Medical ／ Health Care
医療・ヘルスケア

Medical / Health Care
医療・ヘルスケア

Power Assist Suit, Electric Wheel Chair and Personal Mobility
アシストスーツ・電動車いす・パーソナルモビリティ
NIDEC CORP.....P.39

Ultra-Flat Geared Actuator

Motor for Wheel Drive

It is integrated strain wave gearing
with a built-in Nidec’s miniaturized
high output BLDC motor. It features
compact, lightweight, high reduction and
unparalleled flatness allows to apply for
power assist suit and personal mobility.

High performance, high reliability
and high productivity. It is a compact
in-wheel motor that is optimized to
the electric wheelchair application.

小型で軽量、高減速、超高精度の波動歯車
減速機（FLEXWAVE）に小型高出力のブ
ラシレスDCモータを内蔵した一体化製品
で、他に類を見ない約40㎜の薄さでアシ
ストスーツや電動車いす、
パーソナルモビリティなど
に最適です。

透析装置

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORP.....P.42 NIDEC SERVO CORP.....P.45

NIDEC SHIMPO CORP.....P.40 NIDEC LEROY-SOMER.....P.48

超偏平アクチュエータ

Dialysis Devices

ホイール駆動モジュール

高性能、信頼性、生産性が高く、電動
車椅子仕様に最適化したコンパクト
なインホイールモータです。

We design the products with a basic concept of
providing a quiet environment and reliability for to
dialysis patients.
Our products with low noise and high reliability are
widely accepted by many customers.

Medical Stepping Motor,
Brushless Motor

Gear Motors

静穏な環境と安心をご提供することを基本に製品開発
を行い低騒音・高耐久・高品質を実現させ多くのお客
様にご採用を頂いています。

Driver

ギアモータ

医療用ステッピングモータ、
ブラシレスモータ

ドライバー

Motor for
Wheel Drive

ホイール駆動モジュール

Pressure Sensors

Joystick Encoder

圧力センサ

ジョイスティックエンコーダ

Ultra-Flat
Geared Actuator

超偏平アクチュエータ

MBT
DC Permanent Magnet Brushed Motor with Parallel Gear

パラレルギア付きDC永久磁石ブラシ付きモータ

マッサージチェアモータ

NIDEC SHIMPO CORP.....P.40 NIDEC MOTORS & ACTUATORS....P.46

This motor is used for the purpose of
generating tapping operation for
massaging the body. With the silent
brushless DC motor, the noise can
be minimized, and the high
massage effect is realized.
体をほぐすためのたたき動作を起
こすことを目的に使用されていま
す。従 来 の ブ ラ シ 付 き モ ー タ に
よって発生する騒音を、ブラシレス
D Cモータの 持 つ 静 音 性を活 かし
て最 小 化しつ つ、高 い マッサージ
効果を両立しています。

We provide a high quality product manufacturing
and stable supply environment by a consistent
production process including tooling design and
fabrication, production, and packaging to meet
customer satisfaction.

医療用ベッド

NIDEC CORP.....P.39

We provide wide the range of DC motors used
for medical applications. Examples; Small dual
stage gear motors for bathtub lifts and stairlift
seat adjustment (seat turn and backrest
adjustment), Small gearless motors for linear
actuators (hospital bed adjustment, operational table adjustment, dentist chair adjustment),
Big worm gear motors for patient lifts and
stairlifts.
D Cブラシ付きモータおよびその ギア付 モータ
を 医 療・ヘ ルスケアの 分 野 に 提 供しています。
アプリケーションの 一 例として、多 段ギア・大 型
ギアを使用した介護リフト、階段リフトやシート
調整、臨床ベッド・デンタル用チェア向けのアク
チュエータ等があります。

Brushless DC Motors

ブラシレスDCモータ

医療用ディスポーザブル部品
NIDEC SANKYO CORP.....P.41

Hospital Beds

Motor for Massage Chair

Plastic, Disposables

NIDEC MOTOR CORP.....P.47

金型設計、金型製造から成形、組立、包装まで、
クリーン
な環境での一貫生産を行い、お客様にご満足いただけ
る高 品 質 な 製 品 づくりと安 定 供 給 に 努 めております
（ISO13485認証取得）。
Actuator Motors

アクチュエータ

Plastic Parts for Dialysis

Disposables for Drip Infusion

透析用本体・キャップ

点滴用部品

Syringe Disposables
注射器用部品

Wheel Motors
車輪用モータ

Parts for Dental Instrumentation

DNA Microarray

歯科器具用ケース

DNAチップ

Reducer
減速機

CT Scanner
CTスキャナー

Customised Human Machine Interface（Sealed IP67）

NIDEC CORP.....P.39

NIDEC SHIMPO CORP.....P.40

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORP.....P.42 NIDEC LEROY-SOMER.....P.48

カスタム操作パネル（IP67）
NIDEC MOTOR CORP.....P.47

We design and manufacture creative and custom-engineered user interface technologies and advanced control
panels for world-class OEM customers. From touchscreens to membrane switches to elastomeric keypads to fully-featured, turnkey HMI assemblies, We meet exact and state-of-the-art specifications for customers focused in the medical
/ healthcare, industrial / instrumentation and specialty electronics markets.
カスタムインターフェイスの設計・生産を行っており、世界主要のOEMメーカにご採用頂いています。タッチスクリーン、
メンブランスイッチ、弾性キーパッド等を組み合わせたHMI（Human Machine Interface）をお客様の要望に合わせて
組合せ、医療/ヘルスケア、産業/計測の製品へ展開しています。

Cooling Fans

冷却用ファン

Others

Pharmacy Automation

その他

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORP.....P.42 NIDEC COPAL CORP.....P.44

NIDEC LEROY-SOMER.....P.48

調剤機器

NIDEC CORP.....P.39

Ultra Compact Geared Motors
for Medical Devices
医療向け超小型ギヤードモータ

Micro Blower for CPAP

CPAP用マイクロブロワ
（エアー送り用途）

Skin Camera
肌カメラ

Machined Products
for Medical Devices
医療向け切削部品

DP/DPR
（Single Phase
Induction Motor）

Pill Counter

Automation System
駆動用モータ

減速機

Joystick Encoder

ジョイスティックエンコーダ

Pressure Switch
圧力スイッチ

DYNABOX

SWIVEL

Infusion Pumps
輸液機器

NIDEC SANKYO CORP.....P.41 NIDEC COPAL CORP.....P.44

NIDEC MOTOR CORP.....P.47

薬剤カウント用モータ

Reducer

Automation System

駆動用ギア付きモータ

Stepping Motors for Flow Control
流量制御用ステッピングモータ

Stepping Motors

ステッピングモータ
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