
011-826-5960 011-376-5528

針を使わない調味注入機です。
針がないので金属異物混入リスクがありません。
また、洗浄やメンテナンスが簡単です。

（平成27年3月特許取得　特願2015-504373）

調味液を直接インジェクションすることにより
今まで漬け込みで味付けしていた
作業工程時間の短縮が見込めます。

肉、魚、野菜、果物等
食材に合わせて
調味液の注入量を調整することが可能です。

鳥モモ肉に漬け込みタレを注入したものです。
針がないので、食材に骨があっても問題ありません。

参考
価格

E-mail 　　asce_sales@asce-g.com

企業名 株式会社ⓈＡＳＣｅ　（アスク）

住所 北海道札幌市白石区菊水９条３丁目２番２３号

TEL/FAX

設立年 2004年

従業員数 14名

URL https://asce-g.com/

代表者 代表取締役　後藤　亮太

業種 自動機器の設計・製作

国内・海外で
の主な実績

食品加工関連：カルビー㈱、東洋水産㈱
自動車関連：デンソー北海道㈱、トヨタ自動車北海道㈱、㈱ダイナックス

製品・
技術

名称

ニードルレスインジェクター

特徴

仕様により異なりますので、担当者までご相談ください。



011-555-5000 011-555-3000

①SESAME II-02q

国内では太陽電池とバッテリー、携帯電話回線の使用を使
用し10年間の継続利用実績があります。様々なセンサーに
対応可能（要確認）。雨量計やパトランプも取付け可能で
す。カメラ（オプション）を通して水位データと連動した画像を
見ることもできます。SESAME WEB（オプション）では、イン
ターネットを通じて現場のデータを世界のどこからでも確認
できます。

②SESAME CAMERA

一定の時間間隔で撮影 、撮影した写真を携帯電話回線を
使って伝送するシステムです。 オフィスや自宅のPC・スマ
ホ・タブレットで、いつでもどこでも必要な画像を確認できま
す。太陽電池パネル＋バッテリーで、電源設備等の整って
いない場所でも容易に設置・施工ができます。USB接続で簡
単に3台まで追加できます。

③SESAME WEB

SESAMEシリーズでクラウドサーバーに伝送されたデータ
は、インターネット環境に接続されたＰＣやスマートフォンな
どで閲覧、遠隔管理が可能です。地点・期間・時間間隔・測
定項目などフレキシブルな分析が可能です。

参考
価格

E-mail info@midori-eng.co.jp

企業名 みどり工学研究所

住所 060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目１の２３ 道通ビル８階

TEL/FAX

設立年 2004年

従業員数 10名

URL https://midori-eng.com

代表者 代表取締役社長　繁永久美子

業種 製造業

国内・海外で
の主な実績

国内：国交省革新的河川技術プロジェクト「危機管理型水位計」現場実証実験の第二段、第三弾に参加した実績があります。ま
た全国500カ所にカメラ付き危機管理型水位計を導入しました。
国外：2012年以降ベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマーやジブチなどのおよそ250箇所に機器を導入しました。各国の関係者と
協働し、現在も稼働中のものもあります。

製品・
技術

名称

①SESAME II-02q

②SESAME CAMERA

③SESAME WEB

特徴



0157-33-5900 0157-33-5899

motomi@e-mlink.co.jp

①福祉小規模多機能サービス

広域過疎で福祉サービスを提供しようとしたとき、小規
模多機能を点在させることが有効です。子どもから高齢
者、障がい者まで対応できる職員の教育プログラムと
ハードシステム等の技術を提供します。

②介護度認定サービス

高齢者や障がい者にサービスを提供する時、その介護
度を判定し、適切なケアプランを立てる必要がありま
す。しかも原則自立支援のケアプランを中心としていま
す。そのシステムと技術を提供します。

③認知症対応技術教育

昨今、認知症は日本のみならず世界各国に広がってい
ます。これは高齢化社会が広がっていることを意味しま
す、日本国における認知症ケアは世界NO1と自負して
いるところです。そのケア技術について当社は2002年よ
り経験を積み重ねてきています。その技術を提供しま
す。

参考
価格

企業名 株式会社エムリンクホールディングス

北海道北見市美芳町5丁目2-13　エムリンクビル2F

2002年

405名

住所

TEL/FAX

E-mail

従業員数

設立年

北海道内で高齢者、障がい者、保育の小規模多機能を展開、モンゴルでJICAの事業を実行中

業種 介護福祉サービス

国内・海外で
の主な実績

URL

代表者 代表取締役　   本見　研介

http://www.e-mlink.co.jp/

①技術者3名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度
②技術者2名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度
③技術者2名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度

特徴

①福祉小規模多機能サービス

名称

製品・
技術

③認知症対応技術教育

②介護度認定サービス



0166-83-4965 0166-83-4969

①住宅型有料老人ホームひばりの森
　
概ね６０歳以上の方で自立及び要支援１～要介護５までの方。さらに
は、医療行為のある方。認知症のある方でも入居可能です。ひばり
の森では、施設内に居宅・訪問介護・訪問看護事業所を併設してお
ります。ご利用者様が必要なサービスを受けられる施設です。また、
協力医療機関と連携し、安心して介護・医療が受けられます。
【居室数】　 ３１室（定員 ４３名）
【居室内設備】
・防炎カーテン・洗面台・タンス２竿・物干し
・介護用ベッド（PARAMOUNT BED３モーター）
・居室内ナースコール完備
・１Ｆに特殊浴槽があります。（左写真添付）

②地域密着型認知症対応型共同生活介護　グループホームひばり

【利用条件】
　・介護保険の被保険者で、要介護認定を受け、『要支援２』以上
で医師から認知症と診断を受けた方
　・共同生活に支障のない方
　・極端な暴力行為や自傷行為のない方
利用者が５～９名程度の少人数で生活を共にし、スタッフとともに食
事の準備や掃除、洗濯などを行うなど通常生活とあまり変わらない
生活を送ることにより、認知症状の進行を穏やかにし、家庭介護の
負担を軽減することを目的にしています。
【施設内設備】・エアコン完備・床暖完備
・シャワード・バス両ユニット完備（通常浴槽以外左写真添付）
・介護ロボット（PARAMOUNT BED　「眠りSCAN」5台導入。）
※今年度も介護ロボット追加予定。（左写真添付）

③自宅介護のサポート

・指定居宅介護支援事業所ひばり
・指定訪問介護事業所ひばり
・指定訪問看護事業所ひばり
ご本人・ご家族様が安心して自宅で生活できるよう、ケアプランの作
成、訪問介護員による介護・生活支援や看護師による訪問介護など
を通じ、支援を行います。

参考
価格

E-mail orenji.sapoto@camel.plala.or.jp 

企業名 株式会社 オレンジサポート

住所 北海道上川郡東神楽町北1条東2丁目11-5

TEL/FAX

設立年 2010年10月

従業員数 43名

URL http://www.orangesupport.net

代表者 代表取締役　岸田　利男

業種 福祉事業

国内・海外で
の主な実績

 【国内】　2010年　認知症対応型共同生活介護（2ユニット）グループホームひばり　開設
　　　　　　2015年　住宅型有料老人ホームひばりの森　開設
　　　　　　2015年　指定居宅介護支援事業所ひばり　開設
　　　　　　2015年　指定訪問介護事業所ひばり　開設
　　　　　　2015年　指定訪問看護事業所ひばり　開設

製品・
技術

名称

①住宅型有料老人ホームひばりの森

②地域密着型認知症対応型共同生活介護　グループホームひばり

③自宅介護のサポート

特徴

－

mailto:orenji.sapoto@camel.plala.or.jp
http://www.orangesupport.net/
mailto:orenji.sapoto@camel.plala.or.jp
http://www.orangesupport.net/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=132khp31b/EXP=1436515235;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0RqSjVNTTJ2X1RrNnpIbHhpSDRwcGtVNFhmS3ROQ0x5emE3TXZJVy1BTjRkV2NRS1p0VHZvMzRBBHADNWJHRjVhNkZJT2VVdS5XRGp3LS0EcG9zAzgzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.heiseikai-group.com/wp/wp-content/uploads/2011/02/service_img05.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11tbfun5a/EXP=1436515119;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHF1SzUyZEFCOXFYQ3dBcHhQWDhaQndxQmhteEZMNFV6eDZaZU0yNEJXVUlXSVNXa1ZnSHFhQWl3dwRwAzZLaXE1WldQNUx1TDZLMjNJT2VVdS5XRGp3LS0EcG9zAzQ1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.umekoma.jp/img1_47169_560_3000


011-210-8088 011-210-8089

①「リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ」

生活期リハビリを提供し、食事・入浴のない短時間のデイサー
ビス。ご利用者様の「活動・参加」「地域生活作り」につながる予
防医療、介護予防プログラムを実施します。
高齢化社会が進む中、健康産業として社会的意義を持ちなが
ら、将来的に安定した収益を獲得出来るビジネスモデルです。

②「完全個別オーダーメイドリハビリテーション　フィジオコンセ
プト」

最先端のリハビリテーションツールや独自のフィジカルメソッドと
評価サイクルにより、利用者のための完全個別オーダーメイド
リハビリテーションを実現。理学療法士や言語聴覚士などのプ
ロフェッショナル集団が、利用者ひとりひとりにアプローチしま
す。
高齢化社会が進む中、健康産業として社会的意義を持ちなが
ら、将来的に安定した収益を獲得出来るビジネスモデルです。

参考
価格

E-mail info@3eee.co.jp

企業名 株式会社3eee

住所 北海道札幌市中央区北4条西6丁目1-3　北4条ビル3階

TEL/FAX

設立年 2010年

従業員数 283名

URL http://www.3eee.co.jp

代表者 代表取締役　田中 紀雄

業種 介護福祉業・サービス業

国内・海外での
主な実績

・2013年　札幌市経済局主催健康サービス産業推進事業ビジネスコンテスト
「最適な介護予防プログラムを提供するための研究開発」　優秀モデル賞 受賞
・2015年　EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤージャパン 特別賞 受賞

製品・技術

名称
　①カラダラボ

　②フィジオコンセプト

特徴

協議の上決定。

mailto:info@3eee.co.jp
http://www.3eee.co.jp/
mailto:info@3eee.co.jp
http://www.3eee.co.jp/


0143-25-6600 0143-24-3313

参考
価格

国内：本学園の設置する「北海道福祉教育専門学校　職業実践専門課程　介護福祉学科」における台湾の看
護系大学在学生の短期留学研修生としての受け入れ。
海外：台湾高雄市にある看護系大学「輔英科技大學」との学務提携締結。日本の「介護」を「KAIGO」として海
外に普及するための人材育成を実施。日本からは、教員と学生(短期留学研修生）を派遣している。

業種
1941年創業の北海道胆振日高管内唯一の形態の学園。
介護福祉士、社会福祉主事、保育士、幼稚園教諭養成の専門学校と調理師養成の専門学校を設置し、実習
施設を兼ねた幼稚園2園を開設。

国内・海外で
の主な実績

①介護人材養成教育

-

特徴

名称

製品・
技術

①介護人材養成教育

介護を必要とする利用者様本位の「サービス」としての
介護を提供できる人材育成教育を実施。科学的な知見
に基づいた介護技術をベストな状態で利用者様に出来
る様に体系化づいた教育カリキュラムを教授する。
（サービス利用者様への身体への介護、家族への支
援、医療機関との連携が出来る人材の育成。）修業年
限2年制養成課程。（入学前の日本語教育課程の在学
期間を入れると卒業まで３年間かかります。）
その他に協議の上、短期間（数週間から２～３ヶ月）の
「介護技術」「介護サービス提供理論」などの専門技術
と知識を実践的に学ぶことが可能です。（日本の在留資
格の取得の都合によって来校が出来ないことがありま
す。）
この「短期育成コース」は、基本的に日本の本校におい
てのコースとなりますが、教職員を中国に派遣して各種
講習等のクラスを実施させて頂くことも可能です。

代表者 理事長　澤田豊

学校法人　北斗文化学園

北海道室蘭市中央町1丁目2番17号

g.h.q@hokuto-bunka.ac.jp

1941年4月

50名(常勤者)

設立年

企業名

住所

TEL/FAX

E-mail

http://www.hokuto-bunka.ac.jp/

従業員数

URL



011-211-0996 011-200-4734

①強力除菌消臭水　アルファーゼロ

弱酸性次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウム水を弱
酸性にすることで得られます。「アルファーゼロ」は、次
亜塩素酸の除菌能力だけを最大限に引き出す『緩衝
法』により生成されています。
 食品の除菌洗浄にも使われており、その安全性は厚生
労働省も認めています。
•弱酸性次亜塩素酸水は、グルラタールや次亜塩素酸
ソーダと同様の幅広い除菌スペクトルを持っており、耐
性菌やウイルス、菌が作る毒素（黄色ブドウ球菌など）
の分解やノロウイルス、Ｏ１５７、サルモネラ菌にも有効
です。
•「アルファーゼロ」は緩衝法製法により、より純粋に次亜
塩素酸のチカラを引き出します。 不純物除去の製法に
より、次亜塩素酸本来の除菌力と消臭力を兼ね備えま
す。

参考
価格

E-mail ichimiya@octet-sapporo.com

企業名  株式会社オクテット

住所 北海道札幌市中央区北5条西11丁目16-1ライズ北５条605号

TEL/FAX

設立年 2010年4月

従業員数 4名

URL http://octet-sapporo.com

代表者 一宮 德明

業種 医療機器販売業

国内・海外で
の主な実績

-

製品・
技術

名称

①強力除菌消臭水　アルファーゼロ

②オゾン生成器（O3 PREMIUM）

特徴
②オゾン生成器（O3　PREMIUM）

プラズマオゾンが空気中の殺菌やウイルス・カビを分解
します。
日本では救急車500台以上に採用されるなど、ホテル、
駅ターミナル、幼稚園、保育園、各学校施設、病院、老
健施設、ペットショップ、エステサロン、美容室、鉄道車
両、バスなど様々な商業施設から一般家庭まで、幅広く
設置されています。

-



011-887-7970 011-887-7971

①KITAGUNI ブランドサプリメント
1)メイン原料の素材は日本産である
2)メイン原料は日本での研究成果がある
3)商品は日本で製造されている(Made in Japan)
の3つのコンセプトのサプリメントシリーズです。現在3種類
の商品があります。
・White Bloom: 美白
・Actice Joint: 関節ケア
・Cutie Slim: スリミング

②サプリメント、スキンケア化粧品のOEM・ODM
クライアントさんの要望に合わせ、サプリメントやスキンケア
化粧品の企画開発ができます。海外のクライアントさんから
は、自社で独占できるオリジナルブランドの商品をMade in
Japanで、自国のマーケットに合わせた特製の商品を作りた
い、という要望が多く、これまで様々な国のクライアントさん
の商品づくりを行ってきました。自社工場はありませんが、
日本各地のたくさんの工場とネットワークがあるため、商品
の特性や条件によって最も有利な工場を選択して製造する
ことができます。

③北海道産、日本産の機能性原料(健康食品原料、化粧品
原料)
約50種類の機能性原料の販売をしております。以下ＵＲＬに
その一部をサマリー掲載していますので参考にしてくださ
い。
日本語　http://www.nlife.jp/vendor/ingredients-j.html
英語・中国語　　http://www.nlife.jp/vendor/ingredients-
e.html
原料に関しては、個別にお問い合わせください。また、掲載
されてない原料もたくさんありますので、お気軽にお問い合
わせください。新規原料開発も可能です。

参考
価格

製品・
技術

名称
①KITAGUNI ブランドサプリメント
②サプリメント、スキンケア化粧品のOEM・ODM
③北海道産、日本産の機能性原料(健康食品原料、化粧品原料)

特徴

①参考上代：White Bloom:2,500円、Active Joint:3,500円、Cutie Slim:4,800円
②OEM・ODM：ご希望の原価に合わせて商品設計します。
③原料：各原料、ご購入量によって異なります。

代表者 代表取締役　内藤大輔

業種 販売（健康食品・化粧品）

国内・海外で
の主な実績

健康食品、化粧品、医薬品原料の販売
健康食品、化粧品のODM、企画、開発
健康食品、化粧品、加工食品の卸売

設立年 2007年

従業員数 7名

URL http://www.northlife.co.jp/en/

E-mail info@northlife.co.jp

企業名 株式会社北国生活社

住所 北海道札幌市西区西町北6丁目1-1　ユニビル２F

TEL/FAX

mailto:info@northlife.co.jp
mailto:info@northlife.co.jp


011-530-6500 011-530-6501

①スイーツスキンケア　シュクレ

100%食品由来の天然成分の日本発のシュガースクラブ。洗顔後の濡れたお
肌になじませてサッと洗い流すだけの簡単ケア。お砂糖がお肌の水分と皮脂
のバランスを整え、しっかりと保湿し肌を柔らかくしてくれます。顔と全身に毎
日使えます。主原料は、世界で唯一、遺伝子組み換えをしていない北海道産
のてんさい糖。トレサビリティーもクリアです。敏感肌はもちろん、脂性肌乾燥
肌、どんなお肌もスッキリしっとり。敏感肌やお顔にはマッサージ＆パック(砂
糖粒細か目で0.25mm)を。Face&Bodyはたっぷり使える経済価格(砂糖粒荒
め：0.5mm)。

②シュガーリングマッサージ/シュガーリングバス シュガーリングマッサージ

新生児からお使いいただける、肌に負担のないタイプのシュガースクラブで
す。極小粒のてんさい糖を１粒１粒食用植物性オイルでコーティング。100％
天然成分なので万が一、お口に入っても問題ありません。すばやく洗浄、しっ
かり保湿のスキンケアアイテム。県立病院のNICU(乳幼児集中治療室)など
で、２０００人以上の乳幼児の使用試験済み。東アジア看護学会など国内外
の学会んどでも有効性を発表。

シュガーリングバス

100％天然素材の沐浴剤です。お砂糖の優秀な保湿力で長湯が禁物の赤
ちゃんの敏感肌を短時間でしっとりケア。ベビーバスを卒業したら家族みんな
の入浴剤としてもお使いいただけます。WEBの多くのBabyサイトのコクヨクラ
ンキンでは常に上位。沐浴　オーガニックもしくは天然で検索ください。

③洗浄保湿ローション　カラダキレイ

水がなくてもしっかり洗浄、うるおい成分とコート成分で肌を守ります。肌と同
じ弱酸性。肌にスプレーしてなじませ、サッと拭き取るだけで、99.9％除菌もで
きます。通常の肌ケア、体調不良や入院などで入浴困難な時の清拭剤とし
て、また、災害時の衛生備蓄品としてもおすすめです。
医療・介護の現場でも採用されており、高齢者の脆くなった肌や、赤ちゃんの
薄い肌にも負担無くお使いいただけます。

コロナ有効成分（経済産業省発表）を配合しており、手指だけでなく、顔、身
体全身に使えます。人工透析を必要とされる方のセルフケアアイテムとして
も、好評を得ています。

参考
価格

E-mail info@abyssal.jp

企業名 株式会社アビサル・ジャパン

住所 北海道札幌市中央区南4条西12丁目1304-4

TEL/FAX

設立年 2004年

従業員数 10名

URL https://abyssal.jp/

代表者 幟立　眞理

業種 化粧品（美容・ヘルススキンケア用品・ベビースキンケア用品）の製造販売

国内・海外で
の主な実績

主力商品スイーツスキンケアシュクレは、ホクレンやイオンボディに導入いただいており、長年愛用いただいているシュガースクラブです。
シュガーリングマッサージを用いてNICUで使用試験を実施。2000人以上のエビデンスを保有しています。
ヘルススキンケア用品は、災害時に避難所や病院・介護施設に寄付。北海道福祉のまちづくり賞を受賞。透析クリニックでの使用試験を経て透析
学会で発表いただきました。これを機に調剤薬局への導入も増え、透析患者の方々のセルフケアにも役立てていただいています。

製品・
技術

名称

①スイーツスキンケア　シュクレ

②シュガーリングマッサージ/シュガーリングバス

③洗浄保湿ローション　カラダキレイ

特徴



011‐868‐5188 011‐868‐5187

①ふくらはぎ用α（締め付けない、熱くならない）
脚のむくみ、脚のつり、冷え性、下肢静脈瘤、夜間頻尿
②ふくらはぎ用クール（暑い季節でもストレスなく使用でき
るクールタイプ）
体感はふくらはぎ用αと同様
③手足指間用（手にも足にも使用できるタイプ）
手に着用の場合
ばね指、手首の腱鞘炎
足に着用の場合
浮き指、タコウオノメ、足のニオイ

④足首用（薄い作りで靴をはいても違和感なし）
かかとをつけたまましゃがめますか
足首か硬いと腰痛になる確率が高くなります。足首をケア
して腰痛改善
⑤くつ下クロ（のびのび素材でストレスフリー）
締め付け感をなくしたくつ下で足先の冷えを改善
⑥手首用α（スマホ、パソコンをする方へ）
あなたの肩こりは手首が原因。スマホやパソコンを長時間
しているかたは手首をケアすることによって肩こりが楽に
なります。

⑦ボディ用オレンジ（薄くて、長めのはらまき）
着用して4日目にどっさりと排便が、宿便をだします。更に
便秘と軟便を改善。腰痛やバストアップにも効果的です。
⑧ボディ用ブラック（人気のブラック）
体感はオレンジと同様
⑨めぐ流れるクリーム（グラファイトシリカ＋血行促進成
分）　疲れの溜まっているところ、コリや痛いところに塗って
ください。立ち仕事の後の脚の疲れなどには効果的です。
⑩めぐ流クリームＣ（メントール配合）
効果はめぐ流クリームと同様で清涼感があるメントールを
配合、持ち運び便利なチューブタイプ
⑪グラファイトシリカ（良質な遠赤外線を放射）
身体に遠赤外線の振動をあたえることで血流改善や代謝
を促します。

参考
価格

E-mail info@gs-science.co.jp

企業名 ジーエス・サイエンス株式会社

住所 北海道札幌市白石区本通13丁目南6‐17

TEL/FAX

設立年 2012年

従業員数 7名

URL https://www.gs-science.co.jp/

代表者 代表取締役　野川博崇

業種 健康用品の開発メーカー

国内・海外で
の主な実績

国内では2,500店舗の薬局で販売しています。海外では台湾で100店舗の薬局で販売しています。
通信販売では5社。越境ＥＣも数社販売しております。

製品・
技術

名称

ピースエイトシリーズ

締め付けない心地よさで24時間装着してもストレスフリー、今までにない新感覚のサポーター

北海道上ノ国町でしか採掘されないグラファイトシリカが強力な遠赤外線パワーで身体の血流改善を促します。

特徴

⑦ ⑧ ⑩

④ ⑤ ⑥

① ② ③

⑪

⑨

mailto:info@gs-science.co.jp
https://www.gs-science.co.jp/
mailto:info@gs-science.co.jp
https://www.gs-science.co.jp/


TEL.011-211-5525　FAX.011-211-5534

参考
価格

E-mail info@esi-c.com

企業名 ESI 株式会社

住所 〒005-0022　北海道札幌市南区真駒内柏丘11丁目1番103号

TEL/FAX

設立年 平成18年5月17日

従業員数 8名

URL https://www.esi-c.com/

代表者 菊地　匡彦

業種 環境衛生事業/環境コンサルティング業務/次亜塩素酸水溶液関連商材

国内・海外で
の主な実績

・国内病院介護施設への導入（手指消毒・清掃時の除菌・空間噴霧による空間除菌）・イベント施設（来客時の手指や全身の消毒・開
催場所の空間噴霧による空間除菌）・畜産業界（乳牛の乳頭除菌・幼少牛の感染症対策のための空間除菌）・清掃業者（特殊清掃・緊
急消毒時の除菌アイテム）・店頭販売（ドラッグストア・デパート・スポーツクラブ・整骨院・エステサロン・スポーツショップ・ホームセン
ター・地方自治体の除菌消臭、災害対策品としての備蓄品

製品・
技術

名称

①高純度次亜塩素酸水溶液簡単生成パウダー「クリアランスα」　50g

②高純度次亜塩素酸水溶液簡単生成パウダー「クリアランスαプレミアム」　（0.6g/1包　60包入）

　③専用超音波霧化器「クリアランスAT-45」

特徴

①クリアランスα 50ｇ入
・主原料となるジクロロイソシアヌル酸ナトリウムにpH調整剤

を特殊技術で配合付着攪拌した除菌・消臭剤です。

・水に溶かした際の水溶液が、当社規定の利用基準に基づく

範囲のなかで、どの様な濃度で生成しても非乖離の次亜塩

素酸の存在比率が最も高い位置（ｐH値5～6.5）で自動生成

されるように開発された画期的な「高純度次亜塩素酸水生成

パウダー」です

・クリアランスαは粉体からの還元なので、品質は乾燥状態に

於いて6年以上の安定性が確認されております。

◎保管場所を取らなくて長期備蓄可能。

（メーカー保証期間6年間）

◎50ｐｐｍに希釈して330リットル分。

◎500ｍｌスプレーボトルで660本分。

◎1本当たり30円弱の低コスト。

②「クリアランスαプレミアム」

③専用超音波霧化器

「クリアランスAT-45]

・強力除菌 様々な感染リスクの対策

・瞬間消臭 不快なニオイを強力消臭

・芽胞種菌を含む菌やウイルス、風邪などの感染症リスクを

軽減

・ペット臭（獣臭）を分解

・肌に直接触れても、噴霧しても安全な除菌・消臭水です。

・空間噴射はもちろん、布団・枕・カーテンなどニオイの元に直

接スプレーしたり、食材や厨房機器・雑巾などを浸漬したも効

果を発揮します。

・クリアランスαプレミアムは一包0.6gで60包入り

・１リットルの水で1包0.6gを溶かすと200ｐｐｍの次亜塩素酸

水溶液が生成できます。

・扱いやすくとても簡単便利な次亜塩素酸水溶液生成パウ

ダーです。

mailto:info@esi-c.com
https://www.esi-c.com/
mailto:info@esi-c.com
https://www.esi-c.com/


011-736-2345 011-736-2347

名称

特徴

参考
価格

E-mail mizuno@genmaikoso.co.jp 　　（海外担当　水野）

企業名 株式会社　玄米酵素

住所 〒001-0012 札幌市北区北12条西1丁目1-1　第1酵素ビル

TEL/FAX

設立年 1972年

従業員数 80名

URL https://www.genmaikoso.co.jp/

代表者 鹿内正孝

業種 食品製造販売

国内・海外で
の主な実績

国内：創業から50年。商品の販売だけでなく、食と健康の教育活動に力を入れており、年間1.5万回のセミナーや料理教室を開催（コ
ロナ前の2019年）。商品の取扱店数は7,000店。医療機関での取り扱いが増え、現在160箇所に。機能性を証明する学術論文は30
以上（腸内細菌、抗炎症作用、発がんを抑える作用など）
海外：30年前から海外にも輸出を開始。アメリカ、カナダ、韓国、マレーシアの現地代理店に輸出している。

製品・技
術

玄米酵素　ハイ・ゲンキ　スピルリナ

１．玄米酵素　ハイ・ゲンキとは？
玄米食が健康に良いことは分かっていても、なかなか続けられないのが現状。そこで
「手軽な玄米食」として生まれたのが玄米酵素ハイ・ゲンキです。ハイ・ゲンキは、玄
米・胚芽・表皮を、麹菌によって発酵させた食品です。健康に必要な栄養素が40種類
以上含まれており、 白米を食べていても玄米酵素を補えば玄米食以上の価値が生ま
れています。調理不要、水と一緒にそのまま食べることができます。

２．こんな方にお勧めです。

①腸の健康が気になる方
食物繊維がごぼうの4倍含まれています。６割の方が、食物繊維の良さを体感（250名
のモニター調査の結果）。食べて数日で良さを体感しやすい商品です。玄米酵素が、
健康に役立つ短鎖脂肪酸を増やす働きを証明した論文も発表しています。
　https://shop.genmaikoso.co.jp/mimiyori/detail.aspx?id=100

②栄養バランスが乱れている方、野菜不足の方：ビタミンやミネラルなど40以上の栄養
素を含みます。外食や旅行で、栄養バランスが乱れたときでも、玄米酵素で手軽にビタ
ミンやミネラルを補うことができます。
　https://shop.genmaikoso.co.jp/about/guide.aspx

③消化不良が気になる方
食後に食べると、発酵により生まれた消化酵素が、食べたものの消化を助けます。消
化酵素の働きを目で見る実験を動画で紹介しています。
　https://www.youtube.com/watch?v=R2pHH3YIfIQ

④糖や脂質が気になる方
玄米食が、糖や脂肪が高めの方の健康増進に有効という論文が多数出ています。げ
枚に豊富に含まれる、食物繊維やγオリザノールの機能が期待されています。玄米酵
素を食前に食べると、お腹で膨らみ、食べ過ぎを防ぐこともできます。

⑤美容が気になる方、老化を抑えたい方
老化の原因となる「酸化」を抑える成分が多数含まれています。化粧品にも配合されて
いるエルゴチオネインという、今話題の成分も含有。

⑥断食やファスティングに興味がある方
食事の代わりに、玄米酵素と水分だけで済ませても、空腹感が気にならず、ビタミンや
ミネラルは摂取しながら、摂取カロリーを抑えることができます。手軽にファスティング
ができると好評です。詳しくはこちらをご覧ください
　https://shop.genmaikoso.co.jp/mimiyori/fasting.aspx

３．機能に関する論文を30以上発表しています。研究データは「ふぶらぼ」というページ
で解説しています。　　https://fbra.jp/

４．北海道の自社工場で生産。ISO9001や北海道HACCPの認証も取得。徹底した生産
管理、衛生管理をしています。残留農薬や放射能の検査も行い、基準値を満たさない
原料は使用しません。

国内：当社直営ショップサイトでの販売価格　4800円（税別）

mailto:mizuno@genmaikoso.co.jp%20　　（海外担当　水野）
https://www.genmaikoso.co.jp/
mailto:mizuno@genmaikoso.co.jp%20　　（海外担当　水野）
mailto:mizuno@genmaikoso.co.jp%20　　（海外担当　水野）
https://www.genmaikoso.co.jp/


0143-46-1204 0143-45-6790

手すり（据え置き型）
製品名【たちあっぷ（矢崎化工）、ルーツ
（モルテン）、たよレール（マツ六）、ツイン
ディ（パナソニック）等】

手すり（設置型）【バディー（モルテン）、ﾍﾞ
ｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ホクメイ）、洋式用ﾄｲﾚﾌﾚｰ
ﾑ（アロン化成）等】

ベッドサイドやソファにて起き上がりや立ち上がり時の補助としてしっかり掴
まることができ、転倒防止に繋がる。

床と天井を突っ張ったり、便器に挟み込むなど、立ち上がりや移動の際に
使用することで、転倒の予防に繋がる。

歩行器
製品名【ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑｳｫｰｶｰ等（イースト
アイ）、アルコー系等（星光医療器）等、他
多数】

室内用や屋外用と様々な種類があり、転倒防止のため、身体状況に合わ
せて歩行補助として使用し自立した生活や介護負担の軽減を図ることがで
きる。

車いす
取扱ﾒｰｶｰ
【Miki、日進医療器、松永製作所、ｶﾜﾑﾗｻ
ｲｸﾙ、他】

歩行困難な方が日常生活にて移動手段として使用する。
身体状況に合わせて様々な機能を有した車いすがある。
※自走型、介助型→肘掛け跳ね上げ・ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄｽｲﾝｸﾞｱｳﾄなど、
※ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ・チルト→特に介助を要する方で座位の安定や食事の誤嚥を
予防することができるようにﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞやチルト機能の特殊な車いす
※電動車いす→自立した生活ができるように長距離移動など、充電式バッ
テリーで駆動する

特殊寝台（電動ベッド）
取扱ﾒｰｶｰ
【プラッツ、シーホネンス、ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ、
ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ、他】

マットレスを乗せる床板が背、腰、脚の三部分ないしそれ以上に分かれて
動き、背上げ機能を利用して起き上がりを補助するなど、利用者の目的に
あわせて姿勢を変えることができる。
ベッドの高さが調整できるタイプは、ベッドでの立ち座りが楽にでき、介助
者の腰の負担も軽減できる。

参考価格

製品・技
術

名称

手すり（据え置き型、設置型）・歩行器・車いす・特殊寝台（電動ベッド）

特徴

手すり-約\50,000～　例）ルーツHS〈ｻｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ〉　ｶﾀﾛｸﾞ定価¥64,680-
歩行器-約\20,000～　例）ハッピーⅡNB　ｶﾀﾛｸﾞ定価\40,700-
車いす-約\60,000～　例）CRT-1自走　ｶﾀﾛｸﾞ定価\118,000-
電動ベッド-約150,000～　例）ミオレットⅢ3M（本体）　ｶﾀﾛｸﾞ定価\320,000-

代表者 代表取締役　　中田　久美子

業種 建設資材卸売業、仮設資材レンタル業、福祉用具販売レンタル業、在宅配食サービス業

国内・海外での主な
実績

複数の事業部門を有しており、販売形態も物販とレンタルンにまたがり販売先も建設会社、レンタル会社、個人と多
岐にわたることを特徴としています

設立年 1975年

従業員数 43名

URL http://tokai-k.jp/tokashoji/

企業名 東海商事株式会社

住所 北海道室蘭市高砂町4丁目14番16号

TEL/FAX

E-mail shouji-kimoto@zpost.plala.or.jp

mailto:shouji-kimoto@zpost.plala.or.jp
http://tokai-k.jp/tokashoji/
http://tokai-k.jp/tokashoji/
mailto:shouji-kimoto@zpost.plala.or.jp


011-206-1462 011-206-1463

スマートスーツ®ライト
人間工学に基いたデザインにより、機械的な動力を用いることなく、つらい
中腰姿勢の維持や、重量物の持ち上げ等のかがみ込み時に背部に配置
した弾性体が作用し、上半身を引き起こしをアシストし、同時に腹部を引き
締め体幹を安定させることで腰痛予防や転倒防止の効果をもつ内骨格型
のアシストスーツ（特許取得済）
その効果は、①【アシスト】人の手による作業を持続的に安全かつ快適に
行えるように身体にかかる負担と疲労を軽減することで腰痛等の疾病を予
防すること。②【トレーニング】継続的な作業によって得られる適度なトレー
ニング効果が体力（筋力・持久力・気力）の維持・増進に寄与し、作業者の
労働意欲を高めること、という軽労化®の概念に基づいている。

スマートスーツ®プラス　パンツ
スマートスーツ®プラス　オーバーオール

スマートスーツ®ライトをユニフォーム（パンツ・オーバーオール）にセットイ
ンしたもので、着脱が用意で着心地も改善している。外見上の着用感が見
られないため、必要な人だけに導入することも可能である。
ライトの基本的な機能に加え、膝部をサポートすることでしゃがみ込み姿
勢から立ち上がる際のアシストも行うことができる。
既製品の他、既存ユニフォームに内蔵することも可能。

軽労化の概念のひとつである「トレーニング」について、簡易的な体力測定
で体力を可視化し、労働持続可能性指数を提示するシステムを提供。体
力測定の結果からAIが提案するパーソナライズされたトレーニング・プログ
ラムによって総合的な体力の維持・増進をはかる。
高年齢労働者の積極雇用がすすむと、労働者の加齢による体力低下から
労災リスクも高まるが、労働者に自らの体力を認知させるとともに、体力み
見あった作業を実施することで労災予防と労働安全に貢献することができ
る。

参考
価格

E-mail info@smartsupport.co.jp

企業名 株式会社　スマートサポート

住所 札幌市中央区南1条西5丁目7番地　愛生舘ビル4階

TEL/FAX

設立年 2008年

従業員数 3名

URL https://smartsupport.co.jp/

代表者 代表取締役　鈴木　善人

業種 アシストスーツの開発、製造

国内・海外で
の主な実績

当社は北海道大学大学院情報科学研究科の田中孝之教授をパートナーに設立した同大学発認定ベンチャー企業
である。主たる製品であるスマートスーツ®は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）
の競争的資金を調達して開発した。その機能や効果は厚生労働省の事業で第三者機関によって実証されている。
製品の販売は業務資本提携を締結しているDCMの店舗やオンラインストアで販売している。また、大成建設株式
会社をはじめ多くの企業のユニフォームにスマートスーツ・プラスが採用されている。

製品・
技術

名称

スマートスーツ®ライト

スマートスーツ®プラス　パンツ／オーバーオール

体力測定＋体力増進プログラムの提供（名称未定）

特徴

スマートスーツ®ライト　　　　　　　 ¥28,000　（税込み　\30,800）
スマートスーツ®プラス　パンツ　　¥36,000　（税込み　¥39,600）
スマートスーツ®プラス　つなぎ　　¥38,000　（税込み　¥41,800）

mailto:info@smartsupport.co.jp
https://smartsupport.co.jp/
mailto:info@smartsupport.co.jp
https://smartsupport.co.jp/


011-611-6364 011-621-5746

プライバシーに配慮した監視カメラがもたらす安心感ある
サービス！
カメラからAI姿勢推定を使用し骨格座標をレコーディングしたプライバシー
に配慮した介護記録システム（動画は記録しない）。
骨格座標から介護記録の作成、見守り、防犯対策を実現するまったく新し
い独自のソリューションを開発しました。
生活の状況を可視化し、関係者が閲覧可能にすることは、ご利用者とご家
族にとって大きな安心感をもたらす事になります。
企業のコンプライアンスとしても重要と考えます。
介護施設においてはスタッフ不足軽減への対応以外にも企業コンプライア
ンス（高齢者、障がい者への「嫌がらせ、いじめ」モラルハラスメント、パ
ワーハラスメント、セクシャルハラスメント）へ貢献する事が出来ます。
※国際出願：PCT/JP2020/000636

危険通知時の室内を見える化、緊急度を判断できる！

危険通知はモザイク画像で通知されます。
室内での状況をおおよそ確認する事が可能なため、プライバシーを守りな
がら高品質なケアサービスをご提供できます。
健康寿命の延伸には自立歩行の維持が重要で「転倒事故」などで大きな
怪我をしてしまうと自立歩行が難しくなり、廃用症候群→認知症と移行して
しまう高齢者が非常に多い。
※写真はフィールドテストにて実際に転倒事故を検知・通知した事例です。

夜間巡回の不安を軽減させます！

夜間巡回で不必要にご利用者を起こしてしまう…。
そんな介護施設様のお悩みを解決します。
赤外線カメラにより、夜間でも優しく見守ります。
夜間はスタッフが不足しており一人で見回りを行うなど精神負担が大きい
と言われています。カメラによる夜間の見守りはとても有効です。また、リ
アルタイムの見守りが可能ですので転倒事故などのリスクを軽減する事が
出来ます。
スタッフの肉体的・精神的な負担を減らす事で雇用問題の手助けにも繋が
ると期待しています。

参考
価格

E-mail mori@suncreer.co.jp

企業名 株式会社サンクレエ

住所 〒060-0012 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号SDC北12条ビル5階

TEL/FAX

設立年 1989年9月

従業員数 28人

URL https://www.suncreer.co.jp/

代表者 代表取締役　森　正人

業種 情報サービス（ソフトウェア開発、販売、保守、消耗品）

国内・海外で
の主な実績

国内5施設、海外（シンガポール）2施設でフィールドテストを実施。その後、コロナ渦の為に介護施設への立ち入れが制限。
フィールドテストの課題（不要な通知を抑制する、精度の向上など）を解決するべく新バージョンの開発を進めている。
コロナ渦の状況を見ながらモニター導入を募集し、実証テストを行う。

製品・
技術

名称
AI介護見守り「smartNexus®care」

特徴

導入費用約60万円（カメラ5台、エッジコンピュータ1台、POEハブ1台）ケーブルと工事費用は別途
月額利用料金 55,000円（カメラ5台）最小構成～

mailto:mori@suncreer.co.jp
https://www.suncreer.co.jp/
mailto:mori@suncreer.co.jp
https://www.suncreer.co.jp/


011-563-5522 011-563-5522

医療３施設で情報共有カンファレンス

同時に最大３拠点を結んでカンファレンスが行えます。
例えば、患者様のかかりつけ医であるクリニックと二次医療圏の中核病
院、そして、大学病院など三次医療圏の病院を結び、同一画面上で同じ映
像などの情報を共有しながらカンファレンスが行えます。
また、患者様のデータとともに静止画や動画のファイリングも可能ですの
で、長期間に渡り症状を静止画や動画で経過保存が行えます。
その経過情報を基に専門医とのカンファレンスも行えます。（動画・静止画
ファイリング機能）

リアルタイム動画は滑らかで正確な映像

１秒間に３０コマの（テレビ放送と同じ）滑らかな動画と音声で双方向カン
ファレンスを行えます。
手術映像などのビデオ映像はもちろんのこと、アンギオ透視映像やエコー
（US）映像等も送受信が可能です。伝送画像の静止画、動画記録も可能で
す。

ｱﾉﾃｰｼｮﾝ（上書き）機能とﾌｨﾝｶﾞｰﾎﾟｲﾝﾄ 画面に表示された静止画、動画上に文字や線を上書きすることができるア
ノテーション機能が搭載されています。赤、青、黄、黒の４色対応です。
フィンガーポイントは、マウスやペンで「指型」のポインターを画面上で自由
に動かし、目的を指し示すことができます。

参考
価格

E-mail haru32@blv.co.jp

企業名 ボーダレス・ビジョン株式会社

住所 〒064-0914 北海道札幌市中央区南１４条西６丁目４番１８号

TEL/FAX

設立年 2015年10月15日

従業員数 3名

URL https://blv.co.jp

代表者 佐々木春光

業種 ソフトウェア開発・販売

国内・海外で
の主な実績

国内　・双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」のSaaS展開（主に医療関係施設向け）
　　　　・映像記録システム「OperaVision」の販売（主に国公立大学病院の手術室向け）
海外　・双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」のデモンストレーション実行（中国、ベトナム、etc）

製品・
技術

名称

双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」　クラウド版サービス（SaaS）

F2f KizunaVision遠隔医療システム

特徴

mailto:haru32@blv.co.jp
https://blv.co.jp/
mailto:haru32@blv.co.jp
https://blv.co.jp/
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CLOUDEDIは、日本の企業が従来から使用してきている各種EDIプロトコ
ルとなる流通BMS、全銀TCP,JCA手順等に加えて、中小企業共通EDI、金
融EDIなどの次世代プロトコルでのデータ交換に対応しており、実際の取引
業務に必要な、発注、受注、出荷、入荷、請求、支払等の業務画面や帳票
類等の全てをWEBベース、プラットフォーム型にて提供する。これまでに、
経済産業省、金融庁、中小企業庁から各種認証、認定を受けており、DXを
推進する企業に現在急速に導入が広がっている。

GINESは、食品ギフト流通に特化したプラットフォームで、企業と商品の
マッチングと選定、その詳細情報の一元管理をクラウド上で実現する。こ
れまで、ギフトや展示会等の開催をする上での企業や商品の募集と選定
などは、エクセルやメールなどを用いており煩雑な作業と関係者説明会な
どの元に行われてきたが、これらをクラウド上で行うことで、非対面、非接
触、リモートでの作業を可能としている。

Fresh Hokkaidoは、ホーチミンに店舗を有しており、日本、北海道製品を、
輸入販売する。北海道をはじめてとして、日本製品の専門店、アンテナ
ショップとしての位置づけとして、現地でのショーケース、ポップアップとし
ての機能を有することで、現地企業や消費者のマーケティングリサーチや
ビジネスマッチングを恒常的に行うこを可能としている。

参考
価格

E-mail kanri@ecraftman.jp

企業名 株式会社イークラフトマン

住所 札幌市中央区北３条西１８丁目２－１０MMAビル

TEL/FAX

設立年 ２００７年

従業員数 ２０名

URL www.ecraftman.com

代表者 新山　将督

業種 情報サービス、食品及び酒類販売、輸出輸入販売

国内・海外で
の主な実績

食品小売、卸売、製造業の受発注、物流支援、決済プラットフォームの開発提供、ベトナム国における現地事業者
へのシステム開発、オフショア、及び現地での輸入販売、日本・北海道専門店「Fresh Hokkaido」を運営する。

製品・
技術

名称

ClouｄEDI　（クラウド　イーディーアイ）

GINES　（ギネス）

Fresh　Hokkaido　（フレッシュ　ホッカイドウ）

特徴

クラウドEDIは、ギネスともに、利用料モデルとなるので、無料、数千円程度/月～。

フレッシュ北海道は、商品登録販売で、２品で、５万円程度～。

mailto:kanri@ecraftman.jp
http://www.ecraftman.com/
mailto:kanri@ecraftman.jp
http://www.ecraftman.com/


011-621-2500/011-621-2511

■バスキタ！
路線バスの位置をリアルタイムに収集し、
定刻からの遅れ情報も含めて情報提供
可能なバスロケーションシステムです。
スマートフォンアプリで、以下の機能が利
用可能です。
・任意のバス停のバス到着時刻の検索機
能
・バスの運行情報表示機能
・経路ブックマーク機能
このほかに、バス事業者向けの管理機能
も多く搭載しています。

開発技術はアプリ側はAngular、サーバ側をCakePHPで開発しています。
GTFSフォーマットのバス路線データ、運行データを取り扱っており、バス事
業者ごとにシステム導入時の初期開発、及び定期的なバス運行データの
更新業務があり、開発を担当できるパートナーを求めています。

■スマートフォンアプリ開発
・観光客向けの観光情報提供アプリ
・ニュース映像を放送局へ提供するアプリ
・顧客企業の会員向け情報提供アプリ
などのスマートフォンアプリを、当社顧客
向けに企画、設計、開発しています。

開発技術はiOS、Androidともに
・ネイティブ開発（Swift／Java）
・アプリフレームワーク（Unity）
・Webフレームワーク（Angular、Vue.jsなど）
・ハイブリッドWebアプリ（Web View）
などで開発しています。
基本設計から製造、テストまでを担当できる開発パートナーを求めていま
す。

参考
価格

製品・
技術

名称

バスキタ！

スマートフォンアプリ開発

特徴

代表者 里見　英樹

業種 情報通信業

国内・海外で
の主な実績

バスロケーションシステム「バスキタ！」の企画、開発（日本国内の多くのバス事業者が利用しています）
スマートフォンアプリの開発（観光情報提供、ニュース動画の提供、会員向け情報発信など）
アニメコンテンツ（壁紙など）の配信サイトの企画、開発、運用（自社開発のCMSを利用）

設立年 1996年

従業員数 約40名

URL https://www.mediamagic.co.jp/

企業名 株式会社メディア・マジック

住所 札幌市中央区北3条西18丁目2-10 MMAビル

TEL/FAX

E-mail info@mediamagic.co.jp

mailto:info@mediamagic.co.jp
https://www.mediamagic.co.jp/
https://www.mediamagic.co.jp/
mailto:info@mediamagic.co.jp

