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会社名・連絡先 取扱い商品内容

アイテック阪急阪神株式会社
大阪府大阪市福島区海老江1-1-31
tel:06-6456-5223

https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント 
東京都目黒区上目黒2-1-1
中目黒GTﾀﾜｰ17F
tel:03-5794-3800
http://www.armg.jp 

アトムメディカル株式会社
東京都文京区本郷3-18-15
tel:03-6779-4148

http://www.atomed.co.jp

株式会社アトレータ
大阪府淀川区宮原1-2-5
フレンテ新大阪403号
tel:06-6151-5207

 【医療機関、検査機関での検体採取用具等を企画・製造・販売】
ピー・ポールⅡ・ウロキャッチⅡ

https://www.atleta.biz

アボットジャパン合同会社
東京都港区三田3-5-27
tel:03-4555-1000

http://www.abbott.co.jp  

株式会社アルファ インターナショナル
東京都港区三田1-3-33
三田ネクサスビル5F
tel:03-5446-5961
http://www.alpha-inter.co.jp  

株式会社イズミ車体製作所
熊本県菊池郡大津町大字岩坂3258－4
tel:096-279-1733

http://www.izumishatai.co.jp

栄研化学株式会社
 東京都台東区台東4-19-9
山口ビル7  4F
tel:03-5846-3265
http://www.eiken.co.jp  

EIZO株式会社
 東京都品川区南大井6-22-7
大森ベルポートＥ館6F
tel:03-5764-3403
http://www.eizo.co.jp

株式会社エス アール エル 
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング
tel:03-6279-0959
http://www.srl-group.co.jp  

エムスリー株式会社
東京都港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス
tel:03-6895-1762
https://corporate.m3.com/

全衛連賛助会員

　セーティネット構築･運用から､人材採用･教育組 織活性化、メンタルヘル
スケアまで､働く人々の 「安心」と「活力」に関するソリューション提供

【診断薬・検査用機器システムの開発、製造販売】
・自動免疫測定システム：AxSYMアナライザー他 自動血液学分析システ
ム：セルダインサファイア他

　総合健康情報システム、健康管理サポートシステム、住民健康評価シス
テム、特定健康診査・特定保健指導対応システム

　医療機器（産婦人科用機器）のうち、婦人科検診台などを製造・販売

　総合健康管理システムTOHMAS-i、検体検査システムMELAS-i、微生物
検査システムBCT Mate、感染制御支援システムICT Mate、総合健康情報
WebシステムConfy

　各種医療法人防疫車の製造・販売 ・胃胸部検診車、マンモグラフィー検
診車、CT検診車、超音波検診車、循環器検診車、人間ドック車、婦人検診
車、総合検診車など

　医療用などの画像表示用モニターの開発・生産・販売

【臨床検査用医薬品及び分析装置の製造･販売】
・血清ペプシノゲン検査用､血清/尿ヘリコバクターピロリ抗体測定用､血清
PSA検査用他 

　受託臨床検査事業、滅菌･院内物流管理、治験(医 薬品開発)支援、食品
衛生検査、環境関連検査、感染防止商品販売、健康食品販売他

①医療人材紹介・派遣事業②採用コンサルティング事業③医療機関経営
支援事業④産業医業務受託、スポット産業医面談サービス事業
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MRT株式会社
東京都渋谷区神南1-18-2
フレーム神南坂3階 
tel:03-6415-5286
https://medrt.co.jp

株式会社エムティーアイ 
東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー35Ｆ
tel:03-5333-6789

https://www.mti.co.jp
株式会社LSIメディエンス
東京都千代田区内神田1-13-4
tel:03-5577-0611

http://www.medience.co.jp

株式会社プリメディカ
東京都港区芝大門2-3-3
寺田ビル5F
tel:03-5776-1105

https://www.premedica.co.jp/
キッセイコムテック株式会社
長野県松本市和田4010－10
tel:0263-40-1122

https://www.kicnet.co.jp/

キャノンメディカルシステムズ株式会社
神奈川県川崎市幸区柳町70-1
tel:03-6369-9643

https://jp.medical.canon/

キャノンメドテックサプライ株式会社
神奈川県川崎市中原区今井上町9-1
tel:044-739-6731

http://www.canon-lcs.co.jp

京成自動車工業株式会社 
千葉県市川市東大和田2－5－3
tel:047-377-0131

http://www.keiseimotors.co.jp

株式会社健康管理推進協会 
埼玉県戸田市美女木1-29-9
tel:048-422-3862

http://www.kensuikyo.jp/company.html

公益財団法人国際人材育成機構
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3
新堀留ビル7F
tel:03-5645-5622
http://www.imm.or.jp

コニカミノルタジャパン株式会社
東京都港区芝浦1-1-1
浜松町ビルディング26F
tel:03-6324-1080
http://www.konicaminolta.jp/healthcare

小林クリエイト株式会社 
東京都中央区新富1-18-1
tel:03-3553-4664

http://k-cr.jp

　健診のお知らせ作成業務（アウトソーシングサービス）誤封入撲滅等の
品質向上・フルカラーバリアブル健診結果表（アウトソーシングサービス）
安心体制で業務を強力にバックアップ

◇臨床検査◇予防医学関連サービス◇医療関連 サービス◇体外診断用
医薬品　◇遺伝子･タンパ ク解析◇食品衛生検査等

ヘルスケア・ファインテック・音楽・電子書籍・生活情報・エンターテイメン
ト、毎日の暮らしを楽しく便利にするモバイルコンテンツサービスの提供
・「ＣＡＲＡＤＡパック」 ：  ヘルスケアサービスに注力した健診機関向けの受
信者とコミュニケーションや健診後のフォローアップにご活用頂くサービス

医療情報のプラットフォームの提供
1. 医師の職業紹介（スポット・定期非常勤・常勤）
2. 遠隔診療・健康相談サービスの運営

　ベトナム、インドネシア及びタイから、政府派遣の 実習生を受け入れ（〔帰
国後〕起業・就職：母国の経済発展に大きく寄与）

・組立式衝立『フリーパーテイション』 
・三つ折り式衝立『「折りパーくん』
・簡易式表示板『あんない君』
・健診用超軽量机『多目的テーブル』

　Ｘレイフィルム、Ｘレイ自動現像機、レーザーイ メ一ジャー、CRシステム、
PACSシステム、デジタルマンモグラフィシステム、尿路・血管造影剤

　各種レントゲン検診車の車体製造(胃部検診車･胸部検診車･胃胸部検
診車･　　乳房検診車･ＣＴ検診車・婦人検診車・超音波検診車等)

　各種医療用機器、各種健康機器・システム及び消耗品、病院設備機器、
医療機器関連用品、医療診断医薬品の販売等

〈検診/健診機関向け読影レポート・業務支援システムPAXiS-Screenjng〉
〈睡眠計測・解析サービス〉
〈姿勢計測ソフト販売〉

　医療機器全般（特に健診分野における撮影機器、読影システム、検診
車、検体検査装置など）

【予防医療事業】
・OX-index検査」脳梗塞、心筋梗塞の発症リスク検査
・「サインポスト遺伝子検査」遺伝子による運動&栄養ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・「マイクロアレイ血液検査」消化器がんスクリーニング
・ＭＣＩ (軽度認知障害) スクリーニング検査
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さんぎょうい株式会社 
東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル6F
tel:03-6304-5560
http://www.sangyoui.co.jp

公益財団法人産業医学振興財団
東京都千代田区神田司町2-2-11
tel:03-3525-8291

http://www.zsisz.or.jp

一般社団法人産業保健振興会
東京都荒川区西日暮里2-22-1
ステーションプラザタワー401
tel:03-5824-0180
http://sangyohoken.or.jp

システムデザイン開発株式会社 
札幌市中央区南１条西10-1-2
tel:011-281-6770

https://www.sddgrp.co.jp/

シスメックス株式会社 
兵庫県神戸市西区室谷1-3-2
tel:078-992-6218

http://www.sysmex.co.jp  

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋2-1-3
アーバンネット日本橋二丁目ビル
tel:03-3272-0790
http://www.sekisuimedical.jp

大日本印刷株式会社
静岡県浜松市中区板屋町111-2
浜松アクトタワー18F
tel:053-451-0251
http://www.dnp.co.jp/infosol

タック株式会社
岐阜県大垣市小野4-35-12
tel: 0584-75-6514

http://www.taknet.co.jp  

株式会社 ディ・アイ・システム
東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト2Ｆ
tel:03-5318-6940
http://www.di-system.co.jp

東京特殊車体株式会社 
東京都八王子市長沼町1304－1
tel:042-644-3518

http://www.toutoku.co.jp

株式会社東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6
tel:03-3279-0771

https://www.toyo.co.jp

株式会社トプコンメディカルジャパン 
東京都板橋区蓮沼町75－1
tel:03-5915-1803

http://www.topcon.co.jp

・胸部Ｘ線骨組織透過処理システム　Ｃｌｅａｒ　Ｒｅａｄ　ＢＳ
・胸部Ｘ線経時差分処理システム　　 Ｃｌｅａｒ　Ｒｅａｄ　+Ｃｏmpare
・胸部CT肺血管透過処理システム　 Ｃｌｅａｒ　Ｒｅａｄ　ＣＴ-ＶＳ　　　　他

　「医療機関そして産業医と企業の橋渡し役」として、全国各地の産業医と
協力して企業の労働安全衛生業務の支援をしています

　血球計数検査、血液凝固検査、免疫血清検査、生 化学検査、一般検査
など

【生活習慣病関連検査用診断薬】
・コレステストLDL､コレステストN HDL､ノルディ アN HbA1c､ルシカGA-L､ナ
ノピアP-FDP他

　ヘルスケア分野におけるトータルなシステム化 を提案・社会に貢献する
ソリューションの提供 

【医療防疫車の製造・販売】
・胃部レントゲン検診車､胸部レントゲン検診車､ マンモ検診車､循環器検
診車､超音波検診車他

【産業医業情報の提供】
・産業医学情報の普及・提供を図るため、産業医学図書の発行・産業医学
定期紙「産業医学ジャーナル」及び「産業医学レビュー」を発行
【その他講習会等】
・産業医の資質向上を目的とする講習会を実施するなどの事業

①効率化、コスト削減の観点から、
・全衛連メンタルヘルスサービス事業に関する受託運用サービス
・健康診断部材セット・発送及び診断結果レポート出力・封入封緘・発送
②健康・医療分野の観点から、
・医療用画像管理システム、健康管理のデータプラットフォーム構築・運用

・システム開発
・通信インフラ構築
・各種ＩＴ機器
・ＩＴ研修
・営業支援

【眼科・健診用検査機器及びシステムの販売】
・スクリー ノスコープ、無散瞳眼底カメラ、ノンコンタクトタイプトノメーター、
オートレフラクトメータ等

・産業医業務
・保健師業務

　受託システム開発、クラウドサービスの提供など
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ニットーメディカルシステムズ株式会社
愛知県名古屋市北区敷島町41-3
tel:052-919-0338

http://www.njc.co.jp  

日本事務器株式会社
東京都渋谷区本町3-12-１
tel:050-300-1508

http://www.njc.co.jp  

日本生命保険相互会社
東京都千代田区有楽町1-1-1
tel:03-5533-5645

【経営者様・会社役員様への商晶ラインアップ】
・新逓増定期保険
・スーパーフェニックス

http://www.nissay.co.jp

株式会社日本メディスタッフ
千葉県習志野市実籾4-1-1
tel: 047-403-6255

　医師および看護師の派遣・紹介

http://www.nihon-medistaff.co.jp

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント
会 
東京都港区芝4-4-5
三田労働基準協会ビル5F 
tel:03-3453-7935

　コンサルタントの資質向上に関する講習会、研修会等の開催、コンサル
タント業務の開発・調査研究、コンサルタント業務に関する情報の収集及
び提供

http://www.jashcon.or.jp  

バイオコミュニケーションズ株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10
tel:045-470-8005

【予防医療を専門とする情報処理】
・人間ドック・健診機関向け健診データ処理システム、企業・健康保険組合
向け健康開発支援システムなど

http://www.ii-bio.com  

株式会社ビー・エム・エル 
東京都杉並区高円寺南1-32-7
tel:03-3316-0013

　全国84箇所の営業所網を活かした集配ネットワークでの即日検体搬送、
情報ネットワークによるスピーディーな結果報告体制を構築

http://www.bml.co.jp
フクダ電子株式会社 
東京都文京区本郷2-35-8
tel:03-5684-1276

　ＭＥ機器全般、治療蘇生用装置、健康管理、検体検査装置、超音波診
断装置、その他の検査装置、生理検査･急性期･一般病棟システムソ
リューションなど

http://www.fukuda.co.jp

富士フイルムヘルスケア株式会社
千葉県柏市新十余二2-1
tel:080-7744-9055

　Ｘ線診断システム、ＣＴスキャナシステム、ＭＲＩシ ステム、超音波診断装
置、核医学システム、治療システム、予防情報システム、その他関連機器

https://www.fujifilm.com/fhc/ja

富士フイルムメディカル株式会社

東京都港区西麻布2－26－30
富士フイルム西麻布ビル
tel:03-6419-8085

　医用画像情報システム、FUJIRLM DR、富士コンピ ューテッドラジオグラ
フィ、医用画像ワークステーション、ドライイメージャ等

http://www.fujifilm.co.jp

伏見製薬株式会社
東京都中野区弥生町2-41-5
tel:03-5328-7801

【硫酸バリウム製剤】
・高濃度用粉末製剤、注腸用粉末製剤、ゾル状製剤 二重造影用発泡剤、
緩下剤

http://www.fushimi.co.jp  
株式会社ベストライフ・プロモーション
神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5
富士通中原ビル5階
tel:044-754-4100
http://www.blp.co.jp  

　健康増進に関わるコンサルティング、健康増進に 関わる業務システムの
ＡＳＰサービス提供、特定健診･特定保健指導に関わる業務運用受託など

・遠隔読影支援サービス
・医療機器販売

　新総合健康管理システム：健診機関向けシステム 特定保健指導支援シ
ステム：受診者管理、指導支援票作成･スケジュール管理･データ報告
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株式会社保健科学研究所 
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町106
tel:045-333-1661

http://www.hkk.co.jp  

株式会社マーストーケンソリューション
東京都新宿区新宿1-8-5
新宿御苑室町ビル
tel:03-3352-8560
https://www.mars-tohken.co.jp/

リオン株式会社
東京都渋谷区代々木2-5-5
新宿農協会館4階
tel:03-6276-1433
http://www.rion.co.jp

株式会社両備システムズ
岡山県岡山市南区豊成2-7-16 
tel:086-264-0111

http://www.ryobi.co.jp

　《臨床検査》生化学的検査・内分泌学的検査・ 腫瘍マーカー・免疫学的検
査・血液学的検査 《鉛・有機溶剤関連検査》《計量証明事業》

　オージオメータ、聴力検査室、振動感覚計、騒音 計、パーティクルカウン
タなど

・巡回健診支援システム「スマート・ワン」
・総合健診システム「DOC　R」
・電子カルテシステム「OCS-Cube・CL」の開発、販売、導入、サポート

　健診プラットフォームサービス「macmo（マクモ）」シリーズの提供・院内向
けデータ自動化システム「健診ステーションPlus」「進捗管理システム」「誘
導支援システム」

http://www.hkk.co.jp/
http://www.rion.co.jp/
http://www.ryobi.co.jp/

