テクノウッド株式会社

社長挨拶

For the Patient…
信頼と安全の技術と製品で世界のヘルスケアへの貢献を目指す technowood.

当社は昭和 29 年の設立以来、一貫して胸部外科用医療機器の
製造販売に従事してまいりました。
その後の日本経済の発展と医療需要の増大に対処すると共に、
現代の国際化の波に対応すべく、幾多の課題を乗り越えて
まいりました。
著しい医療技術の進歩の中で、我々は今後も For the Patient の
信念のもとに、世界的な視野に立って様々な挑戦を続けて
まいります。

代表取締役社長
殿倉

テクノウッド株式会社

英次

会社概要

◆商号
テクノウッド株式会社

◆本社
東京都足立区江北 4 丁目 30 番 19 号
電話 （03）3856-4162（代表）

◆創業
昭和 29 年 7 月

◆江北工場
東京都足立区江北 4 丁目 30 番 19 号
電話 （03）3856-4111（代表）
許可区分：第 1 種医療機器製造販売業
許可番号：13B1X00141
許可区分：医療機器製造業（一般・滅菌医療機器）
許可番号：13BZ002443
許可区分：医療機器修理業
（特管第 1 区分、特管第 3 区分、特管第 4 区分）
許可番号：13BS200316
◆カスタマーサービス
東京都足立区江北 4 丁目 30 番 19 号
電話 （03）5647-3925
許可区分：高度管理医療機器等販売業・貸与業
許可番号：27 足足保生薬収第 1256 号

◆資本金
100,000,000 円

◆草加工場
埼玉県草加市稲荷 3 丁目 24 番 1 号
電話 （048）932-2573（代表）
許可区分：医療機器製造業（包装・表示・保管）
許可番号：11BZ200011
許可区分：医療機器修理業（特管第 4 区分）
許可番号：11BS200215

◆年商
1,500,000,000 円

◆取引銀行
東京都民銀行
みずほ銀行
三菱東京 UFJ 銀行
りそな銀行
商工組合中央金庫
武蔵野銀行
朝日信用金庫

春日町支店
本郷支店
本郷支店
本郷支店
上野支店
川口支店
江北支店

◆役員
代表取締役 殿倉 英次
監査役 岩城 健
◆関連会社
テクノウッドアメリカコーポレーション（US）
テクノウッドマニュファクチュアリングコーポ
レーション（フィリピン）
テクノウッドインターナショナルコーポレーシ
ョン（日本）
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沿革
昭和 29 年 7 月

東京都台東区茅町 2 丁目 35 番地において有限会社トノクラ器械店
を設立。
資本金 300,000 円。

昭和 37 年 10 月

昭和 32 年より東京女子医大榊原教授指導のもとで試作研究され
ていた東京女子医大式人工心肺装置をメキシコにおいて開催され
た国際心臓外科学会に日本貿易振興会より出品し榊原教授により
全世界に紹介され好評を博する。

昭和 39 年 9 月

経営の合理化とさらに社業発展を期すため有限会社を株式会社に
組織変更し社名をトノクラ医科工業株式会社と変更。

昭和 43 年 7 月

コロンボ計画による日本海外技術援助でインドネシアへ TOW
NOK 人工心肺装置一式及び心臓手術器械を輸出。東京女子医大日
本心臓血圧研究所々長榊原仟教授を団長とする専門家として公用
でインドネシアへ出張。好評を博する。

昭和 44 年 8 月

ソビエト連邦ウラジオストック大学に TOW NOK 人工心肺装置
DC－5 型一式を輸出。

昭和 53 年 8 月

コーディスアンギョーシステム製品の輸入発売元として発足。

昭和 57 年 1 月

人工心肺装置に使われるディスポーザブル血液回路セットの自社
生産部門を新設。

昭和 62 年 12 月

資本金 100,000,000 円に増資。

平成 6 年 2 月

本社を東京都文京区に移転。

平成 8 年 10 月

フィリピンにテクノウッドマニュファクチャリングコーポレーシ
ョンを設立。

平成 11 年 12 月

アメリカにテクノウッドアメリカコーポレーションを設立。

平成 16 年 6 月

海外事業展開を一層推進するため、テクノウッドインターナショ
ナルコーポレーションを設立。

平成 21 年 6 月

本社を東京都足立区に移転。

平成 23 年 8 月

社名をブランドと統一するために、テクノウッド株式会社に変更。

平成 27 年 12 月

カスタマーサービス部を本社（東京都足立区）に移転。
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心臓血管外科製品
【心筋保護システム用画面】

体外循環関連製品
心臓を止めて行う心臓手術の際に使用する製品です。手術を行う時に
は血液を体の外へポンプ（人工心肺装置）と回路を使い循環させ、人
工肺でガス交換を行い、患者の生命を維持します。

人工心肺装置
【人工心肺システム用画面】

コンポーネントシステムⅢ型 人工心肺装置 COMPOⅢ NEO
心筋保護システム CP4000 NEO
小型冷温水槽 CP4000H

人工心肺回路及び関連製品
テクノウッド人工心肺回路セット

人工肺
リヴァノヴァ社

人工肺各種

ヘモコンセントレーター
ミンテックヘモコンセントレーター

心臓血管手術機械
鉗子、鑷子、開胸器、持針器、縫合糸等

自己血回収装置
手術中の出血を回収し赤血球を濃縮、洗浄を行い患者自身へ血液を返
すための製品です。患者自身の血液を使うことにより外からの輸血を
軽減します。
リヴァノヴァ社

自己血回収装置 XTRA

テクノウッド株式会社

XVAC

循環器内科製品
心臓やその周辺の血管にカテーテルと呼ばれる細いチューブを腕や足から挿入し、
造影剤という薬剤を注入しＸ線撮影検査を行うための製品です。

心血管造影用カテーテル
テクノウッド SoftNAV カテーテル

心血管用カテーテルシースイントロデューサー
ゼメックス イントロデューサー セット（バイオプシー鉗子用）

心血管用カテーテルガイドワイヤー
テクノウッドガイドワイヤー
テクノウッド SSS ガイドワイヤー

心筋生検用バイオプシー鉗子
テクノウッドディスポーザブルバイオプシー鉗子

カテーテル収納ケース
インナースペース カテーテル収納ケース

その他
TRA エッセンシャルス／多目的作業台
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ネットワーク
関連会社
国内
社名

郵便番号

テクノウッドインターナショ 123-0872
ナルコーポレーション

住所
東京都足立区江北 4-30-19

TEL
03(3856)4162

FAX
03(3856)4164

海外
社名

住所

TEL

FAX

テクノウッドアメリカコーポレーション

3001 Red hill Avenue Building 2,
Suire 201 Costa Mesa,CA 92616
U.S.A.
N 2840 Bayanihan Street
Extension, Clark Freeport Zone,
Philippines

714-434-8713

714-434-8715

45-599-5570

45-599-5574

TEL

FAX

テクノウッドマニュファクチャリング
コーポレーション

国内ネットワーク一覧
営業所

郵便番号

住所

１ 本社

123-0872

東京都足立区江北 4-30-19

03(3856)4162㈹

03(3856)4164

２ 江北工場

123-0872

東京都足立区江北 4-30-19

03(3856)4111

03(3856)4113

３ カスタマーサービス

123-0872

東京都足立区江北 4-30-19

03(5647)3925

0120(322)571

４ 草加工場

340-0003

埼玉県草加市稲荷 3-24-1

048(932)2573

048(932)2570

テクノウッド株式会社

品質と安全

2004 年 5 月に ISO13485 の認証を取得しました。

認証番号

Q1N 16 01 77874 005

認証日

2013 年 05 月 01 日

有効期限

2019 年 04 月 30 日

For the patient...
当社は、「関連法規の遵守を宗とし、医療機器の提供において顧客のニーズに
的確に応え、さらに患者様への負荷や侵襲性の低減を実現する」ことを目的と
して、たゆまぬ技術の研鑚と日々の工夫や改善を通じ、より品質が高く、有効
かつ安全な製品を継続的に提供することによって、社会への貢献と企業の健全
なる成長を目指します。
その実現のために、 お客様からのクレームがなく（品質のより一層の向上）
安定供給が可能で（継続的提供）
しかも収益性のある（経営基盤の安定と成長）
製品作りを目指しましょう！
テクノウッド株式会社
代表取締役社長 殿倉 英次

顧客である患者様やドクターの信頼に応えられる、
安全で品質に優れた製品の供給が我々の責任と認識しております。
上記の品質方針を掲げ、たゆまぬ努力を積み重ねて参ります。
総括製造販売責任者
安全管理責任者
国内品質業務運営責任者
管理責任者

テクノウッド株式会社

田畑英里子
吉田 實
大谷 繁一
吉田 實

