


企業コンセプト 

健康と豊かな環境づくりにこだわり 

製品と情報提供を通じて地域社会に貢献する 

弊社は創業以来 ７ 0 年にわたり、医療・理化学・医薬品の 三部門

を設け、医療機器及び理化学機器、器具類と関連消耗材料、医薬品を

ユーザー様の時代のニーズにトータルに応えるため、 三部門で

常に業界の最先端にあるメーカー各社のご指導、ご協力のもとに

「実績と信頼のある製品」の販売及びアフターサービスに努め

て参りました 。 

特に 2 1 世紀を迎え、ユ ーザー・メーカー様共に 高度な合理化、

省力化の実現に懸命の 努力を重ねております。こうした状況を 

見ながら双方とのコミュニケーションを綿密に保ちながら、 

多様化する各界の希求に応えるため、「健康社会に奉仕する」を

基本理念に掲げ［迅速・正確・誠意］を旨とし健康的な社会と自然

豊かな環境づくりを通して地域にお役に立つことを全社一丸とな

り多角的営業活動を行って おります 。 

今後益々複雑多様化する医療·理化学業界に在って、幅広く尚かつ

きめ細かく対応するために、より安全で信頼度の高い製品と高度

なアフターサービスの提供に尽力し、営業ネットワークの拡大と、

選り優れた技術を積極的に導入し、パワーと実績の蓄積を行い、関

係各位のご支援、ご愛顧に応えるべく努力していく所存でござい

ます。 



会社沿革 

昭 和 24 年 8 月 医療機器、衛生材料の 販売業を開業。

代表者 高橋 弘志 

昭 和 3 1  年 4月 理化学器機販売部門設立、県北部の鉱業関連企業を主に業務拡大。 

昭 和  36 年 3月 出資金1 0 0 万円 で有限会社いわしや高橋器機店を設立。

従来の個人営業から法人営業に切替。 

代表取締役 高橋 久雄 

昭 和 5 1 年 5月 新社屋、いわしやビル竣工移転。 

社名を株式会社いわしやに変更、改組する  。

資本金2 ,0 0 0 万円

代表取締役 高橋 久雄 

昭 和 52 年 10 月 増資1,0 0 0 万円を行い、資本金3 ,0 0 0 万円とする。

（発行株式総数 ／6,0 0 0 株）

昭和 60 年  1 1 月 代表取締役高橋久雄退職により、役員 改選を行い

代表取締役 高橋 守夫 就任
 

平 成 13  年 9月 新社屋建設竣工により移転。

平 成 2 1 年 8 月 会社創立60周年

平 成 22 年 9月 秋田営業所新築移転により秋田支店に名称変更



会社概要 

創業昭和 2 4 年の長い歴史と共に…

社名 株式会社いわしや 

所在地 

本社 ： 〒017-0885 

秋田県大館市豊町9番46号
TEL 0186-49-1188 
FAX 0186-42-5796 

秋田支店：〒010-0003

秋田県秋田市東通4丁目5番36号
TEL 018-835-9558 
FAX 018-835-9562 

http://www.iwasiya.eo.jp/ 

資本金 3.000万円（払込資本金）

創業 昭和 24年 8月1日

従業員数 男子 11 名女子 7名 計 18 名（令和元年 1 0月1日 現 在）

役員 

代表取締役 高橋 守夫 

取締役 鳴海 三雄（非常勤） 

取締役 高橋 律子（非常勤） 

取締役 高橋 恒夫（非常勤） 

取引銀行 

秋田銀行 大館支店 青森銀行 大館支店 

北都銀行 大館支店 商工組合中央金庫 秋田支店 

みずほ銀行 秋田支店 秋田県信用組合 大館支店 

三菱東京UFJ 仙台中央支店 

加入団体 

東北医療機器協会 

秋田県医療機器販売業協会

東北科学機器協会 

秋田県計量器協会 

登録 

高度管理医療機器販売業賃貸業 登録番号  第01- 000500号 

高度管理医療機器販売業賃貸業 登録番号 第04-403271号 

医薬品販売業 登録番号    第01 -030500 

計量器販売業 登録番号 第1373号 

http://www.iwasiya.eo.jp/
http://www.iwasiya.eo.jp/


登録 毒物劇物一般販売業登録番号 第01-026700号毒

物劇物一般販売業登録番号 秋—毒 第22312号

資格 

全省統一資格物販販売資格 C 
秋田県指名競争入札参加資格 格付け等級A 
資格者名簿番号 162045020 

営業範囲 

秋田県全域一円

青森県一部 



株式会社いわしや本社 

アクセスマップ

4 名

2 名

4 名

部門紹介 

本社 

Odate 

医療機器部 

理化学機器部 

業務部 



秋田支店 

Akita 

アクセスマップ

4 名

' 理化学機器部 2 名

業務部 I 2 名

秋田支店 

医療機器部 



主要得意先 

主要販売先 

◎医療機器部 ◎理化学機器部

大館市立総合病院 

大館市立扇田病院 

秋田労災病院 

大館記念病院

ノースアジア大学

国立病院機構 あきた病院

北秋田市立阿仁診療所

秋田大学医学部附属病院

秋田大学医学部保健学科

秋田県リハビリテーション精神医療センター

市立秋田総合病院

男鹿みなと市民病院

町立羽後病院

北秋田市立病院

能代厚生医療センター

由利組合総合病院

秋田厚生医療センター

湖東総合病院

平鹿総合病院

雄勝中央病院

医療法人明和会中通総合病院

本荘第一病院

西大館病院

東台病院

鹿角中央病院

大湯リハビリ温泉病院

能代南内科内視鏡クリニック

森岳温泉病院

秋田県総合保健事業団

日本文化厚生農業協同組合連合会

その他診療所 老人福祉施設

（株）秋田県分析化学センター 

秋田県産業技術総合研究センター 

秋田県総合食品研究所 

秋田県立大学 

秋田大学理工学部 

秋田県総合保健事業団

（財）秋田県資源技術開発機構

DOWAテクノリサーチ（株）

DOWAエコシステム（株）

DOWAハイテック（株）

DOWAホールディングス（株） 

DOWAメタルマイン（株）

DOWAエレクトロニクス岡山（株） 

DOWAセミコンダクター（株）

三菱マテリアルテクノ（株）

三菱マテリアル（株）

三菱マテリアルトレーディング（株）

三菱マテリアル電子化成（株）

小坂製錬（株） 

エコシステム小坂（株）

エコシステム花岡（株）

エコシステム秋田（株）

（株）日本ピージーエム

秋田工営（株）

ニプロ（株）

ニプロファーマ（株）

エコシステムリサイクリング（株）

秋田製錬（株）

秋田環境測定センター（株）

JX日鉱日石エネルギー（株）

エヌエス環境（株）

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ジャパンスーパークォーツ（株）

秋田レアメタル（株）

日本新金属（株）

秋田ジンクリサイクリング（株）

秋田ジンクソリューションズ（株）

JA全農あきた

秋田リサイクル＆ファインパック（株）

（株）北鹿

（株）エコリサイクル

片倉コープアグリ（株）



主疲仕人れ先 (50音順）

◎医療機器部 ◎理化学機器部

GNダナジャパン（株） 

HOYA（株）メディカル事業部 

HOYA（株）ペンタックスライフケア事業部 

（株）JFCセールスプラン 

OG技研（株） 

アークレイマーケティング（株）

アールイーメディカル（株）

（株）秋山製作所

旭化成メディカル（株）

（株）アルフレッサファーマ
アニマ（株）

（株）アムコ

アルケア（株）

（株）日立製作所

アビリティーズ・ケアネット（株）

泉エ医科工業（株）

（株）イナミ

岩片医療器（株）

（株）インターメド・ジャパン

エイエムオー・ジャパン（株）

エムアイケミカル（株）

（株）エムイーテクニカ

（有）エム・エス・メディカル

（株）オリバー

キャノンライフケアソリューションズ（株）

フクダコーリン（株）

カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン

（株）カールツァイスメデイテック（株）

カールツァイス（株）

川本産業（株）

（株）キーラー＆ワイナー

（株）京都科学

（株）金鶏製作所

（株）愛工舎製作所 

（株）アイシス 

秋田水処理（株） 

旭化学（株）

朝日理化工業（株）

アステック（株）

アズワン（株）

アドバンテック東洋（株）

（株）アペックスワールド飯

島電子工業（株）

（株）いけうち

池本理化工業（株）

（株）いすず製作所

（株）入江商会

（株）イワキ

（株）岩本鉱産物商会

（株）氏家製作所

宇野（株）

エイコーフィルター（株）

（株）エヌエスマシンナリー

（株）エル・エム・エス

（株）岡野製作所

（株）ガードナー

（株）ガステック

加藤ステンレス科学（株）

金森藤平商事（株）

カメイ（株）

（株）カンセツ産業

木下理化工業（株）

（株）木村理化学製作

所京都電子工業（株）

協立理工（株）

（株）ケット科学研究所

光明理化工業（株）

（株）興和工業所

コーパック ジャパン（株）

國領電気製作所（有）

小林クリエイト（株）



主疲仕人れ先 (50音順）

◎医療機器部 ◎理化学機器部

クリエートメディック（株）

クリーンケミカル（株）

オリンパスメディカルサイエンス販売

（株）（株）高研

恒産商事（株）

（株）コクサン

コニカミノルタジャパン（株）

サイメンデザイン（有）

酒井医療（株）

（株）坂本モデル

三立医科工業（株）

GEヘルスケア・ジャパン（株）

シャープエレクトロニクスマーケティング（株）

新鋭工業（株）

スリーエムジャパン

（株）スリーゼット

（株）精研

セコム（株）

ソフトメディカル（株）

第一医科（株）

（株）タカギセイコー

タカラベルモント（株）

（株）武井光器製作所

チェスト（株）
（株）ニコンヘルスケアジャパン

（株）東京エム・アイ商会

キャノンメディカルシステムズ（株）

トーイツ（株）

（株）トーショー

（株）トーメーコーポレーション

（株）トップ

（株）ナイツ

永島医科器械（株）

（株）ニデック

ニプロ（株）

コフロック（株）

（株）サカエ

佐竹科学機械工業（株）

（株）佐藤計量器製作所

サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

（株）サンゾー

（株）三商

三愛科学（株）

ジーエルサイエンス（株）

（株）島津アクセス

（株）島津製作所

純正化学（株）

（株）シリコニット

新東科学（株）

（株）シンマルエンタープライゼス

（株）スカイサイエンス

（株）スギヤマゲン

（株）セイシン企業

西進商事（株）

関谷理化（株）

仙台バルブ・フィッティング（株）

（株）セントラル科学貿易

セントラル科学（株）

総研電気（株）

タイテック（株）

高千穂商事（株）

（株）タクミナ

（株）ダルトン

（株）千代田組

筒井理化学器械（株）

（株）東亜計器製作所

（株）東興化学研究所

東北オリオン（株）

東北スイコー（株）

（株）東北マテリアルス

（株）東洋精機製作所

東京計装（株）
〗総



主疲仕人れ先 (50音順）

◎医療機器部 ◎理化学機器部

日本アルコン（株） 

（株）日本コクレア 

（株）日本医療器研究所 

日本光電工業（株）東北支店 

日本メディカルプロダクツ（株） （株）

日本メディックス 

（株）日本ルミナス 

（株）博愛社 

原田産業（株） 

パラマウントベット（株） 

（株）はんだや 

フォーク（株）

フクダエム・イーエ業（株）

フクダ電子北東北販売（株）

フクダライフテック北東北（株）

（株）フィリップス・ジャパン

（株）ホギメディカル

ホステックアイレ（株）

（株）町田製作所

松田医科工業（株）

松吉医科器械（株）

マニー（株）

ミナト医科学（株）

（株）メディカルサイエンス

メディキット（株）

（株）モリアジャパン

（株）モルテン

（株）陽進堂

ライカマイクロシステムズ（株）

リオン（株）

リオンサービスセンター（株）

（株）リリー

中尾フィルターエ業（株） 

中山商事（株）

長島商店 

中日本商事（株） 

（株）南出キカイ

（株）ニシヤマ

日機装（株）

日機装エイコー（株）

日本インスツルメンス（株）

日本エリーズマグネチックス（株）

日本カノマックス（株）

日本計量器工業（株）

日本サーモ（株）

（株）日本精機製作所

（株）ニチカ

（株）日本特殊計器製作所

日本分光（株）

（株）パーキンエルマージャパン

ハルツォク・ジャパン（株）

ヴァーダー・サイエンティフィック（株）

富士電波工業（株）

（株）藤原製作所

古江サイエンス（株）

ブルカー・エイエックスエス（株）フロン工業（株）

マイクロトラック・ベル（株）

マイルストーンゼネラル（株）

（株）マツポー

真鍋工業（株）

（株）マルトー

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株）

（株）ミトリカ

美和電気工業（株）

（株）メイテック

名東北工機（株）

メトラートレド（株）

山善（株）

（株）ヤマモリ

（株）吉田製作所

（株）リガク

理研計器（株）

（株）離合社
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