クラリティ、クレメント・クラーク、ハーグ、ライカート、 

Luxvision、Fiso、Apramed、エイエムオー、Moller Medel、タカギ、Medicel、CLR 

Medical、イーグル、Sharpoint、Geuder、Volk、Iridex、Avedro 

主な取引先病院： 眼科を専門として、民間のクリニック及び公立病院への販売経験

がある。 

得意とする診療科： 眼科に関すること全て。 

その他特記事項： 

・ 眼科に関する診断、手術、薬品において、機器ソルーション及び手術用品の

調達の参照会社である。 

・ 2000年、エキシマレーザーの世界最大メーカーであるVISXブランドのチリ、ペ

ルー及びボリビアでの独占販売代理店となった。2005年、メキシコ市にオフト

メッドを設立した。 

 

  

https://www.oftomed.cl/
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(20) ピーヴィー・エキポ (PV Equipo) 

企業名： ピーヴィー・エキポ (PV Equipo) 

住所： サンティアゴ市ウエチュラバ区サンタ・エレーナ・デ・ウエチュラバ通り 1160番 

TEL： (56)223677800 FAX： 

ウェブサイト： http://www.pvequip.cl E-mail： info@pvequip.cl 

従業員数： 100名 輸入 2016年： 7,024,990米ドル(CIF価格) 

米国 54％、メキシコ 25％、フィンランド

11％、日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、コンセ

プシオンに支店 

設立年： 1989年 

取扱製品： ・麻酔    ・外科    ・心臓病 

取扱ブランド/メーカー： ベアーハガー、Aestiva、GE Datex Ohmega、Biomed、マッケ、

Emma、マシモルート、ゼネラル・エレクトリック 

主な取引先病院： 民間のクリニック及び公立病院への販売経験がある。2017年、政府

に消費材を5百万ドル以上販売した。 

得意とする診療科： 手術室とラボ用の機器 

その他特記事項： 

・ ラボ用を含め、医療機器、医療用品、付属品を販売する中規模の会社。 

・ 公共市場での入札により国立病院に販売をする重要な会社。また、この分野の

リーダー的な会社としての将来を見据えており、より能力を身につけたスタッフ

及び最新の技術的資源を備えることをコミットしている。 
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(21) レイチ (Reich) 

企業名： レイチ (Reich) 

住所： サンティアゴ市ウエチュラバ区エル・ロサル通り 4565番 

TEL： (56)227147700 FAX： 

ウェブサイト： https://www.reich.cl E-mail： info@reich.cl 

従業員数： 100名 輸入 2016年： 2,567,845米ドル(CIF価格) 

ドイツ 68％、米国 18％、イタリア 9％、    

日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、イキ

ケ、アントファガスタ、ラセレーナ、ビニャ・

デル・マル、ランカグア、コンセプシオン、

プエルト・モントに支店 

設立年： 1950年 

取扱製品： ・心臓血管内科  ・腫瘍  ・臨床シミュレーション  ・スポーツ医学 

取扱ブランド/メーカー： ストルツ、FSN、MTP、リヴァノヴァ、ソラテック、アキュレイ、オ

ルフィット、Optika、Zwick/Roell、日立 

主な取引先病院： 公共部門の全ての病院、軍隊付属病院、サンティアゴ及び地方の

主なる民間のクリニック、カトリック大学病院、インテグラメディカ、サンティアゴ安全共

済病院、チリ大学病院、コンセプシオン大学病院、ロスアンゼルス大学病院、アンドレ

ス・ベリョ大学病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 手術室の実装。ダヴィンチロボットシステムを設置した。 

その他特記事項： 

 様々な医療専門分野で診断、外来及び手術での処置のために総合的な技術ソ

ルーションを提供する中規模の会社。また、産業分野及び獣医学用に高技術で

高性能な機器、器具、消費材。 

 拡張とプロフェッショナル化の過程の真っ只中にあり、 技術サービスを中心に

持続的な成長を促進している。 
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(22) テクノイマヘン (Tecnoimagen) 

企業名： テクノイマヘン (Tecnoimagen) 

住所： サンティアゴ市プロビデンシア区ラウタロ 754番 

TEL： (56)225607600 FAX： 

ウェブサイト：https://www.tecnoimagen.cl E-mail： carlos.lopez@timed.cl 

従業員数： 60名 輸入 2016年： 2,461,099米ドル(CIF価格) 

日本 65％、米国 29％、マレーシア 1％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年： 1997年 

取扱製品： ・コンピューター断層撮影   ・核磁気共鳴      

        ・血管造影システム       ・超音波機器及び放射線機器 

取扱ブランド/メーカー： Esaole、ソノサイト、Vinno、日立、AstorMed、CoolSculpting、キ

ュテラ、Solta、シネロン・キャンデラ、ヴィーナスコンセプト、ミンドレイ、ウェルチ・アレン 

主な取引先病院： 民間のクリニック、公立病院、メディカルセンターへの販売経験があ

る。 

得意とする診療科： 医用画像と女性医療 

その他特記事項 

 保健チームが正確で時宜な診断ができるように、品質について専門的な支援を

備えた医用画像のための技術ソルーションを提供し、 人々の生活の質に寄与

するために創立された会社である。1997年以降、テクノイマヘン(株)は東芝メデ

ィカルシステムズ(株)のチリでの独占販売代理店となっている。 

 2005年、テクノイマヘンは女性医療用機器のメーカーである北アメリカのホロジ

ックブランドを独占販売し、トモシンセシス技術を備えたデジタルマンモグラフィ

ー、垂直及び水平方向の定位生検システム、真空採血システム、手術用ミニア

ームC及び骨密度測定計の製品ラインを取り入れた。 
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(23) テクニヘン (Tecnigen) 

企業名： テクニヘン (Tecnigen) 

住所： サンティアゴ市ニュニョア区サニャルツ 1060番 

TEL： (56)222384589 FAX： 

ウェブサイト： https://www.tecnigen.cl E-mail： info@tecnigen.cl 

従業員数： 160名 輸入 2016年： 2,984,098米ドル(CIF価格) 

中国 44％、ドイツ 39％、米国 9％、 

日本 1％ 

国内支店数： サンティアゴに本社、バル

パライソ及びコンセプシオンに支店 

設立年： 1999年 

取扱製品： ・臨床診断ラボ    ・血液バンク    ・外科及び手術室   

        ・研究ラボ       ・消毒及び滅菌   ・集中治療室 

取扱ブランド/メーカー： Abbott Diagnostics、Abbott Molecular、Stago、KLS Martin、

Seca、ハイネ、ラブコンコ、ヘッチヒ、Memmert、Omnicell、ベリメド、Abon、アダム、ベク

トン・ディッキンソン、Benchimark、Diatron Group、エリテック、Fritsch、Hanel、サーモフィ

ッシャー、Omnicell 

主な取引先病院： 病院、クリニック、そして特にラボへの販売経験がある。 

得意とする診療科： 医療・保健ラボ用の機器 

その他特記事項： 

 医学、科学及び技術の領域で機器、運用、管理並びにコントロールのソルーシ

ョンを提供するチリの会社。2008年ISO9001の規格を認証している。 

 1999年、Merck Alemaniaの子会社であるメルク(株)の保健部門とHänel(株)が合

併してチリの会社として事業を開始した。 
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(24) テクニカ (Teknica) 

企業名： テクニカ (Teknica) 

住所： サンティアゴ市プダウエル区サラス・アスコタン 1305 番 Enea 

TEL： (56)229404400 FAX： 

ウェブサイト：https://www.teknica.cl E-mail： ventas@teknica.cl 

従業員数： 40名 輸入 2016年： 1,988,121米ドル(CIF価格) 

マレーシア 46％、ウルグアイ 24％、中国

23％、日本 0％ 

国内支店数： サンティアゴのみ 設立年：1991年 

取扱製品： ・滅菌器     ・搬送カート    ・処理プラント 

取扱ブランド/メーカー： エーアイシー、Laboratorios Anios、AT−OS、Labtech、LMA、メ

ドライン、ノーベル、Renosem、Rush、Sandres、シェリダン、SPS Medical、Steritek、

Venotek 

主な取引先病院： 民間のクリニック及び公立病院への販売経験がある。 

得意とする診療科： 蒸気滅菌装置、麻酔用具、搬送カート、超音波洗浄機 

その他特記事項： 

 保健センターのための消費材及び機械装置を販売する小規模の会社。 

 RushとLMAのブランドの独占販売代理店。 

 

以上 
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関連資料・項目 

中南米の医療機器市場の最新動向（2015年 11月） 

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/3c99cdea65145906.html 

 

チリ ビジネス情報とジェトロの支援サービス 

https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/3c99cdea65145906.html
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/cl/


 

チリにおける医療機器等の輸入/販売業者調査 

Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チリにおける医療機器等の輸入/販売業者調査  

 

 

 

発 行 2018年 3月             

作 成 独立行政法人 日本貿易振興機構 

 サンティアゴ事務所 

発行所 独立行政法人 日本貿易振興機構 

 サービス産業部ヘルスケア産業課  

 〒107-6006 東京都港区赤坂 

 1-12-32アーク森ビル 6階 

電 話 03-3582-8351 


