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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【 ものづくり Team Akita 製品の特徴】

※主にフェイスシールド・ゴーグル、医療用ガウン

☆特徴 その１

複数の医療現場で実際に医療従事者からの製品評価を行ったうえで

製品化しており、長時間の装着など医療現場で使いやすいように改良

を重ねています

☆特徴 その２

高い安全性や品質管理が求められる医療機器の製造等について豊富

なノウハウを持つものづくり企業が製造・供給します

☆特徴 その３

地域供給型のため医療物資等の迅速な生産・供給と増産体制の構築

が可能で、また、ものづくり Team Akita の協力企業である医療機器等

卸業者が医療機関とものづくり企業とを仲介するため円滑な供給が可

能となっています（下記参照）

【医療機関の皆様へ】

下記の医療機器等卸業者も、ものづくり Team Akita 関連製品を取り扱いますのでお問

い合わせください（フェイスシールド・ゴーグル、医療用ガウンなど）。

○（株）秋田医科器械店 ℡018-839-3551

○（株）サノ ℡018-862-6644

○秋田基準寝具（株） ℡018-862-4525

○（株）南部医理科秋田営業所 ℡018-832-1514



- 2 -

「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【 フェイスシールド・ゴーグル 】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

株式会社セーコン 

【製品概要】

※飛沫によるウイルス感染リスクの
低減のためのフェイスシールドです。
本体（リユース）＋シート10枚
（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ）

〒019-1701　　
秋田県大仙市神宮寺字八石90-1
ＴＥＬ：0187-72-2830
ＦＡＸ：0187-72-3899
  

販売名：Ａ・フェイス
　秋田住友ベークヘルスケア研究所が医療現場向けに発案したフェイスシールドを
独自の視点で他社にないモノづくり会社のセーコンにて開発した製品です。

技術開発支援
秋田住友ベーク㈱
〒011-8510
秋田市土崎港相染町字中島
下27-4
ＴＥＬ：0188-47-2611
ＦＡＸ：0188-47-2610

マネキン
株式会社レジーナ様　提供

【製品価格】

①SK-0001A セミディスポタイプ　（シールドシート 10枚入）

　　定価２，７５０円（税込）　

②SK-0002S ディスポーザブルタイプ　（シールドシート1枚入）

　　定価１，３２０円（税込）

 　  
【お問い合わせ】

　（株）セーコン　担当　石川　℡0187-72-2830
　（株）秋田医科器械店　℡018-839-3551　

　（株）サノ　℡018-862-6644　

株式会社 ホクシン

エレクトロニクス 

【製品概要】

・簡易ゴーグル

・フェイスガード

・フェイスシールド

（秋田県産業技術センターと

共同開発品）

〒010-0062　

秋田県秋田市牛島東1-11-8

TEL　018-837-0811　

FAX　018-837-0812

　　■簡易ゴーグル■

特　徴：

・良視界（曇りにくい・

透明素材）

・軽量設計

・フレーム部は洗浄可能

　生体適合素材採用

・シールド部は交換式

　　■フェイスガード■

特　徴：

・良視界（曇りにくい・透明

素材）

・軽量設計

・フレーム部は洗浄可能
　  生体適合素材採用

・シールド部は交換式

・マスク紐掛け付き（耳の負

担軽減）

    ■フェイスシールド■

特　徴：

・良視界（曇りにくい・透明

素材）

・軽量設計

・シールド固定タイプ

マネキン

株式会社レジーナ様　

提供

【価格】

　簡易ゴーグル：４００円／個　　　フェイスガード・フェイスシールド：１，２００円／個

【お問い合わせ】

・連絡先：ホクシンエレクトロニクス　営業担当　若狭晴美

　　　　　　TEL：018-837-0811 　（本社）　TEL：018-827-6306　（工場）

（取扱店）株式会社秋田医科器械店　担当　羽良　TEL：018-839-3551
 　　　　　　株式会社サノ　担当　佐藤　TEL：018-862-6644
 　　　　　　株式会社永井歯科商会　担当　藤井　TEL：018-864-1221
 　　　　　　三栄機械器具株式会社　担当　佐藤　TEL：018-862-3105
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【 医療用ガウン 】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

秋田基準寝具（株） 

　代表取締役

　　　　柳原　正俊

【製品概要】
※防水アイソレーションガウン

（ディスポタイプ）

正面

〒 010-0975
秋田市八橋字イサノ6-1
TEL 　　　　018-862-4525
FAX   　　　018-823-6484

弊社は、リネンサプライヤーとし

て県内外多数の医療機関様と

のお取引をさせて頂いておりま

す。

今回のプロジェクトへの参加は、

まず秋田県内の医療従事者の

方々への手助けとなりたいと思

い、参加させていただきました。

製品特徴として、様々な方に合

わせて着用できるよう腰紐で調

整可能です。また、袖口にゴム

を入れ、袖の長さを調整できる

ようにしました。
背面

【製品価格】

　○撥水・防水タイプ　　１，１００円／着

　○撥水タイプ　　　　　　　　６００円／着

【お問い合わせ】

　秋田基準寝具（株）　担当　袴田

    ℡　080-5730-4696

ナガイ白衣工業（株）

【製品概要】

撥水加工を施した生地を採

用し、LEVEL1相当 

(ANSI/AAMI PB70規格)のバ

リア性を持つアイソレー

ションガウン。院内での簡
易処置、軽作業時にご利用

いただけます。

（正面）

〒019-1701　　　

 大仙市神宮寺字内大坪67番地

TEL 0187-87-1155　

FA X  0187-87-1160 

国内トップシェアの医療用白衣メーカーであるナガイレーベンのノウハウを活用して開発。新

型コロナウイルス感染症を起因とする医療資材不足の緩和に貢献する、リユーザブルのアイソ

レーションガウンです。使い捨てではなく、繰り返し洗濯し使用できるため、医療現場におけ

る医療廃棄物の削減にも効果が期待できます。

（背面）

（袖口ゴム仕様、

【製品価格】

　３，９００円／着

【お問い合わせ】

　ナガイレーベン（株）東北支店　間瀬

    ℡　022-256-1001
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【 医療用ガウン 】

【 簡易陰圧室 】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

オリジナルテクノロ

ジー株式会社

【製品概要】
医療用のアイソレーションガウ

ン（ディスポーザブルタイプ）

厚生労働省が国内医療機関向

けに備蓄用として手配している

物と同質、同型です。

原材料はポリプロピレンの不織

布（50g ）を使用し、撥水度初期

撥水の4等級（ JIS　L1092）を確

保しています。

（正面）

〒019-2111

秋田県大仙市土川字刈布沢

24-31
TEL　0187-73-7561 　
FA X   0187-73-7562

弊社は国内有数のオーダースーツ縫製工場です。オーダースーツの縫製のノウハウを生かして、

この度、厚労省からの受注を受け、医療用防護服（アイソレーションガウン）の縫製を開始し

ました。作り込みの関係から生産数量に余裕があるため、県下においては相互互助の精神から

厚労省への納入価格にてご提供いたします。（価格についてはお問い合わせください。）

製品の特長としては、厚労省指定備蓄品と同等であること。

サイズはフリーサイズで、背中で紐を止めるタイプ。

初期撥水が付いていることです。
（背中） （脇）

【価格】

　６５０円／着

【お問い合わせ】

・連絡先：オリジナルテクノロジー秋田工場　　℡0187-73-7561
（株）秋田医科器械店　℡018-839-3551 　

（株）サノ　℡018-862-6644　

秋田基準寝具（株）　℡018-862-4525　

㈱小松木工

【製品概要】
医療従事者が患者さんからの感染リス

クを最小限に抑える事が出来るよう開

発した、抗ウイルスルームです。
メンテナンス性の良い材料を使い医療

従事者と患者さんが完全に分離して診

療する事も可能です。

（　外観図　）

〒013-0306
横手市大雄字田村66-5
TEL：0182-52-2149
FAX：0182-52-2107

室内に組立てを行う、床・壁・天井で構成された単独の部屋です。

換気ユニットにより室内での菌の舞い上がりを抑制します。

また、この製品の主材は抗ウイルス性能を持った材料を使用しウイルスの活性を抑制する機能をもち

表面硬度もあることによりアルコール等による消毒も容易に行う事ができます。

標準のタイプは待合や点滴などの処置室としての使用、さらに中間に診察ユニットを組込む事により医

療従事者が患者と最小限の接触で診察、処置が可能です。

（　外観図　） （　標準タイプ内部　） （昇降診察ユニット）

【製品価格】

　２８０万円※仲介料が別途必要となります

（医療機関向け補助金対象）

【お問い合わせ】

　㈱小松木工（℡0182-52-2149）　

  　製品担当者：小野寺　浩一

 　　TEL：080-1663-1395
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【 可変式ビニールテント型エアロゾルバリアほか 】

【感染防止パーテーション等】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

　積進工業株式会社

 

【製品概要】

ついたて（大）　価格1000円（税別）

規　　格：幅1000㎜ × 高さ 930㎜

書類受渡口 幅600㎜ × 高さ100㎜

素材：段ボール＋窓PETフィルム

飛沫防止パーティション「窓口用」

ついたて（小）　価格900円（税別）
規　　格：幅  700㎜ × 高さ 800㎜

書類受渡口幅510㎜ × 高さ100㎜

素材：段ボール＋窓PETフィルム

飛沫防止パーティション「デスク用

（大）」　　　　　　価格1200円（税別）

規　　格：幅  950㎜ × 高さ 740㎜

　　　　　　奥行き　600㎜ 
飛沫防止パーティション「デスク用

（小）」　　　　　　価格1000円（税別）

規　　格：幅  950㎜ × 高さ 530㎜

　　　　　　奥行き　400㎜ 

窓口用　ついたて　設置用途　

窓口での対面受付業務向け

〒018-0436　　

にかほ市樋目野字中山７

番地　

TEL ：0184-37-3012

FAX：0184-36-2519   

１９６０年創業後、段ボール事業は60年の経験と技術があり、

お客様ﾆｰｽﾞに応じて約５００社以上のお取引様に納入させて頂きました。

今回は飛沫感染症対策用「ついたて」をご提案いたします。段ボールの特性は軽量かつ強度があり、

多種素材製品より安価であり、保温（冷）、保湿性、吸収性、クッション性にも優れています。

段ボール紙へ付着したウイルスの生存期間は約２４時間と言われ、他素材より短く、

衛生面でも優位性があり、感染症対策品としてご検討下さい。

段ボールガード 　フロアー間仕切

容易に設置、組合せでﾌﾞｰｽ型

医療関係者向け既製品

医療廃棄物の60Ｌ回収ＢＯＸ

【製品価格】

　ついたて（大）　　価格１，０００円（税別）

　ついたて（小）　　価格　　９００円（税別）

　デスク用（大）　　価格１，２００円（税別）

　デスク用（小）　　価格１，０００円（税別）

【お問い合わせ】

　℡0184-37-3012　　

株式会社

　フルヤモールド

【製品概要】

①Protect＋A　　飛沫防止カ

バー

　可変式ビニールテント型エ

アロゾルバリアで、医療現場

の様々な場面で医療従事者の

感染予防に役立ちます。

②Protect＋D　　飛沫防止扇

型タイプ

 〒014-1413

秋田県大仙市角間川町字中木

内244-1

TEL：0187-65-2477

FAX：0187-65-2488

①飛沫防止カバー

　　▶救急車両ストレッチャーに設置可！折り畳み式でコンパクト 幅540×高さ450×全長860mm

②飛沫防止扇型タイプ

▶広げた状態で飛沫防止具として

▶閉じた状態で素手で触れたくない部分の操作アイテムとして（ドアオープナー・タッチパネル・スイッチ操作）

取扱説明QRコード

【お問い合わせ】

　（株）フルヤモールド　℡0187-65-2477
   （株）サノ　℡018-862-6644　
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【感染防止パーテーション等】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

秋田杉台座のアクリル

パーテーション(60×91cm) 

〒012-0105
秋田県湯沢市川連町

字野村51-4
Tel 0183-42-3995　

FAX 0183-42-3305

当社では秋田杉を使用した木工品とアクリルを加工した商品等を手がけていました

が、この度の新型コロナウイルスの感染予防対策として、秋田杉を台座にしたアクリ

ルパーテーションを開発しました、現場に合ったオリジナルを製作できます。

秋田杉台座のアクリル mini
パーテーション(30×60cm) 

ﾄﾞﾘﾌﾄｳｯﾄﾞ･ﾌｧｸﾄﾘｰ　

『我流慕』

【製品概要】

　①標準タイプ　　　縦600mm×横910mm×厚さ3mm    　　価格９，３５０円（税込み）

　②片台座タイプ  　縦600mm×横300mm×厚さ3mm　　     価格３，３００円（税込み）

【お問い合わせ】

　℡0183-42-3995 　

　 ※アクリルは面取り、角カット加工。台座との接合部分は鍵加工し、外れ防止となっており

　　　ます。

株式

会社

人と地球にやさしい環境創りを

モットーに木製土木資材、建築資材、

ガーデニング製品等木製品の設計

製造・施工まで一貫した責任体制で、

事業展開しております。

【製品概要】

秋田県産スギ材を100%使用した

飛沫感染予防シールドです。

※基礎・枠組みにも釘を使用していません
秋田県横手市子育て支援課

設置状況

〒019-1108 
秋田県横手市山内土渕字小目倉沢34-8
TEL  0182-53-2600 FAX   0182-53-2700

洗練されたデザインと、秋田スギの特徴である「軽さ」「丈夫さ」「柔らかさ」を活かした製品。

事務所やオフィス窓口等景観にもよく馴染みます。

スギ材を使用しているため、丈夫で倒れにくいだけでなく、持運びも簡単です。

最小1個から受注しており、規格寸法は用途によって変更可能です。お気軽にお問い合わせください。

標準タイプ 縦:約73cm

      横:約93cm

材質 :アクリル板(2～3mm )

オフィス設置で役立つペン立付き

【製品価格】

　２１，０００円（税別）  （※送料別）

【お問い合わせ】

 担当者　：森岡

 電話番号：0182-53-2600
 ＦＡＸ　：0182-53-2700
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【感染防止パーテーション等】

【足踏み式消毒液スタンド】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

株式会社コシヤマ

株式会社丸松銘木店

【製品概要】

飛沫防止パーテーション

規　格： 幅960mm × 高さ600mm

          ※オーダーメイド可
木華（Z型）

〒016-0171

秋田県能代市河戸川字大須賀100

TEL：0185-54-3214

FAX：0185-54-3215

コシヤマの創業当時から伝わる熟練された技術と丸松銘木のヨーロッパで評価され、GOOD DESIGN AWARDを

受賞したアルマジロなどの化粧材を活かした製品になっております。

秋田杉のみならずいろんな材種で作成することができ、和風のみならず洋風に仕上げること

も可能です。本製品の特長はデザイン、材種、寸法をオーダーメイドすることができお客様オリジナルの

製品を作ることができます。

主なパーティションの形として Z型、H型、I型とあります。

（写真） （写真）

（写真）

病院のカウンター（Ｈ型） 処置室の様子（Ｉ型）

【価格】

　各種 5万円～

【お問い合わせ】

・連絡先：株式会社コシヤマ　　電話番号：0185-54-3214　FAX：0185-54-3215
 ・担当者：腰山  幹太

JUKI産機テクノロジー

株式会社

【製品概要】

足踏み式消毒液スタンド

多種多様なメカトロニクス製品の

設計から資材調達、製造、出荷ま

で一貫した生産システムを持つ、

JUKI産機テクノロジー（株）が安

心・清潔・高級をテーマとする

「消毒液スタンド」を開発しまし

た

 〒019-0793

横手市増田町増田字石神西７０

TEL：0182-45-4342

FAX：0182-45-2018

「安心感」「清潔感」「高級感」のある足踏み式消毒液スタンドが完成しました。

（特長）

 ○衛生的で安心・安全をサポート

 ○企業・店舗・飲食店イメージアップ

 ○液だれ防止トレー付きで清潔

 ○ステンレス製で錆に強く堅牢

○持ち運び用取っ手付き。
（使用例）

【製品価格】

　　３９，２００円（税別）

【お問い合わせ】

　℡0182-45-4342（営業部まで）　　
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【体温・体調管理ソフトウェア等】

【サージカルマスク】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

北日本コンピュー

ターサービス株式

会社

【製品概要】

・健康経営支援SaaS

〒010-0013
秋田県秋田市南通築地
15-32
TEL　018-834-1811
FAX　018-834*-1815

■健康経営支援SaaS 体と心の毎日メモ 『karacomo』

製品概要

スタッフの検温結果やせき等の自覚症状を集約し管理します。これにより新型コロナ罹患疑

いのスタッフを把握し、職場への新型コロナ持ち込み（クラスター化）を防ぎます。クラウド

サービスのため、すぐ対策に取り組んでいただけます。スタッフも安心して働けますし、お客

様にも安心を提供できます。

スタッフの検温や自覚症状はスマホから簡単入力。さらに非接触セルフ検温端末なら、検温

結果を自動登録しさらに手間を減らせます。

併せて、従業員の健康を支援する色々な機能があり、健康経営にも役立てていただけます。

秋田医療福祉（株） 

【製品概要】

○純銀膜フィルターのマスクを開発

○３層構造と高品質フィルターで飛

沫や花粉などをしっかりガード

〒015-0051
由利本荘市川口字八幡前221-3
TEL　0184-74-8210

【お問い合わせ先】

  電話番号：0184-74-8210
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「秋田の医療体制を支援する『ものづくり Team Akita』」開発製品リスト

【オゾン発生器】

【マスク着用関連製品】

企業名 ポイント

企業名 ポイント

十和田オ－ディオ㈱

【製品概要】

  低濃度オゾン発生器

  「ozobarrier オゾバリア」

　【製造元】　　　

　　　エクレール㈱（東京）

【OEM製造・販売元】

   十和田オ－ディオ㈱

〒017-0201

秋田県鹿角郡小坂町小坂

     字大稲坪98番地

TEL．0186-29-2560 

FAX．0186-29-2902

低濃度オゾン発生器「オゾバリア」

・オゾンの酸化作用を利用し、菌やウイルスを分解・不活性化することで除菌・消臭します。

・新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の不活化効果を確認 ※ウイルスの感染性を失わせること

モバイルタイプ 

適用面積：10㎡～30 ㎡

据置タイプ 

適用面積：10㎡～30㎡

モバイル専用バッテリ－ 

容 量：5000Ah

オゾン発生プレート

24時間使用で約1ヶ月使用可能

【製品価格】19,800円(税込) 【製品価格】4,180円(税込) 【製品価格】26,400円(税込) 【製品価格】

 モバイル用 3,960円(税込)

 据置用   4,400円(税込)【お問い合せ】

 十和田オ－ディオ株式会社

 担当：柳舘  Tel．0186-29-2560 Mail：ozobarrier@towada-gp.com

ミツワ樹脂工業株式会社

【製品概要】

ﾆｭｰﾉｰﾏﾙな生活様式の一つでも

あるマスク生活を快適にし、

且つ感染リスク低減をも可能
にしうる２アイテムをﾘﾘｰｽ致

します。
①ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾌﾞﾚｽplus＋

（ｱｳﾀｰ＋ｲﾝｱｰﾀｲﾌﾟ）

医療や介護または工場内に於

いてどうしても人と人が関わ

る業務に携わらなくてはなら
ない業種の方が一般的なマス

クを装着した際に出来るスキ

マを密着させ外部からの飛沫
侵入を防止し尚且つマスク装

着時の息苦しさや様々な煩わ

しさを軽減します。

②ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾌﾞﾚｽ（ｲﾝﾅｰﾀｲﾌﾟ）

マスクをした際の息苦しさや
会話のしづらさ・蒸れ・メイ

クが崩れることを低減し、マ

スク内環境を快適にし、気持

ちのいいマスク生活を提供し

ます。

〒018-0142
にかほ市象潟町大須郷深田向56-1
TEL：0184-46-2311
FA X：0184-46-2312

弊社は全国のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ事業向け専門ﾒｰｶｰとして衣類用プラスチックハンガーと衣類用包装フィルム

カバーを製造販売しております。この製品は医療に携わる知人からサージカルマスクのスキマを

埋める道具とマスクを快適にする道具がないかとの相談を受け開発を致しました。

【価格】

①ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾌﾞﾚｽplus+（ふつう・小さめ）　20個set／1箱　6,000円（税別）

②ｺﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙﾌﾞﾚｽ（ふつう・小さめ）　　　120 個入／1箱　10,000円（税別）

【お問い合わせ】  TEL：048-282-3648 （本社）　mail:mitsuwa@mitsuwa-pj.com  
                               URL：mitsuwa-pj.com

口元にｲﾝﾅｰを付け

て頂きﾏｽｸの上から

ｱｳﾀｰを装着するとﾏ

ｽｸのスキマを無くす
ことができます

ﾏｽｸの内側にｲﾝﾅｰを

入れて頂くと3D空間

ができ快適で衛生的

なマスクライフを得る

ことができます


