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会社紹介

概　要

ダイトロン株式会社
（英文名　Daitron Co., Ltd. ）

1952 ( 昭和 27） 年６月 24 日

〒532-0003　大阪市淀川区宮原 4－6－11

代表取締役社長　　土屋　伸介

東京証券取引所　第 1部　( 証券コード 7609)

22 億 70 万 8,560 円　

連結　57,418 百万円　（ 2020 年 12 月期 ）

連結　855 名 　

みずほ銀行、三菱UFJ 銀行

事業内容 電子部品＆アセンブリ商品、半導体、エンベデッドシステム、電源機器、
画像関連機器・部品、情報システム、半導体・FPD製造装置、電子部品
製造装置　等の製造・販売、上記製品の輸出入業務

商号

グループ
会社 ダイトテック株式会社

DAITRON (MALAYSIA)SDN. BHD.（マレーシア）

DAITRON INC. （米国）
DAITRON (KOREA) CO., LTD.（韓国）
大都電子 ( 香港 ) 有限公司（香港）
大途電子 ( 上海 ) 有限公司（中国） 
大途電子 ( 深圳 ) 有限公司（中国） 

DAITRON (THAILAND) CO.,LTD.（タイ）

( 国内 ) ( 海外 )

2021/4/1 付

設立

本社所在地

代表者

株式上場

資本金

売上高

社員数

主要取引銀行

ダイトロンネットワーク

ビジネスモデル

商社機能とメーカー機能を有機的に融合させた「製販融合路線」で、多様なニーズに応えます。

製販融合
路線

M&S カンパニー D&P カンパニー
商社機能を担う

Marketing & Sales

メーカー機能を担う

Development & Production

■オレゴン(米国）■ソウル(韓国）

■台北(台湾）

■バンコク
　(タイ）

■クアラルンプール
（マレーシア）

■ネブラスカ(米国）

■深圳(中国）  
　　　　■香港(中国）

●　販売拠点
■　製造拠点

■ペナン
（マレーシア）

■上海(中国）

■マニラ
（フィリピン）

海外拠点 12拠点

　　■ハノイ
　　　(ベトナム)　

■部品事業
■装置事業
■ダイトテック㈱

● 宇都宮
● 国立
● 静岡
● 京都
● 広島 

　 多摩 ■ 亀岡
■ 一宮　■ 金沢 
■ 栗東  
■ 田川
■ 広島

＜ 販売拠点＞

＜製造拠点＞

● 仙台
● 東京
● 松本
● 金沢
● 神戸
● 熊本 

● 茨城
● 横浜
● 名古屋
● 大阪
● 福岡 

16拠点

7拠点

東京本部

中部基幹工場
(一宮)

大阪本社

国内拠点

・シャーレをセット後、完全自動で測定　
・測定パラメーターは１枚毎、バッチ毎で
  設定可能
・カビや拡散性のあるコロニーカウント、
  残渣の識別を正確に行います。
・21CFR PART11対応（オプション）

カメラ

プリンタ

エンコーダ

照明

ラベラ

PC

表面検査装置

医薬品・化粧品　ソリューション

スクリーニング用PC
HPC システムズ㈱

創薬計算の高速化に有効なGPUを
最大4基まで搭載可能

外観検査装置
㈱ニレコ

　　　　　
表面上の異物、キズ、シワ等の
欠陥を高分解能で検査する装置

（ウェブ表面検査イメージ）

コロニーカウンター
InterScience 社

コロニーカウンター（インキュベータ内蔵）

コンパクト分注システム
武蔵エンジニアリング㈱

かみこみX線検査機
㈱システムスクエア

アルミ包材のかみこみ検査を実現した
X線と光学系のハイブリッド検査機

iPad, iPhone, Windowsタブレットによる
ペーパーレス『現場帳票』
記録・報告・閲覧ソリューション

帳票電子化ソリューション
㈱シムトップス

・大容量（1カートリッジ 3.3TB）
・期待寿命100年以上の長寿命
・低価格、低ランニングコスト
・250MB/sの高速読出転送

オプティカルディスク・アーカイブ（ODA）
ソニーマーケティング㈱

産業分野、医療分野、化粧品分野、
食品分野等、様々な分野で期待効果
あり。

ファインバブル発生器
大生工業㈱

ノズルに水圧をかけることで気体を
自給させファインバブルを生成。

マッピングバリデーション
㈱オカムラ

計画書～実施～レポートまで一括
してご提供

製品名：ConMas i-Reporter 

PIC/S GDPに対応するマッピング
バリデーションを実施

開発データを安全に長期保存する
光ディスクストレージソリューション

・コロニーカウントの業務時間を大幅短縮　
・各種測定パラメータを標準装備
・簡単操作
・21CFR PART11対応（オプション）

　・多分野の分注作業に対応可能
　・サンプルの集約化に最適
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USB2.0

LAN/RS232C

医療用センサ
SEMITEC ㈱

組み込み　ソリューション

部品・センサ

電源機器

画像関連機器

エンベデッド

ＲＦＩＤ

ACアダプター
トキトレーディング㈱

ACアダプター
・医療規格IEC60601-1適合
・薬機法セット申請に有利

・サーミスタ温度センサ、医療～家電～車載
  など豊富な実績
・微細加工技術で、医療用圧力センサ、
  接触力センサを開発
・センシングでのお困りごとを、新センサ
  開発で提案

3CMOSプリズム分光式エリアカメラ
JAI 社

画像入力ボード
Matrox 社

インテリジェントカメラ
㈱シキノハイテック

超低ノイズ電源
ダイトロン㈱

医療用トランス
北川電機㈱

UPS（無停電電源装置）
Eaton 社

・医療、ライフサイエンスなど、顕微鏡を
　用いた画像処理システムに特化 
・ダスト/FOD（異物）を極限まで抑制 
・人の臓器や血液を直観的に把握する為 　　
　赤色の感度を高めたモデルあり

サーキットプロテクタ
E-T-A 社

ロッカースイッチ機能と 過電流保護機能を
一体化し 省スペース、原価低減を実現

・ユニバーサルなインプットを備えた　
　医療機器規格IEC60601-1適合の
　医療用トランス
・外付けタイプと機器内蔵タイプ 　
　ラインアップあり

・グローバルブランドのEaton UPSなど
 　複数ブランドUPS取り扱いあり
・小型単相UPS（10kVA以下）、中大型三相UPS
　（10kVA以上）で医療用検査装置制御用PC、
　電子カルテサーバー などへ多数実績
・Eaton小型UPSは、UL、CE、RoHS3 に適合

・リニア電源相当の低リップル性能と 
　低漏洩電流特性を実現
・IEC60601-1取得モデルあり

カメラ内部で入力画像より、計測・
分析・文字認識の画像処理を実現

・高精細化する画像データの入力・処理に
 　対応したフレームグラバボード 
・CoaXPressはじめ各種インターフェイスに対応

カメラ画像

画像処理結果

画像診断装置の機器内配線に適した
高速・高屈曲・耐ノイズ性能に優れたFPC

高速通信FPC  YFLEX
山一電機㈱

MatroxClarity UHD

圧力センサ
フォーティブ ICG ジャパン㈱

ウェアラブル機器向けIC
アナログ・デバイセズ社

高い品質レベルとコスト競争力を
両立した 圧力センサー

・主要なアナログ回路を１パッケージに集積
・複雑な外付け光学フィルタが不要
・低消費電力にてウェアラブル機器に最適
・キャリブレーションした心拍データ測定可能

医療用コネクタ
ヒロセ電機㈱

高速通信、耐ノイズ性能、 非磁性対応など、
医療機器に適した コネクタを各種用意

バイタルレーダーセンサー
サクラテック㈱

心拍呼吸を非接触で複数人数同時に計測可能な画面付きバイタルセンサー。
 ・毛布・衣類の上から計測。介護者・患者の負担を軽減
 ・取扱いが容易で画面付きのmiRadar8<Handy>と 
　ネットを通しての監視を主としたmiRadar8<IoT>の2種類を用意

タッチパネル液晶モニタ
㈱テクナート

・ご要求仕様に合わせた 
　カスタム標示ユニットを製作 
・製作後のアフターサポートも万全

NFCリーダーライター
㈱アートファイネックス

NFC Dynamic Tag
ソニー㈱

・NFC搭載のスマートフォンやリーダーライター等と、
  本製品を組み込んだ機器コントローラー(Host CPU)
  との間でデータのやりとりが可能
・測定結果送信、機器設定パラメータ転送等

・NFC（TypeA/TypeB/FeliCa）に対応した近距離無線通信
  モジュール 
・カードの発行、プリント業務まで 　ダイトロンにてサポート

インテリジェントモジュール
サイレックス・テクノロジー㈱

無線LAN組込モジュール
サイレックス・テクノロジー㈱

・IEEE 802.11ac/a/b/g/n & Bluetooth対応
・1x1 SDIO 産業温度対応 無線LANモジュール
・表面実装、コネクタ、SDカードのタイプ選択が可能
・日本、北米、ヨーロッパ 電波法認証取得

・IEEE 802.11ac & 産業温度対応
・エンタープライズセキュリティ機能搭載
・有線-無線LANブリッジ機能、シリアルデバイスサーバ
　機能を短期間で搭載できるインテリジェントタイプ
・日本、北米、ヨーロッパ 電波法認証取得

受託開発・製造
当社ではお客様のご要望に合わせて 医療機器、ヘルスケア器等のOEM・ODMを承ります。

TFT液晶モジュール
ONation 社

・医療機器への組込実績を持つ台湾メーカー
・日本品質に準拠したサポート対応 
　（4M事前申請、環境、RMAなど） 
・低価格、小ロットでの提供可

医療用コネクタ
Amphenol 社

医療機器向けに特化したコネクタ 
・高耐圧（最大75kV） 
・微細ハーネス技術（AWG44クラス） 
・高いオーバーモールド技術

ロボセンサー
ロボセンサー技研㈱ （採用事例）血糖値計、活動量計、体温計など

抜け防止電源ケーブル
・既存設備そのままロック仕様に
・手術室には長さ３mなど

ワイヤー型振動センサ
・高感度/低ノイズ、広帯域（～3MHz）
・電源不要、極細/軽量

(用途例) 設備予防保全、刃先状態、監視、体動モニタ、触覚センサ
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かんばん
情報 作業者名

作業時間

ディスポーザブル

SCADA Wonderware
AVEVA 社

PLCや各種センサーなど製造現場のあらゆるデータの包括的な
管理活用を実現する産業オートメーション用統合パッケージ

高密度大気圧プラズマユニット
㈱ FUJI

オーブン
㈱カトー

超音波プラスチック溶着・切断機
㈱アドウェルズ

ブラスト加工
㈱不二製作所

精密プレス金型/精密加工部品
㈱山岡製作所

UV-LEDスポット照射器
シーシーエス㈱

医療用チューブ
平河ヒューテック㈱

＜提供元＞キヤノン IT ソリューションズ㈱

ビッグデータ可視化ツール
サイバネットシステム社

高度な専門知識がなくても
簡単操作でビッグデータの
可視化・分析が可能

山本ビニター㈱

その他

設備設計、製造受託

非接触3次元センシングシステム
アキュイティー㈱

動きをリアルタイムにデジタル化する
モーションキャプチャシステム
　（用途例）
　　・歩行解析
　　・手指等の動作分析
　　・生体信号との同期解析

インラインで 樹脂・ガラス・金属など、
様々な材料の表面改質・洗浄

3次方向に動くため、複雑な構造にも対応
可能な高い自由度を持った加工方法

豊富な実績をもとに、様々な精密加工
（受託）をご提案

操作性・機能性・照射バリエーションを
厳選し、コストパフォーマンスを追求
したUV-LED照射器
樹脂部品接着等に利用可能

超音波接合は、ロー材を使わずに材料同士を
ダイレクトに常温で接合

電線製造ノウハウを活かし、多孔形状など
特注のチューブ製造に対応

・カテーテル　・輸液バック　・注射針　・循環器部品　・血糖値センサ　・人工骨　・バイオセンサ
・コンタクトレンズ　　など

＜ディスポーザブル製品の具体例＞

医療機器用カート
中央電子㈱

医療規格IEC60601-1に準拠、
カート設置内容をヒアリングし、
最も安定性の高いカート構成を
ご提案

（用途）
・生体情報モニタ
・内視鏡
・電子カルテ

医療機器、医薬品メーカー向けに多数の
特殊オーブン、恒温槽の納入実績有り

高周波溶着機

医療用液体バックなどに使用されるPVC・
PUフィルムを溶着する装置

など

オリジナルセンサーモジュール
ダイトロン㈱

おくだけボード
㈱アートファイネックス

ビデオコラボレーションシステム
ポリコムジャパン㈱ (Poly)

空間再現ディスプレイ
ソニーマーケティング㈱

・新しい表現を可能にする高精細空間再現
  ディスプレイ、  裸眼で快適な視聴が可能
・既存コンテンツの流用を可能にする専用
  SDKの提供

各社専用センサー
(加速度/ジャイロ/温度/照度など)に
対応するデータ送信機能付き
マルチセンサー・モジュール

・多拠点同時接続可能
・高品質な映像とコンテンツ閲覧

・収集データの集計/表示機能(簡易版)
・収集データのCSVへの出力/消去機能
・RFカード登録機能

当社では、ディスポーザブル製品における 各種組立、検査の
自動化をご提案いたします。

プラズマインジケーター
㈱サクラクレパス

・プラズマ照射の効果を可視化 　
　強度に応じて変色 
・ウエハ型など、複数の形状 　
　ラインナップあり



本　　社　
〒532-0003  大阪市淀川区宮原4-6-11
TEL：06-6399-5041 　FAX：06-6399-6041

https://www.daitron.co.jp/medical/ Email: ask-jpn@daitron.co.jp
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東 京 本 部　
〒102-8730  東京都千代田区麹町3-6（住友不動産麹町ビル3号館）
TEL：03-3264-0221　FAX：03-3264-0193

国内事業部門

海外拠点

本カタログに掲載の商品は、上記URLよりご覧いただけます。商品の内容は、予告なく変更される場合があります。

■多摩営業所

■東京営業所

■横浜営業所

■宇都宮営業所

■仙台出張所

■松本営業所

■茨城営業所

■名古屋営業所

■金沢営業所

■静岡営業所

■大阪営業所

■京都営業所

〒186-0003　東京都国立市富士見台3-15-1
TEL：042-571-8811　FAX：042-571-8810　

〒102-8730　東京都千代田区麹町3-6
　　　　　　（住友不動産麹町ビル3号館）
TEL：03-3264-0203　FAX：03-3261-3984　

〒312-0005　茨城県ひたちなか市新光町38
　　　　　　（ひたちなかテクノセンター）
TEL：029-265-3850　FAX：029-265-5281　

〒981-3133 　仙台市泉区泉中央1-7-1
　　　　　　（地下鉄泉中央駅ビル）
TEL：022-341-8063　FAX：022-341-8065

〒460-0008　名古屋市中区栄3-10-22
　　　　　 　（東朋ビル）
TEL：052-249-3005　FAX：052-263-3011

〒920-0853　石川県金沢市本町2-11-7
　　　　　 　（金沢フコク生命駅前ビル）
TEL：076-265-5887　FAX：076-265-6768　

〒604-8171　京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2
　　　　　　　（太陽生命御池ビル）
TEL：075-223-0440　FAX：075-255-7635　

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-6-11
TEL：06-6399-6814　FAX：06-6399-6824　

〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-3-3
　　　　　　（神戸ハーバーランドセンタービル）
TEL：078-341-2232　FAX：078-341-2423　

〒730-0015　広島市中区橋本町10-6
                         （広島NSビル）
TEL：082-224-1071　FAX：082-224-1073　

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-1-26
　　　　     　　（博多駅イーストプレイス）
TEL：092-475-1521　FAX：092-475-1520　

〒222-0033　横浜市港北区新横浜3-18-14
　　　　　　（住生新横浜第２ビル）
TEL：045-473-1221　FAX：045-473-7175　

〒320-0811　栃木県宇都宮市大通り1-4-22
　　　　　　（MSC第2ビル）
TEL：028-624-8061　FAX：028-624-4308

■神戸営業所

■広島営業所

■福岡営業所

■熊本営業所
〒422-8067　静岡市駿河区南町18-1
　　　　　　 （サウスポット静岡）
TEL：054-280-5800　FAX：054-280-5802

〒860-0844　熊本市中央区水道町7-16
　　　　     　　（富士水道町ビル）
TEL：096-351-0531　FAX：096-351-0534

〒390-0811　長野県松本市中央1-4-20
　　　　　　（日本生命松本駅前ビル）
TEL：0263-35-9316　FAX：0263-32-0469　

■DAITRON INC.(米国） ■DAITRON (KOREA) CO., LTD.（韓国） ■大途電子(上海)有限公司 (中国） ■大途電子(深圳)有限公司（中国） ■大都電子(香港)有限公司（香港） 　　　
■台北支店（台湾） ■DAITRON (THAILAND) CO.,LTD. （タイ） ■マニラ駐在員事務所（フィリピン） ■DAITRON (MALAYSIA) SDN. BHD. （マレーシア） ■ハノイ駐在員事務所（ベトナム)

メディカル・ソリューションサイトのご案内

https://www.daitron.co.jp/medical/

カタログ掲載製品について、より詳しい情報をホームページよりご覧いただけます。

上記URL へアクセスください。（QRコードからもアクセス可能です）


