
第4会場
[ザ・テラスルーム]
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出展カテゴリー

創傷被覆材レーザー装置化粧品・ヒアルロン酸 その他顕微鏡・拡大鏡鋼製小物

ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム

アイ・エム・
アイ

スミス・アンド
・ネフュ－

ヴィーナス
コンセプトジャパン

総見

クックメディカル
ジャパン

セレーネ
メディカル

イリョーキ
東洋アルミニウム

NMT 
Japan カキヌマ

メディカル

アムコ

ハルテック /
Fotona d.o.o.

ユニバーサル
少額短期保険

ケイセイ
医科工業

メトラス

ネイチャー
フォース・
ジャパン

メディケード /
エムエーコーポレーション

ワイズ・
インター
ナショナル

名優

ニトムズ高研

ドクターズ・キッツ

ベリタス

ケイセイ

ソルブ

河野製作所

エムエムアンドニーク

Eye-Lens 
Pte Ltd.

ドクターズファーマシータグチメディカルロジックプロ・フィールドヘッドスプリング

 書籍展示 Ⅰ

ホワイエ

展示受付

ザ・ボールドルーム

ザ・クリケット
スイート

ホワイエ

ザ・クリスタルルーム

EV

EV

WC

クローク

R -33

R -32

R -31

R -30

R -29

R -28

R -27

R -26

R -25

R -24

R -23

R -22

R -21

R -20

R -19

R -18

R -17

R -16

R -15

R -14

R -13

R -12

R -11R -10

R -9

R -8
R -7

R -6

R -5R -4R -3R -2R -1

リッツカールトン大阪  4F

リ
ッ
ツ
カ
ー
ル
ト
ン
大
阪 

４
Ｆ

R-30
R-7
R-26
R-25
R-33
R-21
R-6
R-24
R-29
R-11
R-20
R-8
R-10
R-28
R-32
R-31
R-9
R-4
R-22
R-15
R-5
R-13
R-17
R-23
R-2
R-1
R-12
R-14
R-3
R-19
R-18
R-27
R-16

ブースNo.企業名

アイ・エム・アイ㈱
Eye-Lens Pte Ltd.
㈱アムコ
㈱イリョーキ
㈱ヴィーナスコンセプトジャパン
㈱NMT Japan
㈱エムエムアンドニーク
㈱カキヌマメディカル
クックメディカルジャパン（同）
㈱ケイセイ
ケイセイ医科工業㈱
㈱高研
㈱河野製作所（株式会社クラウンジュン・コウノ）
スミス・アンド・ネフュ－㈱
㈱セレーネメディカル
㈱総見
ソルブ㈱
㈱タグチ
東洋アルミニウム㈱
㈱ドクターズ・キッツ
㈱ドクターズファーマシー
㈱ニトムズ
㈱ネイチャーフォース・ジャパン
ハルテック㈱ / Fotona d.o.o.
㈱プロ・フィールド
㈱ヘッドスプリング
㈱ベリタス
㈱名優
㈱メディカルロジック
㈱メディケード / ㈱エムエーコーポレーション
メトラス㈱
ユニバーサル少額短期保険㈱
ワイズ・インターナショナル㈱



修正版
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出展カテゴリー

創傷被覆材レーザー装置化粧品・ヒアルロン酸 その他顕微鏡・拡大鏡鋼製小物

小ホール

大ホール

ホワイエ

ロート製薬

村中医療器

アデランス
メディカルリサーチ

PRSS．Japan

シャボン玉
石けん

休憩コーナー

カシオ計算機メイフラワー

メディカランド

INFIX

テルモBCT

ジャパン 
フォーカス

ジョンソン・エンド・
ジョンソン
エチコン事業部

ジョンソン・エンド・ジョンソン
デピューシンセス

展示受付 アブソルート

軌維舎ellman-
Japan

メディカルユーアンドエイ

ジェイメック

マルホ
医療機器事業部

フォーメディックスシーラボ

インテグラル

アボワール
インター
ナショナル

プロティア・
ジャパン

ガデリウス・メディカル

アルフレッサ ファーマ

トリニティ

レザック

サンソリット

クレシオ オカダ医材

アイ・ティー・オー

センチュリー
メディカル

日本メディカル
ネクスト

ベアーメディック

帝人メディカルテクノロジー

常盤薬品工業
ノブ事業部

アラガン・
ジャパン マーケット

スタイル
ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング

分子生理化学
研究所

ナイツ
BS

日本ストライカー
マーベラスビューティー
ジャパン

グラファ
ラボラトリーズ

秋山製作所
シグマ事業部

TMSCビー・ブラウン
エ－スクラップ

ロゼット
スリーエム ジャパン

ジェイエスエス

SunBlooming
休憩コーナー

神奈川歯科大学大学院
XR研究所

シネロン・
キャンデラ

BTL
Japan

メディカル
プログレス

書籍展示 Ⅱ

日本ルミナス

フェースビューティ

コスモテック

サイトンジャパン

人参本舗/
Visionmed LTD.

ライカマイクロ
システムズ

エスト・コミュ アルケア

サイノシュアー

WONTECH JAPAN

ナノエッグ

ジェイ・エム・エス 日本エー・
シー・ピー

カイゲンファーマ

事務室

応接室

EV

エントランス

ザ・リッツ・
カールトン大阪

EV

EV

EV EV

H -104

H -103

H -102 H -101
H -100 H -99

H -98

H -97H -96H -95

H -94 H -93 H -92 H -91 H -90

H -89

H -88

H -87

H -86-1

H -86

H -85

H -84

H -83
H -82H -81

H -80

H -79 H -78 H -77

H -76

H -75 H -74

H -73

H -72

H -71 H -70
H -69H -68

H -67H -66
H -65

H -64

H -63

H -62

H -61

H -60

H -59

H -58
H -57

H -56

H -55 H -54 H -53

H -52

H -51

H -50

H -49

H -48

H -47

H -46

H -45

H -44
H -43

H -42

H -41

H -40

H -39
H -38

H -37

H -36 H -35

H -34

企業名 企業名ブースNo.

㈱アイ・ティー・オー
㈱秋山製作所シグマ事業部
㈱アデランスメディカルリサーチ
㈱アブソルート
アボワールインターナショナル㈱
アラガン・ジャパン㈱
アルケア㈱
アルフレッサ ファーマ㈱
㈱インテグラル
㈱ INFIX
WONTECH JAPAN ㈱
㈱エスト・コミュ
㈱ ellman-Japan
オカダ医材㈱
カイゲンファーマ㈱
カシオ計算機㈱
ガデリウス・メディカル㈱
神奈川歯科大学大学院XR研究所
㈱軌維舎
グラファラボラトリーズ㈱
クレシオ㈱
コスモテック㈱
サイトンジャパン（同）
サイノシュアー㈱
㈱サンソリット
㈱ SunBlooming
㈱シーラボ
㈱ジェイエスエス
㈱ジェイ・エム・エス
Jeisys Medical Japan ㈱
㈱ジェイメック
シネロン・キャンデラ㈱
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
ジャパンフォーカス㈱
シャボン玉石けん㈱
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ エチコン事業部

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ デピューシンセス
スリーエム ジャパン㈱
センチュリーメディカル㈱
TMSC ㈱
帝人メディカルテクノロジー㈱
テルモBCT ㈱
常盤薬品工業㈱ ノブ事業部
㈱トリニティ
㈱ナイツ
㈱ナノエッグ
日本エー・シー・ピー㈱
日本ストライカー㈱
日本メディカルネクスト㈱
㈱日本ルミナス
㈱人参本舗 / Visionmed Ltd.
PRSS．Japan ㈱
㈱ BS
BTL Japan ㈱
ビー・ブラウンエ－スクラップ㈱
㈱フェースビューティ
㈲フォーメディックス
㈱プロティア・ジャパン
㈱分子生理化学研究所
㈱ベアーメディック
㈱マーケットスタイル
マーベラスビューティージャパン㈱
マルホ㈱ 医療機器事業部
村中医療器㈱
㈱メイフラワー
メディカランド㈱
㈱メディカルプログレス
㈱メディカルユーアンドエイ
ライカマイクロシステムズ㈱
㈱レザック
ロート製薬㈱
ロゼット㈱

H-62
H-90
H-99
H-34
H-48
H-94
H-77
H-45
H-47
H-104
H-79
H-78
H-36
H-54
H-81
H-101
H-44
H-86-1
H-35
H-69
H-55
H-58
H-76
H-85
H-42
H-87
H-49
H-88
H-80
H-65
H-52
H-67
H-68
H-38
H-100
H-39

H-40
H-74
H-61
H-91
H-63
H-103
H-53
H-43
H-72
H-82
H-83
H-70
H-59
H-56
H-86
H-96
H-73
H-66
H-92
H-57
H-51
H-46
H-71
H-64
H-93
H-89
H-50
H-97
H-102
H-95
H-60
H-37
H-84
H-41
H-98
H-75

ハービスOSAKA  B2F  ハービスホール
ブースNo.

ハ
ー
ビ
ス
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ  

Ｂ
２
Ｆ  

ハ
ー
ビ
ス
ホ
ー
ル

ザ・リッツ・カールトン大阪より

ザ・リッツ・カールトン大阪より

こちらのEVでも、ザ・リッツ・カールトン
大阪1Fへご移動が可能です。
2F以上にご移動の場合は、ホテル内の
エレベーターを乗り換えていただくか、
エスカレーターをご利用ください。

こちらのEVですと、
ホテルの1・2・3・4・5Fまで
ご移動が可能です。

Jeisys Medical
Japan
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出展企業一覧
出展状況　105社／ 192小間

あ アイ・エム・アイ株式会社 ○ R-30 9
株式会社アイ・ティー・オー ○ H-62 9
Eye-Lens Pte Ltd. ○ ○ ○ R-7 9
株式会社秋山製作所シグマ事業部 ○ ○ H-90 9
株式会社アデランスメディカルリサーチ ○ H-99 9
株式会社アブソルート ○ H-34 9
アボワールインターナショナル株式会社 ○ H-48 10
株式会社アムコ ○ R-26 10
アラガン・ジャパン株式会社 ○ H-94 10
アルケア株式会社 ○ H-77 10
アルフレッサ ファーマ株式会社 ○ H-45 10
株式会社イリョーキ ○ R-25 10
株式会社インテグラル ○ H-47 11
株式会社INFIX ○ H-104 11
株式会社ヴィーナスコンセプトジャパン ○ R-33 11
WONTECH JAPAN株式会社 ○ ○ H-79 11
株式会社エスト・コミュ ○ H-78 11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　製品区分

　　　出展企業名

出展カテゴリー

ブ
ー
ス
№

掲
載
頁

化
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品
・
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸
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ー
ザ
ー
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創
傷
被
覆
材

鋼
製
小
物

顕
微
鏡
・
拡
大
鏡

そ
の
他

出
展
企
業
一
覧

○リッツカールトン大阪の出展社のブース番号は頭に「R」がつきます。
　ハービスホールの出展社のブース番号は頭に「H」がつきます。
○綴込みのブースマップもご参照ください。

○展示会場は以下の2つの会場に分かれます。

ブース番号  R-1 〜 R-33　    ➡︎　リッツカールトン大阪  4F
ブース番号  H-34 〜 H-104　 ➡︎　ハービス OSAKA  B2F  ハービスホール



32

出
展
企
業
一
覧

株式会社NMT Japan ○ R-21 11
株式会社エムエーコーポレーション ○ R-19 12
株式会社エムエムアンドニーク ○ ○ ○ ○ R-6 12
株式会社ellman-Japan ○ H-36 12
オカダ医材株式会社 ○ H-54 12

か カイゲンファーマ株式会社 ○ ○ H-81 12
株式会社カキヌマメディカル ○ ○ ○ R-24 12
カシオ計算機株式会社 ○ ○ H-101 13
ガデリウス・メディカル株式会社 ○ ○ ○ H-44 13
神奈川歯科大学大学院XR研究所 ○ H-86-1 13
株式会社軌維舎 ○ H-35 13
クックメディカルジャパン合同会社 ○ R-29 13
グラファラボラトリーズ株式会社 ○ H-69 13
クレシオ株式会社 ○ ○ ○ H-55 14
株式会社ケイセイ ○ R-11 14
ケイセイ医科工業株式会社 ○ ○ R-20 14
株式会社高研 ○ R-8 14
株式会社河野製作所（株式会社クラウンジュン・コウノ） ○ R-10 14
コスモテック株式会社 ○ H-58 14

さ サイトンジャパン合同会社 ○ ○ H-76 15
サイノシュアー株式会社 ○ H-85 15
株式会社サンソリット ○ H-42 15
株式会社SunBlooming ○ ○ H-87 15
株式会社シーラボ ○ H-49 15
株式会社ジェイエスエス ○ H-88 15
株式会社ジェイ・エム・エス ○ H-80 16
Jeisys Medical Japan株式会社 ○ ○ H-65 16
株式会社ジェイメック ○ ○ H-52 16
シネロン・キャンデラ株式会社 ○ H-67 16
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ○ H-68 16
ジャパンフォーカス株式会社 ○ ○ H-38 16

シャボン玉石けん株式会社 ○ H-100 17
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  エチコン事業部 ○ H-39 17
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  デピューシンセス ○ H-40 17
スミス・アンド・ネフュ－株式会社 ○ R-28 17
スリーエム ジャパン株式会社 ○ ○ H-74 17
株式会社セレーネメディカル ○ R-32 17
センチュリーメディカル株式会社 ○ ○ ○ H-61 18
株式会社総見 ○ R-31 18
ソルブ株式会社 ○ ○ R-9 18

た 株式会社タグチ ○ ○ R-4 18
TMSC株式会社 ○ H-91 18
帝人メディカルテクノロジー株式会社 ○ H-63 18
テルモBCT株式会社 ○ H-103 19
東洋アルミニウム株式会社 ○ R-22 19
常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部 ○ H-53 19
株式会社ドクターズ・キッツ ○ R-15 19
株式会社ドクターズファーマシー ○ ○ R-5 19
株式会社トリニティ ○ H-43 19

な 株式会社ナイツ ○ H-72 20
株式会社ナノエッグ ○ ○ H-82 20
株式会社ニトムズ　　 ○ ○ R-13 20
日本エー・シー・ピー株式会社 ○ ○ H-83 20
日本ストライカー株式会社 ○ H-70 20
日本メディカルネクスト株式会社 ○ ○ H-59 20
株式会社日本ルミナス ○ H-56 21
株式会社人参本舗 / Visionmed LTD. ○ H-86 21
株式会社ネイチャーフォース・ジャパン ○ ○ R-17 21

は ハルテック株式会社 / Fotona d.o.o. ○ ○ R-23 21
PRSS. Japan株式会社 ○ ○ H-96 21
株式会社BS ○ ○ H-73 21
BTL Japan株式会社 ○ H-66 22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　製品区分

　　　出展企業名

出展カテゴリー

ブ
ー
ス
№

掲
載
頁

化
粧
品
・
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸

レ
ー
ザ
ー
装
置

創
傷
被
覆
材

鋼
製
小
物

顕
微
鏡
・
拡
大
鏡

そ
の
他
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展
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ビー・ブラウンエ－スクラップ株式会社 ○ H-92 22
株式会社フェースビューティ ○ H-57 22
有限会社フォーメディックス ○ H-51 22
株式会社プロティア・ジャパン ○ H-46 22
株式会社プロ・フィールド ○ R-2 22
株式会社分子生理化学研究所 ○ H-71 23
株式会社ベアーメディック ○ H-64 23
株式会社ヘッドスプリング ○ R-1 23
株式会社ベリタス ○ R-12 23

ま 株式会社マーケットスタイル ○ H-93 23
マーベラスビューティージャパン株式会社 ○ ○ ○ H-89 23
マルホ株式会社 医療機器事業部 ○ ○ H-50 24
村中医療器株式会社 ○ ○ ○ H-97 24
株式会社メイフラワー ○ ○ H-102 24
株式会社名優 ○ ○ R-14 24
メディカランド株式会社 ○ ○ H-95 24
株式会社メディカルプログレス ○ H-60 24
株式会社メディカルユーアンドエイ ○ ○ ○ H-37 25
株式会社メディカルロジック ○ ○ R-3 25
株式会社メディケード ○ R-19 25
メトラス株式会社 ○ ○ R-18 25

や ユニバーサル少額短期保険株式会社 ○ R-27 25
ら ライカマイクロシステムズ株式会社 ○ ○ H-84 25

株式会社レザック ○ H-41 26
ロート製薬株式会社 ○ H-98 26
ロゼット株式会社 ○ H-75 26

わ ワイズ・インターナショナル株式会社 ○ ○ R-16 26

出展企業名 出展の見どころ ブースNo.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　製品区分

　　　出展企業名

出展カテゴリー

ブ
ー
ス
№

掲
載
頁

化
粧
品
・
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸

レ
ー
ザ
ー
装
置

創
傷
被
覆
材

鋼
製
小
物

顕
微
鏡
・
拡
大
鏡

そ
の
他 アイ・エム・アイ株式会社

〒101-0032　�東京都千代田区岩本町3-5-12��
ユニゾ岩本町3丁目ビル南館

TEL:�03-6779-8414
FAX:�03-6779-8413
URL:�https://www.imimed.co.jp/

赤外観察カメラシステムpde-neoを出展
いたします。
生体に注入されたインドシアニングリーンの蛍
光観察を目的とした装置です。
組織表面下の血管やリンパ管の動態を簡便に
リアルタイムで観察することができます。

R-30

株式会社アイ・ティー・オー
〒202-0014　東京都西東京市富士町4-5-21
TEL:�050-3818-2200
FAX:�050-3730-9960
URL:�https://ito-provitamin.co.jp/

ビタミンCピーリングをコンセプトとした導入
化粧水『ステムトナーGC』、ビタミンA,�C,�E
をトリプル配合した『レチダーマACクリーム』
を紹介。また、長年の研究を活かし、新たに
スカルプケアに着目した新製品を紹介する。

H-62

Eye-Lens Pte Ltd.
〒101-0053　�東京都千代田区神田美土代町7-4�

東英美土代ビル�1階
TEL:�03-6273-7441
FAX:�03-6273-7441
URL:�https://www.eyelens.sg/

今回、人気のPDO製の3Dメッシュスキャ
フォールド「TESSLIFT�SOFTシリーズ」、美
白にこだわった「Crystal�Tomato®シリーズ」
を中心に様々製品をご紹介します。是非弊社
ブースにお立ち寄りください。

R-7

株式会社秋山製作所
シグマ事業部
〒113-0033　�東京都文京区本郷3-31-1��

盛和ビル 2階
TEL:�03-3815-8275
FAX:�03-3815-8699
URL:�http://akiyama-elp.com/

秋山製作所�シグマ事業部では、シグマオリジナ
ル鋼製器具及び縫合材料を展示しております。
また、弾性ストッキング、注射針の展示も行っ
ておりますので是非お立ち寄りください。 H-90

株式会社アデランスメディカル
リサーチ
〒160-0022　�東京都新宿区新宿3-1-9��

ADビル東館 2F･3F
TEL:�03-3353-3155
FAX:�03-3353-3153
URL:�https://www.admedical.co.jp/

弊社ブースでは、新商品を含む各種LED照射
機器、医薬品、サプリメント、ヘアケア用品
等を展示しております。
業務用LED照射機器も体験いただけますの
で、お立ち寄りの程、お願い申し上げます。

H-99

株式会社アブソルート
〒231-0032　�神奈川県横浜市中区不老町1-1-5��

横浜東芝ビル4階
TEL:�045-228-8885
FAX:�045-228-8886
URL:�https://www.absolute.co.jp/

21日（木）のランチョンセミナーにてご紹介
する疼痛を容易にコントロールできるムービン
グ式HIFU機器をはじめ、脱毛レーザー、毛
穴の汚れ・角質を除去するアクアピーリング機
器などの製品を多数展示いたします。皆様の
ご来場お待ちしております。

H-34
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1110

アボワールインターナショナル
株式会社
〒600-8492　�京都府京都市下京区月鉾町39-1��

四条烏丸大西ビル5F
TEL:�075-708-6208
FAX:�075-708-6269
URL:�https://avoir-kyoto.com/

■�形成外科武石明精医師と開発の乳房再建用
ブラジャー

・�乳房再建【術後締付ないブラジャー】ルル
フィット：8列×12㎝アジャスターで調整し
纏うように着用
・�ワイヤー可後【左右乳房差を調整するブラ
ジャー】エメリタ：乳房幅・高さ・ワイヤー
有無を自在に調整可（特許取得）

H-48

株式会社アムコ
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋4丁目 8-7
TEL:�03-3265-4467
FAX:�03-3265-5040
URL:�https://amco.co.jp/

モノポーラ・アドソン型SKフォーセプスは特
に眼瞼下垂術の手術で使用します。
●��1本4役（把持して凝固、閉じて切開、ちぎ
り焼き、脈管の剥離）
●��VIO100Cとの組み合わせにより、2種類
の切開モード、2種類の凝固モードが可能
です。

R-26

アラガン・ジャパン株式会社
〒150-6035　�東京都渋谷区恵比寿4-20-3�

恵比寿ガーデンプレイスタワー35階��
私書箱 5017号

TEL:�0120-404-100
FAX:�0120-085-235
URL:�https://www.allergan.jp

ナトレル製品【133S�ティッシュ・エキスパン
ダー】および【Inspira�シリーズインプラント】
とともに、乳房再建のご診療に役立つ資材を
展示致します。（資材については、後日発送対
応致します。）�

H-94

アルケア株式会社
〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1
TEL:�0120-770-863
FAX:�03-5608-5575
URL:�https://www.alcare.co.jp/

予防、診断、治療、リハビリ、社会復帰にい
たるまで、アルケアは医療現場が求めるニー
ズ、想いに誰よりも誠実に向き合い、知恵と技、
情熱のすべてを注ぎ込み、ケア商品の開発に
努めます。つなぐ手あて、ひらくケア。

H-77

アルフレッサ ファーマ株式会社
〒540-8575　�大阪府大阪市中央区石町二丁目�

2番 9号
TEL:�06-6941-0303
FAX:�06-6941-4866
URL:�https://www.alfresa-pharma.co.jp/

縫合糸や神経再生誘導チューブ、電気メス先
電極等を展示致します。
ブースへのお越しをお待ちしております。
ポリジオキサノン縫合糸　モノディオックス®
ポリグリコール酸縫合糸　オペポリックス®・N
神経再生誘導チューブ　ナーブリッジR
高周波処置用能動器具　アルシード®

H-45

株式会社イリョーキ
〒153-0062　�東京都目黒区三田2-8-1��

IRYOKI�EBISU�Bldg.
TEL:�03-6423-9511
FAX:�03-6423-9522
URL:�http://www.iryoki.co.jp

①�3世代目の水光注射ダーマシャインプロ、
34G�9本針使用可能。水光注射のゴール
ドスタンダード機器。日本導入から10年！
圧倒的なシェアを誇る。

②�メソセラピー大国�スペイン製�輪郭注射
MLM。自然由来成分で構成される安心なメ
ソソリューション。

R-25

株式会社インテグラル
〒141-0021　東京都品川区上大崎2-25-2
TEL:�03-6417-0810
FAX:�03-6417-0853
URL:�https://www.integralcorp.jp/

⃝�3Dハンディカメラ・ボリューム計測シミュ
レーションシステムVectra　

⃝シミ・毛穴・皮膚赤みの画像解析VISIA
⃝四肢の周径計測システムPerometer　
⃝�軟組織の硬度・弾力計測Cutometer顔面・
乳房・四肢・皮膚など全身の軟組織の非侵
襲評価機器

H-47

株式会社 INFIX
〒130-0026　�東京都墨田区両国3-22-6��

雷電ビル 9･10階
TEL:�03-5638-1750
FAX:�03-5638-1751
URL:�https://www.infix-inc.info/

「進化した最新高密度焦点式超音波」、「高周
波治療機器ボルニューマー」、「2種類のメソカ
クテル製剤」、「メソカクテルやPRPなどに使
用する最新メソガン」や「初期投資や面倒な
申請手続きなしで始められる、凍結乾燥濃縮
PRP治療サービス」などをご紹介します。

H-104

株式会社ヴィーナスコンセプト
ジャパン
〒103-0002　�東京都中央区日本橋馬喰町2-3-4�

第一蔵王ビル6階
TEL:�03-3668-0806
FAX:�03-3668-0807
URL:�https://www.venusconcept.com/ja-jp/

弊社ブースでは、医療レーザー脱毛器ヴィーナ
スヴェロシティ、IPL複合器ヴィーナスヴェル
サ、フラクショナルRF機器ヴィーナスビバを
展示致します。実際に製品に触れて操作性等
をご確認頂きながら、担当者から詳しいご説
明をさせていただきます。

R-33

WONTECH JAPAN 株式会社
〒104-0032　�東京都中央区八丁堀3-16-6��

東八重洲プレイス1F
TEL:�03-5542-8566
FAX:�03-3551-0250
URL:�http://www.wtlaser.com

今回はビジネスパートナーである（株）JK�
Japanと合同出展いたします。最速PICO、
RF、HIFU、Qスイッチ等、弊社の新機種を
今回の学会で初めてご紹介させて頂きます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

H-79

株式会社エスト・コミュ
〒104-0061　�東京都中央区銀座8-14-5�

銀座 KMビル 3F
TEL:�03-6260-6915
FAX:�03-6260-6914
URL:�http://www.peeling.co.jp/doctor/

弊社では院内で行うケミカルピーリング用ピー
リング剤・備品、並びに、患者様向けの基礎
化粧品を「Derpharm」のブランドでご案内
申し上げております。今学会では３剤MIXタ
イプのピーリング剤に「マヌカハニー」を配合
した最新のピーリング剤をご案内させて頂き
ます。

H-78

株式会社 NMT Japan
〒230-0861　�神奈川県横浜市中区元町4-179�

ウィスタリア元町3F
TEL:�045-263-6125
FAX:�045-263-6126
URL:�http://www.nmtjapan.com

Biotouch�Japan（バイオタッチジャパン）は、
世界43カ国以上にネットワークを持つ医療
アートメイク業界のパイオニアとして技術者の
育成と製品開発を行って参りました。学会ブー
スでは、医療アートメイクコンサルタントがス
クーリングや製品紹介をさせて頂きます。

R-21
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1312

株式会社エムエーコーポレーション
〒278-0006　千葉県野田市柳沢42-137
TEL:�04-7126-2717
FAX:�04-7126-2719
URL:�https://maco-jp.com

和の匠によって丁寧に作られた鋼製小物「榊」。
先端幅20μmの超極細ピンセットから、そ
の技術を活用したダウンタイムを抑えるバイ
ポーラ「極」、1本で完結するモノポーラフォー
セップ。その他幅広い施術に対応した鋼製小
物を取り扱っています。

R-19

株式会社エムエムアンドニーク
〒111-0052　東京都台東区柳橋1-16-6
TEL:�03-3865-6575
FAX:�03-3865-6585
URL:�https://www.mm-japan.co.jp/

イスラエル社製のキセノン光線治療器（IPL）
『ビオラ��V30』、AC100Vで使用可能な
Q-SWルビーレーザー『IB103』、ハンディタ
イプの汎用冷凍手術ユニット『クライオプロ』
をラインナップに加え、出展しております。こ
の機会に是非ブースへお立ち寄りください。

R-6

株式会社 ellman-Japan
〒550-0003　�大阪府大阪市西区京町堀1-8-33�

5F
TEL:�06-6448-2511
FAX:�06-6448-2522
URL:�https://www.ellman.co.jp

RFナイフ「サージトロン」は組織損傷、熱拡
散を抑えた切開・凝固が可能な機器です。
眼瞼下垂手術の出血を低減し効率をあげる
「モノポーラフォーセップ」もあわせて展示し
ています。
販売前の製品も展示しておりご意見を伺って
おりますので、是非ブースにお越し下さい。

H-36

オカダ医材株式会社
〒113-0034　東京都文京区湯島2-17-5
TEL:�03-3813-9612
FAX:�03-3813-3095
URL:�http://www.okdms.co.jp

画期的なメッシュ構造により顎顔面領域、再
建の可能性を広げたカスタムメイド型のチタン
メッシュと自骨に癒合・同化する人工骨、3D
プリンターを用いて成形するCT-Boneを取り
扱っております。

H-54

カイゲンファーマ株式会社
〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町2-5-14
TEL:�06-6202-8971
FAX:�06-6223-3048
URL:�https://www.kaigen-pharma.co.jp

飲む紫外線対策サプリメント　ソルプロプリュ
スホワイトをはじめ昨年発売した体内臭・口
臭対策のアプロ―ラ等美容に特化したサプリ
メントをご案内しております。ご興味ある方は
一度ブースにお立ち寄りください。

H-81

株式会社カキヌマメディカル
〒113-0033　東京都文京区本郷3-9-3
TEL:�03-3813-8485
FAX:�03-3816-0404
URL:�http://www.kakinumamedical.com

弊社は、手術器械、鋼製小物、手術用縫合
糸等を製造・販売しております。
今学会では、脂肪をターゲットとしたフランス
製痩身器械CRISTALや若返りを目的とした
最新の再生医療情報や幹細胞培養上清液配
合化粧品CytoPro�MD（サイトプロ）をご紹
介しております。

R-24

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
TEL:�03-5334-4906
FAX:�03-5334-4686
URL:�https://dz-image-store.casio.jp/derm/

「皮膚の撮影をはやく、簡単に、精細に」をコ
ンセプトに臨床現場の声から生まれた皮膚観
察／撮影用「ダーモカメラ/DZ-D100」、皮膚
観察用「ダーモスコープ/DZ-S50」の実機を
ご体験いただけます。

H-101

ガデリウス・メディカル株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂7-1-1
TEL:�03-5414-8753
FAX:�03-5414-8756
URL:��https://www.gadeliusmedical.com/ja/

products/Plastic/

皮膚分析器『Antera3D』をはじめ、LEDヘッ
ドライト『ENOVA』、鋼製手術器具『STILLE』
を展示しております。気軽にお立ち寄りください。

H-44

神奈川歯科大学大学院XR研究所
〒238-8580　神奈川県横須賀市稲岡町82番地
TEL:�046-822-9645
FAX:�046-822-8712
URL:�http://www.kdu.ac.jp/

ゴーグル型デバイスを装着せずに、高精細な
3D-CGモデルを裸眼立体視出来る「ソニー空
間再現ディスプレイ」上でSTL/OBJファイル
を容易に表示・操作できる「SR�View」をご
体験頂けます。裸眼立体視ディスプレイを搭
載したAcer製ノートPCも展示予定です。

H-86-1

株式会社軌維舎
〒151-0073　東京都渋谷区笹塚3-58-10
TEL:�090-9019-3381
FAX:�03-5333-3276
URL:�只今準備中です

「K3」は、親指サイズの小型センサーをiPad
につなぐだけで、顔や体を簡単に3次元で計
測・解析できる、3Dカメラです。距離、面積、
角度、体積、断面の計測・解析、シミュレーショ
ン、経時観察等に役立ちます。自社開発製品
ですので各種カスタマイズにも対応致します。

H-35

クックメディカルジャパン
合同会社
〒164-0001　�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
TEL:�03-6853-9700
FAX:�03-6688-9900
URL:�http://www.cookmedical.co.jp

「OASIS®細胞外マトリックス」は、ブタ小腸
粘膜下組織（SIS）からなる天然組成の3次
元構造（足場）とマトリックス分子（シグナル）
を保持しているコラーゲンシートです。細胞を
取り囲み結合する構造と機能をもつ複合体と
して創傷治癒を促します。

R-29

グラファラボラトリーズ株式会社
〒104-0061　�東京都中央区銀座4-8-10��

PIAS�GINZA
TEL:�03-3564-5352
FAX:�03-3564-5206
URL:�https://www.grafa.jp/

グラファラボラトリーズは、医療機関向けに
治療や治療補助に役立つ製品を提案しており
ます。
【メラノキュアＨＱ】ハイドロキノンを3.9％安
定配合した美白外用剤
【モイスチュアキープミルク�ＭＣ】ベタつかな
いのに長時間しっとりする高保湿乳液

H-69
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1514

クレシオ株式会社
〒111-0051　東京都台東区蔵前3-1-10
TEL:�03-5833-9045
FAX:�03-5833-9046
URL:�https://www.creatiocorp.jp/

昨今のコロナ化において、世界的に薄毛でお
悩みの患者様が増えてきております。弊社で
は特許成分ハイブリッヂペプチドを使用した
育毛専用注入剤「ヘアフィラー」をご紹介して
おります。その他さまざまな製品をご紹介して
おります。

H-55

株式会社ケイセイ
〒141-0022　東京都品川区東五反田5-27-5
TEL:�0120-888913
FAX:�0120-777856
URL:�https://www.e-keisei.co.jp/

⃝ダーマメディコ　低刺激性スキンケアシリーズ
⃝�ジョルビ　医療機関用ケミカルピーリング
製剤　施術製剤　グリコール酸・中和剤　
他　ホームケア製品
その他　医療機関向け製剤
どうぞ、お気軽に私どもブースにお立ち寄りく
ださい

R-11

ケイセイ医科工業株式会社
〒113-0033　東京都文京区本郷3-19-6
TEL:�03-3816-2811
FAX:�03-3816-1629
URL:�http://www.keiseimed.com

形成外科を中心に医療にかかわり58年。国
内外に手術用器械、縫合材料、機器製造・販
売してきました。オーソドックスなものから進
歩したものまで展示しています。眼瞼下垂や
LVAに特化した器械のセットなど、是非一度、
手に取って体感してください。お待ちしており
ます。

R-20

株式会社高研 
〒112-0004　東京都文京区後楽1-4-14
TEL:�03-3816-3500
FAX:�03-3816-3570
URL:�https://www.kokenmpc.co.jp/

わたくしども株式会社高研は形成外科に関わ
る医療機器を製造販売している医療機器メー
カーです。電気メスやエクスパンダーをはじめと
した様々な製品を取り扱っております。電気メ
スは持ち運び可能な軽量小型の製品をご用意
しております。ブースにて実物をご覧ください。

R-8

株式会社河野製作所 
（株式会社クラウンジュン・コウノ）
〒532-0003　�大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7�

MPR新大阪ビル5F
TEL:�06-6399-7840
FAX:�06-6399-7841
URL:�https://www.konoseisakusho.jp/

開発型ベンチャー企業として高付加価値製品
に照準を絞り、オンリー・ワン製品を開発・製造・
販売しております。
世界最小クラスのマイクロサージャリー用針付
縫合糸をはじめ、新製品の血管吻合用クリッ
プ�ピコクランプなど先生方のニーズに応じた
製品を多数ご用意しております。

R-10

コスモテック株式会社
〒113-0033　�文京区本郷2-3-9��

ツインビューお茶の水
TEL:�070-1189-7375
FAX:�03-5802-6890
URL:�https://cosmotec.com/

「RECELL�自家細胞採取・非培養細胞懸濁液
作製キット」の製造販売承認（クラスⅢ）を
2022年2月17日付けで取得致しました。
展示ブースにおきまして、製品のご紹介と共に、
ワークショップについてご案内させて頂きま
すので、是非お立ち寄りください。

H-58

サイトンジャパン合同会社
〒160-0022　�東京都新宿区新宿5-11-1��

ホーメスト新宿ビル6階
TEL:�03-5362-0262
FAX:�03-5362-0263
URL:�http://sciton.jp/

世界最大のレーザーメーカーコヒレント社の創
業者・研究者を中心に設立。
高度で革新的な技術を余すとなく搭載された
レーザーは、施術へのストレスを取り除き最高
の治療に導きます。
昨年度発表いたしました新機種も展示してお
ります。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

H-76

サイノシュアー株式会社
〒162-0825　�東京都新宿区神楽坂2丁目 17��

中央ビル 1階
TEL:�0120-933-814�
FAX:�03-3528-9956
URL:�https://www.cynosure.co.jp/

最新のレーザーを数多く展示しております。
サイノシュアー株式会社は色素斑疾患、刺青、
脱毛、血管、筋肉刺激と様々な疾患に対応可
能な機器を取り揃えております。
是非お立ち寄りください。

H-85

株式会社サンソリット
〒106-0032　�東京都港区六本木4-8-5　�

六本木和幸ビル8F
TEL:�03-5843-1541
FAX:�03-5843-1542
URL:�https://www.sunsorit.co.jp/

好評の日焼け止め「U・Vlockシリーズ」をご
案内しております。また5月に新発売を予定し
ていますニキビケア化粧品「ACクリアシリー
ズ」お試しサンプルを配布しております。ぜひ
弊社ブースにお立ち寄りください。学会特別
キャンペーンのご案内もございます。

H-42

株式会社 SunBlooming
〒112-0006　東京都文京区小日向4-1-1-1103
TEL:�050-3553-4349
URL:�http://www.sunblooming.page/

新発売のフラクショナルモード搭載�炭酸ガス
レーザー�エフ「e.f.」、ドイツより筋肉増強＋
痩身治療の新製品「BodyLab」を参考展示
します。「e.f.」はフリーハンド照射、スキャナ
による円形蒸散、フラクショナルモードによる
リサーフェシング治療が可能です。

H-87

株式会社シーラボ
〒111-0036　東京都台東区松が谷1-4-6��303
TEL:�03-5830-3474
FAX:�03-5830-3574
URL:�https://c-labo.co.jp/

毛穴、しわ、未来しわ、シミ、赤み、ニキビ、
肌ツヤなど…肌分析！
写真と数値で確認。分かりやすいデザインが
特徴です。
肌年齢は何歳？�肌タイプは乾燥？�オイリー？�
複雑性？�
正しいスキンケアは肌を知ることから。
自分に合ったケアや商品が選択できるように
なります。

H-49

株式会社ジェイエスエス
〒541-0045　�大阪府大阪市中央区道修町1丁目

6番 7号�JMFビル北浜 01��14F
TEL:�06-6222-3754
FAX:�06-6222-3750
URL:�https://jssco.co.jp/

医療教育現場で、術者の視野共有の必要性を
お感じではありませんか？�ジェイエスエスで
はワイヤレスでライブストリーミングが可能な
ヘッドライトカメラをご用意しております。
ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。スタッ
フ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしてお
ります。

H-88
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株式会社ジェイ・エム・エス
〒140-0013　�東京都品川区南大井1-13-5�

新南大井ビル11階
TEL:�03-6404-0607
FAX:�03-6404-0611
URL:�https://www.jms.cc

「J003－4多血小板血漿処置」に使用可能
な「セルエイド　Ｐタイプ」（抗凝固化血から血
小板等を含む血漿を分離できる医療機器）や、
生体試料を凍結保存できるデバイス（非医療
機器）等を展示します。デバイス試作や再生
医療関連のご相談も承ります。ぜひお声がけ
ください。

H-80

Jeisys Medical Japan
株式会社
〒141-0031　�東京都品川区西五反田5-5-7�

ケーエムビル3F
TEL:�03-5436-7710
FAX:�03-5436-7720
URL:�https://jmj-inc.com/

韓国Jeisys�Medical社を中心とした、美容
医療のグローバル市場をリードする機器ライ
ンナップの中から、今年新たに発表された革
新的なHIFU装置、マルチプラットフォーム
RF装置、各種レーザー装置等を参考展示い
たします。最新機器を是非ご高覧ください。

H-65

株式会社ジェイメック
〒113-0034　�東京都文京区湯島3-31-3�

湯島東宝ビル5F
TEL:�03-5688-0713
FAX:�03-5688-1652
URL:�https://www.jmec.co.jp/

JMECの展示ブースではセミナーでご講演
いただく「PQXピコレーザー」「ザ・ルビー��
Z1�Nexus」等を展示いたします。レーザー機
器の他、美容医療に欠かせない各種製品とス
キンケア商品を取り揃えてご来場をお待ちして
おります。ぜひお手に取ってお確かめください。

H-52

シネロン・キャンデラ株式会社
〒104-0061　�東京都中央区銀座6-8-7�

交詢ビル８F
TEL:�03-3289-2077
FAX:�03-3289-2160
URL:�https://www.camdelakk.jp/

シネロン・キャンデラ社製品は全機種が薬
事承認を取得しており、IPLで国内初となる
色素性疾患治療の適応が正式に承認された
Nordlys™をはじめ、主力機種と最新情報に
触れられるブース展示となっております。ぜひ
地下2階ハービスホール・67へお立ち寄りよ
りくださいませ。

H-67

株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング
〒443-0022　�愛知県蒲郡市三谷北通6丁目�

209番地の 1
TEL:�0533-66-2020
FAX:�0533-66-2019
URL:�https://www.jpte.co.jp/

【展示】ブースでは、「自家培養表皮�ジェイス」
関連の資料等を準備してお待ちしております。
【セミナー】22日（金）11:30 ～12:30　「肥
厚性瘢痕への挑戦�～自家培養表皮治療にお
ける課題解決を目指して～」
こちらもぜひご参加ください。お待ちしており
ます。

H-68

ジャパンフォーカス株式会社
〒113-0033　東京都文京区本郷4-37-18
TEL:�03-3815-2611
FAX:�03-3815-7284
URL:�https://www.japanfocus.co.jp

UNIVET社（イタリア）双眼ルーペを展示し
ます。洗練されたイタリアンデザインと優れた
光学テクノロジーとの融合から生まれた双眼
ルーペを是非手に取ってご覧ください。さら
に、REDA社（ドイツ）・Katena社（アメリカ）
のマイクロインストゥルメントを展示します。

H-38

シャボン玉石けん株式会社
〒808-0195　福岡県北九州市若松区南二島2-23-1
TEL:�093-701-3181
FAX:�093-791-7250
URL:�https://www.shabon.com

シャボン玉石けんでは、殺菌剤や香料等を一
切使用しない無添加石けんを製造販売してお
ります。刺激性が低く、保湿力が高いため、
手荒れしやすい方でも安心してお使い頂けま
す。手術前の手洗いにも最適です。サンプル
も配布しておりますので、お気軽にブースへ足
をお運び下さい。

H-100

ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社　エチコン事業部
〒541-0046　�大阪府大阪市中央区平野町4-2-3�

オービック御堂筋ビル8F
TEL:�080-8400-6630
FAX:�06-6229-9400
URL:��https://www.jnj.co.jp/jjmkk/medical-

professionals/professional-education/osaka

Ethiconの縫合糸を展示させて頂きます。

H-39

ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社　デピューシンセス
〒101-0065　�東京都千代田区西神田3-5-2��

千代田ファーストビル西館
TEL:�03-4411-7200
FAX:�098-989-3257
URL:�https://www.jnj.co.jp/

下顎再建の可能性を広げたカスタムメイド
プレートのTruMatchや、吸収性プレート＆
スクリューシステムのRapidsorbならびに
Grandfix、安定感と使い勝手の良さを追求し
た顎間固定用システムのMatrix�WAVEを展
示しております。

H-40

スミス・アンド・ネフュ－株式会社
〒105-0011　�東京都港区芝公園2-4-1��

芝パークビルA館 3階
TEL:�03-5403-8830�
FAX:�03-5403-8831
URL:�https://www.smith-nephew.com/japan/

創傷管理における一連の治療の中で、創の状
態に応じて使用できる幅広い製品ラインアッ
プを用意しております。また局所陰圧閉鎖療
法の予防的使用に関する診療報酬改定情報も
ございますので、是非とも展示ブースにお立
ち寄りください。

R-28

スリーエム ジャパン株式会社
〒141-8684　東京都品川区北品川6-7-29
TEL:�080-2383-6896
URL:�http://go.3m.com/medical-jp/

スリーエム�ジャパン株式会社は創傷治療に役
立てていただいているV.A.C.製品群を始め、
3Mブランドでご提供してきました各種スキン
ケア・医療用テープ製品を展示します。一連
のスキントラブル対策・創傷治療において包括
的にサポートできるようになりました。

H-74

株式会社セレーネメディカル
〒104-0061　東京都中央区銀座7-10-8
TEL:�03-6427-9710
FAX:�03-6427-9711
URL:�https://selenemedical.com/

唯一国産開発された医療機関専用メソポレー
ション経皮導入機　Mesona-J（メソナJ）は、
JIS規格やEMC試験に合格したエレクトロポ
レーション機器です。シンプルな施術で、肌
へのダメージなく、傷みなく、ダウンタイムなく、
有効成分を導入出来る機械です。　

R-32
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センチュリーメディカル株式会社
〒141-8588　東京都品川区大崎1丁目11番 2号
TEL:�03-3491-2064
FAX:�03-3491-1857
URL:�http://www.cmi.co.jp/index.html

新NPWTシステムUNOの初お披露目！�バク
テリアを吸着する被覆材Sorbact、パッチ植
皮器械MEEK、Integra真皮欠損用グラフト
と様々なご提案をさせて頂きます。
是非ともブースにお立ち寄りください。

H-61

株式会社総見
〒562-0072　�大阪府大阪市北区豊崎3-5-10�

KENSOビル 3階
TEL:�06-6359-5700
FAX:�06-6359-0567
URL:�http://www.sawkenn.com

リバウンドのリスクが少なく痛みや腫れが軽減
されるように工夫された、脂肪溶解注射剤・
FatX�core、PMT社製品（医療用刺青機器・
針・色素）、ポリテック社乳房インプラント、
BI�Funnel（インプラント挿入器具）等をご紹
介します。

R-31

ソルブ株式会社
〒236-0051　�神奈川県横浜市金沢区富岡東2-2-2�

2F
TEL:�045-773-7787
FAX:�045-772-8201
URL:��https://www.solve-net.com/

MakerBusiness/Maker_Business.html

弊社ソルブは漏斗胸矯正用プレートを販売し
始めて20年になります。展示品は漏斗胸矯
正用プレート（バー）「チェストウェイ」と漏斗
胸吸引治療用「バキュームベル」・手術用器械、
リンパ浮腫関連製品、弾性ストッキングなど
です。お気軽にブースへお立ち寄り頂ければ
と思います。

R-9

株式会社タグチ
〒112-0011　東京都文京区千石1-29-12-402
TEL:�03-3945-2365
FAX:�03-3943-9007
URL:�http://taguchimedical.co.jp

形成外科、頭蓋顎顔面外科、マイクロサージャ
リー等の鋼製器械各種、縫合材料を国内製造
販売しております。鋼製器械を各種展示いた
します。 R-4

TMSC 株式会社
〒102-0084　東京都千代田区二番町1-2
TEL:�03-6261-1990
FAX:�03-6261-1991
URL:�https://www.tmscj.com/

自家組織を用いた新しい治療アプローチ、「リ
ジェネラシステム」をご紹介しています。組織
粉砕機「リジェネラ」と、専用カートリッジの
「リジェンラコン」を使い、採取した組織を機
械的に、簡単、素早く粉砕し、微細化した組
織片を含んだマイクログラフト組織懸濁液を
提供します。

H-91

帝人メディカルテクノロジー
株式会社
〒530-0005　�大阪府大阪市北区中之島2丁目3番

33号�大阪三井物産ビル13階
TEL:�06-4706-2160
FAX:�06-4706-2155
URL:�https://teijin-medical.co.jp/

展示品：スーパーフィクソーブEX及び手術器械
常温でのベンディングを特性とした吸収性骨
接合材「スーパーフィクソーブEX」を展示して
おります。製品をお手に取ってお試しいただ
けますので、是非お立ち寄りください。

H-63

テルモ BCT 株式会社
〒163-1450　�東京都新宿区西新宿�

東京オペラシティー49階
TEL:�0120-12-8195
FAX:�03-6743-9800
URL:��https://www.terumobct.com/location/

japan/Pages/home.aspx

末梢血より多血小板血漿（PRP）、骨髄液よ
り濃縮骨髄液（BMAC）を分離・調製できる
スマートプレップ自家細胞分離・調製システム
（専用遠心機、単回使用の滅菌済み回路）を
展示致します。回路に注入後、外気に曝露せ
ず、約14分の遠心分離で簡便に調製すること
が可能です。

H-103

東洋アルミニウム株式会社
〒541-0056　�大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目�

6番 8号�JRE御堂筋ダイワビル
TEL:�06-6271-3151
FAX:�06-6271-3180
URL:�https://www.toyal.co.jp/

サーマルギプス（成形型副木）はアルミ含有
熱可塑性樹脂で熱伝導に優れた製品です。
⃝通気性抜群�⃝再成形可能�⃝手洗い可能��
⃝軽量などの特長を兼ね備えた高性能な副木
です。
また、業界初電子レンジを用いるサポーター
タイプのギプス包帯、サーマルギプスリストも
出展します。

R-22

常盤薬品工業株式会社
ノブ事業部
〒107-0062　�東京都港区南青山1-2-6��

ラティス青山スクエア5F
TEL:�03-6634-5182
FAX:�03-3405-1061
URL:�https://www.nov.jp/doctor/

「ノブは臨床皮膚医学に基づいてお肌に悩むあ
なたのスキンケアを考えます」を弊社の理念と
して参りました。弊社ブースでは低刺激（NOV）
の洗浄・保湿・遮光剤、高機能商品（Cellnew＋）
等、患者様へのスキンケア指導にお役立て頂
ける製品をご紹介しております。

H-53

株式会社ドクターズ・キッツ
〒105-0013　東京都港区浜松町1-20-8
TEL:�03-3578-8899
FAX:�03-3578-8898
URL:�http://www.dkmedical.global/

HIRONIC社ニューダブロを展示します。特徴
はHIFUとRFによるシナジー効果による、お
顔のたるみ改善を目的とした治療機です。ま
たLaseroptek社のピコレーザー「PicoLo」
も展示します。しみ、タトゥ除去だけでなく、
小じわや毛穴改善にも適しています。

R-15

株式会社ドクターズファーマシー
〒577-0809　大阪府東大阪市永和1-11-3
TEL:�0120-929-635
FAX:�0120-929-645
URL:�https://www.drs-pharmacy.co.jp�

海外未承認薬の商品（外箱パッケージのみ）
の展示・会社案内・取引に関するご案内・取
扱成分一覧の提示

R-5

株式会社トリニティ
〒550-0014　�大阪府大阪市西区北堀江1-6-5��

大輪ビル 6F
TEL:�06-6536-3230
FAX:�06-6536-3232
URL:�https://trinity-meditec.com/

切開せずに顔のリフトアップができるフェイ
スリフトの糸の紹介です。特殊な技術により
PLCLという新たな成分の糸を開発、約1年
半ほどの持続効果があり、引き上げ力も増し
ております。また、メッシュの糸にモールディ
ングが登場し、たるんだ肌を引き上げます。

H-43
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株式会社ナイツ
〒102-0082　�東京都千代田区一番町15-21�

一番町コート4階
TEL:�03-3237-0551
FAX:�03-3237-0554
URL:�https://www.neitz.co.jp/

NEITZ術野カメラシステム
高品質な映像
高精細（FHD）で高感度なNEITZ術野カメラ
システムです。録画された映像は、専用ソフトウェ
アにて簡便に再生でき、院内カンファレンスや
学術集会の資料作成などの利用が可能です。

H-72

株式会社ナノエッグ
〒107-0052　�東京都港区赤坂7-1-15�

アトム青山タワー5F
TEL:�03-6455-5923
FAX:�03-6455-5924
URL:�https://www.nanoegg.jp/clinic/

オリジナルのDDS（ドラッグデリバリーシステ
ム）とナノカプセル（粒子径：10 ～20nm）
を取入れたナノメッドシリーズを展示いたしま
す。また、肌体内にあるアミノ酸、セラミド等
の成分だけで造られた敏感肌でも使用できる
メディコルシリーズもご紹介いたします。

H-82

株式会社ニトムズ　　
〒140-0002　�東京都品川区東品川4-12-4��

品川シーサイドパークタワー7階
TEL:�03-6631-1663
FAX:�03-6631-1622
URL:�https://www.nitoms.com/

株式会社ニトムズでは医療処置に欠かせない
医療消耗品の「サージカルテープ」「フィルム
ドレッシング」「創傷被覆材」などを取り揃え
ております。
昨年末にはドレーン・チューブ類の抜去対策用
のテープも発売致しました。弊社ブースにて
実際に製品を手に取ってください。

R-13

日本エー・シー・ピー株式会社
〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番3号
TEL:�03-3814-2345
FAX:�03-3814-7484
URL:�https://www.acpjapan.co.jp/

LED光源は、高照度で独自のレンズデザイン
によるクリアな視野を確保。
双眼ルーペやヘッドバンドへの取り付けが簡
単にできます。
Orascoptic社の双眼ルーペは、広い視野径
を保ちながら高解像度を実現。
倍率可変ルーペや交換式倍率可変ルーペも取
り扱っています。

H-83

日本ストライカー株式会社
〒112-0004　東京都文京区後楽2-6-1
TEL:�070-4507-4725
FAX:�03-4496-5199
URL:�https://www.stryker.com

頭蓋顎顔面外科手術に用いる手術器械（超音
波骨切削機Sonopet�iQ、ハイスピードドリル
CORE2/TPXマイクロドリル）やチタン製/
吸収性骨固定材料、そして骨欠損補填用骨ペー
スト（DirectInject）等を展示しております。
是非お立ち寄りください。

H-70

日本メディカルネクスト株式会社
〒108-0075　�東京都港区港南2丁目 16番 1��

品川イーストワンタワー12階
TEL:�03-5715-4011
FAX:�03-5715-7793
URL:�https://www.j-mednext.co.jp/

弊社ではKLSmartin社と提携し、超音波に
よるプレート固定を実現した吸収性骨接合材
料ソニックウェルドRxシステム、頭蓋顎顔面
領域の症例に幅広く対応したチタン製骨接合
材料Level�One�Fixation�System、鋼製小
物関連を取り扱っています。

H-59

株式会社日本ルミナス
〒106-6177　�東京都港区六本木6-10-1　�

六本木ヒルズ森タワー17階
TEL:�03-4535-1466
FAX:�03-4535-1465
URL:�https://lumenis.co.jp/

2021年にM22の後継機として発売したIPL、
Stellar�M22、805nmと1060nm波長を搭
載可能LightSheer�Quattroダイオードレー
ザシステム、スキャナー搭載CO2レーザー
AcuPulse等　承認機を揃えてお待ちしてお
ります。

H-56

株式会社人参本舗 /
Visionmed LTD.
〒179-0085　東京都練馬区早宮4-15-1
TEL:�050-5328-6678
FAX:�03-3991-6453
URL:�https://ninjinhonpo.jp/

ヒアルロン酸・ボツリヌストキシン製剤・麻
酔クリームを中心に高品質な美容医療のベー
シックスタンダードをご紹介しております。
脂肪溶解・メソテラピーソリューションも用意
しておりますので是非お立ち寄り下さい。

H-86

株式会社ネイチャーフォース・
ジャパン
〒171-0014　�東京都豊島区池袋2-13-4��

天翔池袋西口ビル511
TEL:�03-4560-1915
FAX:�03-6685-2653
URL:�http://www.nfjapan.co.jp/

2022年韓国のクリニックで話題となってい
る製剤・化粧品をはじめ、イタリアのミラノリ
ピール、ドイツの自己血を使用したサイトカイ
ン療法「ACRS」などを展示しております。 R-17

ハルテック株式会社 / 
Fotona d.o.o.
〒180-0002　�東京都武蔵野市吉祥寺東町2-1-4-

5F
TEL:�0422-27-2400
FAX:�03-6730-2710
URL:�https://haltek.co.jp/

Fotona社製　高強度磁気刺激装置を使用し
た最新アンチエイジング治療のご紹介、およ
び２波長皮膚科用レーザー装置を使用したス
キンタイトニングのご紹介。 R-23

PRSS. Japan 株式会社
〒103-0001　�東京都中央区日本橋小伝馬町10-11���

日本橋府川ビル６階
TEL:�03-3667-7252
FAX:�03-3667-7251
URL:�http://www.prssjp.com

Motivaブレストインプラント及びティッシュエ
キスパンダーは新たに国内医療機器承認を取
得した製品です。新しいテクノロジーを用いた
乳房再建をご提案致します。ランチョンセミ
ナー①において米国形成外科医による製品紹
介を予定しておりますので是非ご参加下さい。

H-96

株式会社 BS
〒144-0051　�東京都大田区西蒲田5-27-14-4F
TEL:�03-6715-9235
FAX:�03-6715-9236
URL:�http://www.regenskin.jp/

成長因子配合の化粧品
リジェンスキンシリーズ
各種弊社にてお取り扱いしております。

H-73
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2322

BTL Japan 株式会社
〒104-0061　�東京都中央区銀座8-18-4��

THE�FORME�GINZA 2階
TEL:�03-6273-1588
FAX:�03-6260-6010
URL:��https://www.btljapan.com/

BTL�Industries�Ltd.独自のハイフェム技術
を用いた医療機器をご案内させていただきま
す。筋肉へのアプローチに基づいたさまざま
な治療法の臨床的応用をご紹介いたします。 H-66

ビー・ブラウンエ－スクラップ
株式会社
〒113-0033　�東京都文京区本郷2-38-16��

JEI 本郷ビル
TEL:�0120-401741
FAX:�03-3814-2523
URL:��https://opm.bbraun-japan.com/wound/

prontosan/

プロントザンを展示いたします。ぜひともお立
ち寄りください。

H-92

株式会社フェースビューティ
〒540-0012　大阪府大阪市中央区谷町2-7-8
TEL:�06-6945-6652
FAX:�06-6945-6653
URL:�https://www.lamelabo.com/

「LAMELABO（ラメラボ）」は、年齢を感じ
させない肌へ導くために開発した医療機関専
売のエイジングケアブランドです。なお、当社
ブースでアンケートにご記入いただいた方に
は、化粧品サンプルをご提供しておりますの
で是非ブースへお立ち寄りくださいませ。

H-57

有限会社フォーメディックス
〒162-0842　�東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-

4F
TEL:�03-6280-7233
FAX:�03-6280-7667
URL:�http://www.fourmedics.com

脂肪吸引カニューラ、脂肪注入カニューラ、
手術用器械（鋼製小物）を展示しております。

H-51

株式会社プロティア・ジャパン
〒105-0001　�東京都港区虎ノ門4-1-13�

プライムテラス神谷町７F
TEL:�03-6361-1500
URL:��企業 HP　https://protea.co.jp　　�

ブランドHP　https://environ.jp/

スキンケアブランドの「エンビロン」をご紹介
しています。エンビロンは1987年、世界的に
活躍する形成外科医Dr.デス・フェルナンデス
によって生み出されたビタミンA配合スキンケ
アです。国内1,000以上＊の医療機関で導入
されています。是非お立寄り下さい。
＊2022年1月現在

H-46

株式会社プロ・フィールド
〒104-0044　�東京都中央区明石町8-1��

聖路加タワー34F
TEL:�03-6264-1622
FAX:�03-6264-1626
URL:�https://profield.co.jp/

美容クリニックに特化した電子カルテACUSIS。

R-2

株式会社分子生理化学研究所
〒169-0072　�東京都新宿区大久保3-8-2��

住友不動産新宿ガーデンタワー13F
TEL:�03-5286-7010
FAX:�03-5286-7011
URL:�https://www.mpc-lab.com/

全国5,000施設でご採用いただいている医
療機関向けサプリメント『HIGH�QUALITY�
Wakasapuri�for�Pro.』シリーズから、美容
分野でおすすめの製品などご紹介いたします。
サンプルもご用意いたしますので是非ブースま
でお立ち寄りください。

H-71

株式会社ベアーメディック
〒113-0034　�東京都文京区湯島2-31-24��

湯島ベアービル
TEL:�03-3818-4041
FAX:�03-3818-4042
URL:�http//www.bearmedic.co.jp/

縫合針の革命であるコンパウンド、クロソイド
を主流に吸収糸、非吸収糸をご用意。
他にも血管一時止血ディスポクリップ等国産
メーカだから出来る商品を揃えておりますの
で是非展示ブースにお越し下さい。

H-64

株式会社ヘッドスプリング
〒160-0007　�東京都新宿区荒木町15-8�

杉森ビル４階
TEL:�03-6709-8183
FAX:�03-6709-8715
URL:�https://clinic-ec.com/

医療機関専売品であるドクターズコスメを多
数取り扱い中。
人気のビタミンA配合コスメやハイドロキノン
配合コスメを多数展示しております。
ほかにも12本～小ロットOEMも受け付けて
おり、各種サンプルもございますのでぜひお
気軽にお立ちよりください。

R-1

株式会社ベリタス
〒105-0014　�東京都港区芝2-29-14�

一星芝公園ビルディング4階
TEL:�03-5232-3491
FAX:�050-6875-0056
URL:�http://veritasnet.jp/index.html

・�MyCellsⓇ（イスラエル製）　2008年～日
本国内で臨床応用されているPRP作製キッ
ト。
・�AGE　BREAKER（フランス製）ロスマリ
ン酸配合。老化＝糖化をコントロールする、
世界初の糖化分解サプリメント。

R-12

株式会社マーケットスタイル
〒160-0022　東京都新宿区新宿2-6-5
TEL:�03-5363-9867
FAX:�03-5363-9868
URL:�https://marketstyles.co.jp/

この度、ご要望を多くいただいていたレチノイ
ンをはじめ、９種類の新製品を開発いたしま
した。特にご支持いただいているビタミンC
誘導体シリーズ、ハイドロキノンクリーム、活
性保持型ビタミンＣ（ASVC）等を展示してお
りますので、是非弊社ブースへお立ち寄りくだ
さい。

H-93

マーベラスビューティージャパン
株式会社
〒103-0027　�東京都中央区日本橋2-2-5��

日本橋アルガビル5階
TEL:�03-3516-7737
FAX:�03-3516-7738
URL:�http://www.mbjapan.co.jp/

今話題のヨーロッパNo1.シェア4部位同時施
術可能の冷却痩身機器、アメリカNo.1シェア
のIPLやRF女性器治療機、スピーディー&ハ
イパワーなダイオードレーザー脱毛機や肝斑
治療に効果的な最新のニードルRF機器など、
話題の機器や消耗品を揃えてお待ちしており
ます。

H-89
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2524

マルホ株式会社
医療機器事業部
〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1丁目 5-22
TEL:�0120-122-834（製品に関するお問い合わせ先）
FAX:�06-6375-1226
URL:��https://www.maruho.co.jp/medical/

products/makizume/

超弾性ワイヤとばねを組み合わせた新たな発
想の巻き爪矯正具「巻き爪マイスター」を出展
します。製品コンセプトは、効果のある治療を！
簡単に！行えること。ぜひ、この機会に弊社
ブースへお立ち寄りいただき、装着をご体験
ください。＊爪模型への装着体験です。

H-50

村中医療器株式会社
〒540-0036　大阪府大阪市中央区船越町2-3-6
TEL:�06-6943-1221
FAX:�06-6947-5360
URL:�http://www.muranaka.co.jp

下記キャンペーンを開催中です。
■�Leica�マイクロ吻合練習用実体顕微鏡��
期間限定特別価格キャンペーン

　－期間：2022年3月1日～ 6月20日 H-97

株式会社メイフラワー
〒101-0051　�東京都千代田区神田神保町1-2-5�

和栗ハトヤビル2F
TEL:�03-5259-1115
FAX:�03-5259-1116
URL:�https://www.may-flower.co.jp/

全国約2,000件の医療機関にてお取り扱い頂
いております、エムディアはじめアンチエイジ
ングに特化した成分を高濃度配合した化粧品
やサプリメントを展示致します。また近年では
日本人女性の頭皮環境・毛髪を研究して誕生
したOgshi（おぐし）シリーズを展示致します。

H-102

株式会社名優
〒276-0042　千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
TEL:�047-480-6161
FAX:�047-480-6162
URL:�https://www.meilleur.co.jp/index.html

究めて軽く丸洗いが可能で、衛生的で使いや
すい高級ルーペ「VISION�X」、サージカルス
モークを無害化する排煙器「ヴァイロバック」、
マスク装着時の眼鏡曇り止めに効く「WHAT�
FOG」をご紹介します。鼻骨骨折用シーネ「デ
ンバースプリント」のサンプルも承ります！

R-14

メディカランド株式会社
〒135-0063　�東京都江東区有明3-6-11�

東京ファッションタウンビル東館8F
TEL:�03-5500-6213
FAX:�03-6758-0599
URL:��https://www.medicaland.co.jp/index.

html

単回使用のカニューレキットとして国内初の医
療機器承認（クラスⅢ）を取得した「脂肪採取・
注入キットmacrofill」、たるみ治療機「アクセ
ントプライム」、医療機関専売化粧品等を出展
いたします。化粧品のサンプルもご用意してお
りますので、是非お立ち寄りください。

H-95

株式会社メディカルプログレス
〒812-0016　�福岡県福岡市博多区博多駅南5-2-

29
TEL:�092-414-7273
FAX:�092-414-7270
URL:�https://www.mp-ltd.jp/

・�軽量かつ広視野の手術用拡大鏡（Looksシ
リーズ）
・�ヘッドバンドだけでなく、様々なタイプの拡
大鏡にも装着可能な小型LEDライトシステム
（L2S15）
・�フルハイビジョンで術者の術野を捉えるこ
とが可能な小型HDカメラシステム（Looks�
Cam2）

H-60

株式会社メディカルユーアンドエイ
〒530-0003　�大阪府大阪市北区堂島2-4-27�

JRE堂島タワー5F
TEL:�06-4796-3151
FAX:�06-4796-3150
URL:�https://www.mua.co.jp/

次世代骨接合システム「MODUS2」、吸収性
骨接合システム「NEOFIX」のリニューアルを
初披露。超音波デブリードマン機器「ウルトラ
キュレット」、長期減毛用ダイオードレーザー�
「メディオスターモノリス」、保険収載された自
家脂肪注入に関連する商品等ご紹介します。

H-37

株式会社メディカルロジック
〒107-0052　東京都港区赤坂2-12-12-2F
TEL:�03-6230-0888
FAX:�03-6230-0889
URL:�http://www.medical-logic.jp/

焦点式低出力体外衝撃波を使用し、ボディの
部分痩身とフェイシャルのリフトアップを目的
とした機器を展示。
32G、9針を使用した水光注射器。従来の水
光注射と比較し、痛みの軽減と注入時の製剤
ロスを抑えた機器の展示。

R-3

株式会社メディケード
〒594-0003　�大阪府和泉市太町942-5��

タイセイビル2F
TEL:�080-1461-0774
FAX:�050-3488-5987
URL:�http://www.medicade.jp/

弊社エンジェニードルは2004年に開発さ
れた注射針で、外径が33Gでも0.16mmと
30G並の内径を持つ肉薄針で、粘性の高いヒ
アルロン酸もご使用頂けます。また、34G・
35Gも内径が0.10mmと肉薄針であるためヒ
アルロン酸が使用可能となっております。

R-19

メトラス株式会社
〒100-0005　�東京都千代田区丸の内2-3-2�

郵船ビルディング7F
TEL:�03-6256-0181
FAX:�03-6256-0183
URL:�https://www.metras.jp/

①�医科向け化粧品�美白クリーム『Cyspera�
Intensive�System』

②�ECM製剤の定番品『SUNEKOS』
③�新ECM製剤と新TCAソフトピーリングの
コンビネーション治療『NeoPMP』

等、幅広く取り揃えております。ご来場お待ち
しております。

R-18

ユニバーサル少額短期保険
株式会社
〒113-0034　�東京都文京区湯島2-9-10��

湯島三組ビル3F
TEL:�03-5875-1821
FAX:�03-3831-8451
URL:�http://www.u-ssi.co.jp/

美容医療の賠償責任を補償する日本初、かつ
オープンマーケットで販売されている唯一の
保険です。弁護士費用保険が自動セットされ
ており、美容医療行為に対して過失の有無が
確定する前のクレームに対しても、賠償が発
生しない出来栄えクレームに対しても弁護士
委任が可能です。

R-27

ライカマイクロシステムズ
株式会社
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-29-9
TEL:�03-6758-5680
FAX:�03-5155-4336
URL:�https://www.leica-microsystems.com/jp/

形成外科の患者に対して、高水準の精度を達
成することが術者の目標です。当社の目標は、
精密な可視化及び機器の精密な動きを実現
し、良質なサポートを提供することです。�こ
のため当社は手術室での信頼できる助手とな
る手術用顕微鏡を開発しました。是非展示会
で体感してください。

H-84
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26

株式会社レザック
〒274-0815　千葉県船橋市西習志野3-29-2
TEL:�047-468-0039
FAX:�047-461-4127
URL:�https://www.lesac.jp/

CO2レーザー：Newレザック　痛み、損傷
を限界まで抑えられるようになりました。やさ
しい治療ができます。
高周波メス：サーボトーム　世界最小クラス
1.2kg。高周波の切れ味は比べれば一目瞭然
です。
吸煙装置：レザックQ　先生、スタッフへのウ
イルス飛散防止に。

H-41

ロート製薬株式会社
〒105-0022　東京都港区海岸1-2-20
TEL:�03-6832-6021
FAX:�03-6832-6024
URL:�http://www.drx-web.com/

ロート製薬㈱ブースでは、コラーゲン・エラス
チンド配合のクリニック限定美容食品「プルー
ファ・エラスリフト」のご紹介をさせて頂いて
おります。 H-98

ロゼット株式会社
〒140-0004　�東京都品川区南品川2-2-10�

南品川Nビル 6F
TEL:�0120-94-0762
FAX:�0120-78-6010
URL:�https://ak.rosette.jp/

皮膚科専門医との共同開発のもと、1997年
に誕生した高保湿スキンケアブランド「AK」
を展示しております。医療機関専売品として、
皮膚科、形成外科をはじめ、様々な診療科目
でご利用いただいております。各種サンプル
を用意しております。是非この機会にお試しく
ださい。

H-75

ワイズ・インターナショナル
株式会社
〒231-0004　�神奈川県横浜市中区元浜町3丁目

21番 2号�ヘリオス関内ビル3階
TEL:�045-222-8257
FAX:�045-222-9357
URL:�http://wise-international.co.jp/

約 72時間効果が持続する局所麻酔薬
EXPAREL、 ベビコラの愛 称 でお 馴 染
み唯一のヒト胎盤由来コラーゲン注入剤
Humallagen、人気のヒアルロン酸注入剤
CLEVIELシリーズ、術後のダウンタイムを軽
減するアルニカ経口薬SinEcch等を展示して
います。

R-16



MEMO

28




