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学会やセミナーでご講演頂
いた先生の資料や感染管理
に関する情報、限定動画を
公開しています。
是非、この機会に
ご登録ください。



国内
営業

海外
営業

◯東南アジア（タイ、台湾、ベトナム、フィリピン）
　 アジア諸国へのニーズに応えるため、タイ バンコクを拠点として、
    ASEAN諸国へ救急絆創膏などの衛生用品を展開しています。
    中国、 ASEANからの輸入も積極的に行っており、輸出面においても
   医療機器などの薬事製品に取り組んでいます。

◯中央アジア（カザフスタン）
 　熊本工場、福島工場で製造しているアルコール消毒綿のパッケージを
 　現地語に翻訳したものを輸出しています。

◯ヨーロッパ・オーストラリア
　 オーストラリアへの輸出を行っています。また、CEマーク取得に
   合わせ、ヨーロッパへの展開も進めています。

海外営業部
海外の拠点、Hakuzo Medical Asiaを

中心にアジアに展開へ

メディカル・介護部門
医療・介護に専念して
いただくために

BtoB部門（本社営業課）
安心・安全な製品を
医療分野以外にも

Arab Health 展示会

耳 を す ま す モ ノ づ く り

皆様の声を拾い上げ、ニーズから技術を創りだす会社

代表取締役会長

佐々木 宏

  

代表取締役社長

一橋 俊司

めまぐるしく変化する
ニーズに合わせた提案で

お応えします。
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私どもハクゾウメディカルは、半世紀以上にわたり、安全で安心な商品を医療・

介護の現場に提供すべく取り組んで参りました。営業・開発・製造がコラボ

レートし、現場の“あったらいいのに”という声を商品としてフィードバ

ッグできるシステム、そして必要に応じて改善できることが、医療 ・介護の

現場で信頼され、使い続けられている所以だと考えています。

昨今、地球温暖化が世界規模で取り上げられ、大きな問題となってきていま

す。当社におきましても、工場に太陽光発電装置を設置するなど、人だけで

なく、環境にも優しい企業を目指し取り組んでいます。“耳をすますものづ

くり”当社は、ニーズから技術を創り出す会社だと考えています。当社のブラ

ンドであるゾウのように、大きな耳で、これからも医療・介護の現場で活躍

されている皆様の声を拾い上げ、地球に優しい商品づくりに努めて参りたい

と考えています。

さんじゅうとが

込められた意味

当社のキャッチコピーハクゾウの由来 since 1953 

耳を傾けるメーカーとしての姿勢、お客様が望ま
れているモノ、商品や情報を提供する姿勢を
表現しています。また、デザイン（Design）
には、新しいモノや未来を創造するという
言葉の意味も込められています。

当社の商標であるハクゾウ（白象）は、中国の故事にある『 三獣渡河 』に由来
します。大河が氾濫した時に、対岸に無事わたりついた動物が、三獣の中の兎や
馬ではなく、慎重に行動した象であったということ。象はこのように物静かで
慎重な性格をもつ動物である一方、何か事が起こると
果敢に突進する勇敢さを併せ持つ動物です。当社の
創業者佐々木 英藏は、創業前から象を商標にすると
考えていました。清潔で衛生的な印象を与える色である
“白”の象は、形は変わりつつも、当社のブランドシンボル
として今日まで引き継がれています。

部門
紹介

営業・開発・製 造 の
三 位 一 体で 、
医療・介護現場 の
あったらいいのに を
カタチにします

私たちは、商品を販売することだけが目的ではあり
ません。私たちの商品を通じて、患者・要介護者の方を
　第一に考える医療・介護に従事する方々の、日々の
　　忙しい業務を少しでもお手伝いできたら・・・
      そういう想いで活動しています。 長年かけて
         築き上げたベストパートナーとしての信頼を
           大切に、全社で心をひとつにして現場と
              向き合っています。

当社は長年、医薬品・医療機器を製造販売して
きました。安心・安全を求められる医療機関向け
で培ってきたノウハウを活かし、医療分野以外の
企業様からの製造受託・滅菌受託も承って
います。

製品の輸出を行い、
海外展開を行っています。

インターフェックスジャパン展示
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研究
開発

仕入
輸入

品質
安全

マーケ
ティング

Facebook、Instagram、
Twitter、LINE公式アカウントなどの
SNSページを立ち上げており、
定期的に情報配信を行っています。

 当社主催の感染対策
セミナーを開催 
主に感染対策に従事している方を対象に、著名な先生方を

講師にお招きし、情報提供やコミュニケーションの場として

年数回、感染対策セミナーを全国で開催しています。

展示会への参加
展示会に参加し、直接お客様の
声を聞き、営業や研究開発へ
情報提供を行います。

企業PR活動
地域向けのイベントに参加し、
企業PR活動も行っています。

ホームページ業務
自社のWEBサイトに新商品情報や
イベント情報など、盛りだくさんの
情報を掲載・更新しています。

製造業者および原薬メーカーと品質契約

を結び、また、定期監査することで、商品製

造における品質を確保しています。

薬事関連メーカーへの
定期的な訪問

薬事、品質の情報共有

管理者業務品質安全業務
三役（総責／品責／安責）が連携を
図り、製造販売業における管理体制
の構築を行っています。

薬事、品質、生産および他の関連部門と
定例会を行い、情報の共有や品質向上の
ための打ち合わせを行っています。

開発スタッフが直接現場へお伺いし、ご要望やご相談を
 承るようにしています。そうすることで現場のニーズや
  問題・課題をしっかり把握し、ご満足いただける商品を
   いち早くご提供できると考えるからです。
     納品後のアフターフォローまできめ細やかに対応して
       います。

開発コンセプトは、
時代や現場の声を先取りして
各営業所から担当を決めて、『プロモーター会議』を開催。
営業部門ならではの視点とアイデアで商品化し、
市場に送り込んでいます。

SNS活動 

医療・介護の『現場の声』に
耳をすませたモノづくりを行っています。

学術情報で施設を
サポートしていきます。

安心・安全な商品をお届けできる
品質保証体制を行っています。

3 4

ゆるキャラグランプリ

協力会社との商談

定期的な海外への
現場視察

配送業務

医療・介護現場に
商品を安定供給できる体制を

整えています。

商品の品質情報を収集・記録
し、各部門と協力して品質保証
体制の維持・改善活動を行って
います。
また、安全情報を収集・記録し、
必要に応じて添付文書改訂な
どの安全確保措置を行います。

申請・届出業務
PMDAや行政当局に対して必
要な薬事申請・届出業務を行
っています。

美原物流センターや阪神
物流センターでは、各支店や
営業所への配送や商品の
受け入れを行っています。

海外の製造元への定期的な現場
視察を行い、品質改善や新商品に
ついて現場担当者との打ち合わ
せを行っています。

自社工場との連携
営業からのセット製品や別注製
品の受注窓口となり、自社工場と
の連携を図りながら、コスト試算
やサンプル品の製造依頼を行っ
ています。

協力会社で製造依託している商品につい
ては、各ご担当者と商談を行い、納期管理、
見積依頼や仕様変更に関する打ち合わせ
をしています。
また、研究開発部門などの他部門と連携し
た商談も行っています。

部門
紹介

営業に同行し、現場との
コミュニケーションを大切に

スタッフが直接現場へお伺いします。

日本環境感染学会 展示会
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安全 安定
供給安心

確かな安心のために徹底した品質管理を
創業以来、当社は3A『安心•安全•安定供給』をモットーに、

お客様にご満足いただける製品を提供し、信頼される商品づくりに取り組んで参りました。
これからもお使いいただくお客様に、今まで以上に高品質の商品を提供できるよう

自社工場の生産管理や品質管理システムの向上に努めて参ります。

院内で取り扱う衛生材料、医療器具の管理は万全でなければなりません。
衛生材料を滅菌すること、あるいは消毒綿を製造することもその一つです。

ハクゾウメディカルテクノスは、これらの労力を
少しでも軽減することを目標にクリーンな環境で

医療現場のニーズに応じた製品づくりを行っています。

福島県相馬市にある福島工場は、
第1アルコール棟・第2アルコール
棟・管理滅菌棟の3棟で構成。アル
コール綿やキット製品などを製造
しています。

熊本県菊池市にある熊本工場は、プッシュ
綿棒棟・エレーゼ棟・エレファーゼ棟・ステ
ライズ棟・アルコール棟・事務所棟・原料資
材倉庫棟の7棟で構成されています。

手術用・処置用の医療ガーゼやX線造影材
入りガーゼなどのガーゼ製品、プッシュ綿
棒シリーズやエレファワイパーシリーズ、
環境除菌用ウエットクロスなどの感染対策
製品を製造しています。

ハクゾウメディカルテクノスでは、
薬機法で定められたGMPとQMSに
基づいた生産管理体制を構築して
おり、平成17年3月には医療機器の
品質保証のための国際標準規格で
あるIS013485の認証を取得いた
しました。

医療従事者の
ベストパートナーとして

工場
紹介

タイムリーに
きめ細やかに、そして
リスク分散による

安定供給

常に最高の品質と安全性を備え、
環境にもやさしい製品で

東日本エリアの拠点
福島工場

西日本エリアの拠点
熊本工場

（福島弁）

がんばっぺ
作ってっぺした

（一生懸命に作っています！！）

（熊本弁
）

衛生管理に
は、たいぎ

ゃ

気ばつかい
よるけん

（衛生管
理にも気を

配っていま
す！！）
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引っ張り試験機

ハクゾウメディカルの製品は人の命や健康と深く関わっています。
生産部門の現場では、品質管理部門を独立させ

徹底した品質管理を行っています。

最新技術と万全の管理体制で
高品質を徹底追及

当社は、製造工程における製品の汚染や品質低下の防止に細心の注意を払い、安全基準を満たした製品だけを
送り出しています。アルコール消毒綿をはじめとする医薬品に対してはGMPに適合した設備と管理体制を備え、
キット製品をはじめとする医療機器に対してはQMSに適合した管理体制を備えています。ハクゾウメディカル
テクノスは、万全の製造管理体制と品質管理体制で、安全で品質レベルの高い製品の供給に努めています。

現在そして未来における
医療衛生材料の代名詞として…

空中落下細菌の測定

エアレーション室液体クロマトグラフィ

ガスクロマトグラフィ

TOC検査

無菌試験

設備
紹介

製造
工程

排気ガス処理装置を用いて、
 滅菌ガスを分解してから
 排出しています。

環境への取り組み③ 環境への取り組み②環境への取り組み① 

2

3

検品工程

4

梱包工程

5

「環境問題」に取り組んでいます。医療・介護を支える企業として、 社会的責任の一端として。私たちはできることから少しずつ社会が抱える課題に取り組んでいます。

ご使用後に潰して頂くと体積
が約1/4になります。

太陽光発電システムを設置
福島県相馬市の福島工場に地球環境
に優しいクリーンなエネルギーである
太陽光発電システム(40kw)を設置
しています。今後とも当社では、日常の
省エネルギーに加え、クリーンエネル
ギーの導入や資源の有効活用に積極
的に取り組んで参ります。

※③滅菌工程は、プッシュ綿棒G0.05のみとなります。

減容容器を採用。ゴミ削減のために。
設備だけでなく製品容器にも配慮
しています。ご使用後に潰して頂く
ことで、医療・介護現場でのゴミの
削減にも貢献していきたいと考え
ています。また、一部の製品では、環
境にやさしいエコ素材を使用して
おり、ダイオキシンなどの有害物質
が発生しないような容器を使用して
います。

エレファジェル

1

薬液分注

フィルム包装

包装工程

梱包工程

原料投入

薬液分注

ポンプセット

フタ締め

梱包工程

容器投入

プッシュ綿棒
シリーズ

エレファワイパー
シリーズ

（減容容器ボトル採用マーク）

ハクゾウメディカルテクノスでは、安全に安心してお使い頂くため、常に高いレベルでの品質管理を
徹底しながら医療や介護の現場に、本当に求められる製品づくりを行っています。

お客様に信頼される製品づくりで、
社会に貢献していきます。

外皮用殺菌消毒用綿棒 単包装アルコール消毒綿 アルコール手指消毒剤 

綿棒投入

薬液分注

滅菌工程

●ガス滅菌装置

エレファジェル350mL

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
GMPとは、『Good  Manufacturing Practice』の略。
一般に品質の良い優れた医薬品を製造するための要件を
まとめたもの。

GMP
GMPの基本要件

3

2

1 「人為的な誤りを最小限にすること」
「汚染及び品質低下を防止すること」
「高い品質を保証するシステムを設計すること」

QMSとは、Quality Management Systemの略で医療機器に特化した品質管理の基準のこと。
QMS省令は、医療機器の品質保証のための国際標準規格であるISO13485をもとに日本独自の上乗せ規定を
追加した品質管理の基準となる省令です。

QMS
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主な取り扱い製品一覧

使いやすく、業務の省力化につながる製品の開発
弊社は創業以来ガーゼ・繃帯・脱脂綿といった衛生材料を中心に製造販売して参りました。
近年では、「衛生材料」と「医薬品」の融合に取り組み、使いやすく、業務の省力化につながる
製品の開発に努めています。また、弊社では厳密な品質管理体制のもとで製造した高品質な製
品を医療・介護の現場に提供して参りました。滅菌済の手術用ガーゼから、アルコール消毒綿、薬
液含浸綿棒、処置用キット等、幅広い製品を国内の二ヶ所の工場で製造しています。製造受託、
滅菌受託、OEM供給も承っていますので、御興味がございましたら、一度お問い合わせください。
一貫してサポートさせて頂きます。

受託製造も
承っています

ご発注
6

製品仕様の
ご決定

3

お客様と打ち合わせ
1 試作品の

ご提出

2
お見積の
ご提示

4
ご契約
5

承認申請
7

原材料の
検査

8

製 造
9

製品検査
10

お客様へ納品
11

企画から製造までの流れ（例）

アルコール消毒綿
（容器入）

薬液付き綿棒
（プッシュ綿棒シリーズ）

アルコール消毒綿
（単包装）

【第3類医薬品】
エレファワイパーE（W）

【第3類医薬品】
エレファコットンエコE

【指定医薬部外品】
ハクゾウ

ポビドンヨード綿棒

薬液含浸綿球 アルコール手指消毒剤 キット製品 脳外科用シート

【指定医薬部外品】
ウエットプレット

【指定医薬部外品】
エレファジェル

【医療機器】
ハクゾウ
処置キットA

【医療機器】
ディオシート

手術用関連製品 咳エチケットセット お産用セット

ヨードホルムガーゼ 薬液含浸綿棒

【医療用医薬品】
ハクゾウ

ヨードホルムガーゼ

眼科用吸水スポンジ

環境除菌用ウエットクロス

【医療用医薬品】
クロルヘキシジングルコン
酸塩エタノール液１％

16ｍｍ綿棒セット「ハクゾウ」

ハクゾウ
せきエチケットセット

ハクゾウセットハクゾウ環境クロス
Wブロック

【医療機器】
ハクゾウ

アイスティック

【医療機器】
滅菌プレカウントガーゼ

口腔ケア用綿棒

【化粧品】
ハクゾウ

マウスクリーンA
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令和5年 [2023年] 2月 三河営業所を閉所し、
名古屋営業所を開設









主な取り扱い製品一覧

使いやすく、業務の省力化につながる製品の開発
弊社は創業以来ガーゼ・繃帯・脱脂綿といった衛生材料を中心に製造販売して参りました。
近年では、「衛生材料」と「医薬品」の融合に取り組み、使いやすく、業務の省力化につながる
製品の開発に努めています。また、弊社では厳密な品質管理体制のもとで製造した高品質な製
品を医療・介護の現場に提供して参りました。滅菌済の手術用ガーゼから、アルコール消毒綿、薬
液含浸綿棒、処置用キット等、幅広い製品を国内の二ヶ所の工場で製造しています。製造受託、
滅菌受託、OEM供給も承っていますので、御興味がございましたら、一度お問い合わせください。
一貫してサポートさせて頂きます。

受託製造も
承っています

ご発注
6

製品仕様の
ご決定

3

お客様と打ち合わせ
1 試作品の

ご提出

2
お見積の
ご提示

4
ご契約
5

承認申請
7

原材料の
検査

8

製 造
9

製品検査
10

お客様へ納品
11

企画から製造までの流れ（例）

アルコール消毒綿
（容器入）

薬液付き綿棒
（プッシュ綿棒シリーズ）

アルコール消毒綿
（単包装）

【第3類医薬品】
エレファワイパーE（W）

【第3類医薬品】
エレファコットンエコE

【指定医薬部外品】
ハクゾウ

ポビドンヨード綿棒

薬液含浸綿球 アルコール手指消毒剤 キット製品 脳外科用シート

【指定医薬部外品】
ウエットプレット

【指定医薬部外品】
エレファジェル

【医療機器】
ハクゾウ
処置キットA

【医療機器】
ディオシート

手術用関連製品 咳エチケットセット お産用セット

ヨードホルムガーゼ 薬液含浸綿棒

【医療用医薬品】
ハクゾウ

ヨードホルムガーゼ

眼科用吸水スポンジ

環境除菌用ウエットクロス

【医療用医薬品】
クロルヘキシジングルコン
酸塩エタノール液１％

16ｍｍ綿棒セット「ハクゾウ」

ハクゾウ
せきエチケットセット

ハクゾウセットハクゾウ環境クロス
Wブロック

【医療機器】
ハクゾウ

アイスティック

【医療機器】
滅菌プレカウントガーゼ

口腔ケア用綿棒

【化粧品】
ハクゾウ

マウスクリーンA

9



https://www.hakuzo.co.jp/

会社案内
C o m p a n y  P r o f i l e

2020.04

https://www.facebook.com/hakuzomedical/

https://twitter.com/hakuzo_hanako

https://www.instagram.com/hakuzomedical/

https://www.hakuzo.co.jp/line

学会やセミナーでご講演頂
いた先生の資料や感染管理
に関する情報、限定動画を
公開しています。
是非、この機会に
ご登録ください。
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