


経営理念
シグマックスは
チャレンジ精神と未来を見つめる目で
「元気」を創造します。

経営姿勢
オープンでフェアーな経営を実践します。
付加価値の創造にチャレンジし続けます。
仲間第一主義を実践します。
安心と安全の品質を第一に考え追求し続けます。
公器として社会的責任を果たします。

企業使命
身体活動支援業を核として
医療、スポーツ、ウェルネス分野で、
お客様の満足と信頼を勝ち取る為に、
常に誠実な仕事を行い
優れた品質の製品・サービスを提供し、
永続的な発展と社会的な貢献を達成します。
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sigmax challenge history
シグマックス チャレンジヒストリー
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●2008
ブレストケア製品
輸入販売開始

●1999
ウェルネス領域に
事業展開

●2004-5
女性向け腰サポーター発売

●2015
MEDIAIDブランド立ち上げ

●2012
日常生活向け
足首サポーター発売

●2015
ZAMST
FILMISTA ANKLE
発売

●2008
ジュニア用
サポーター発売

●2009
ZAMSTブランド 
リニューアル

●2012
ウエアタイプ
製品発売

●2007
コンディショニング製品
発売

●2007
中国子会社設立

●2000
膝サポーター
全面改良

●1993
ZAMSTブランド立ち上げ

●1995
足首サポーターA2・
膝サポーター全面改良

●1992
「パッド付ギプスシーネ」の
普及活動強化

●1986
整形外科向け
膝関節サポーター発売

1986

●1990
整形外科向け
足関節サポーター発売 ●2001-2004

肺血栓塞栓症予防製品の
発売・啓発強化

●1993
国産冷却療法用装置の
初代モデル発売

●1987
プラスチックギプス
輸入販売開始

●1989
海外大手装具メーカー製品の
輸入販売開始

●2004
本社を
新宿に移転

●1973 東京都千代田区岩本町にて創業

●1976 英国製伸縮包帯の輸入販売開始

●1977 自社設計のサポーター製品販売開始

●1980 整形外科向け固定材・サポーター製造販売を拡大

●1985 石膏ギプス（国産）販売開始

●2005
人工筋肉アクチュエーター
CPM 発売

●2006
超音波骨折治療器
販売開始

●2008
超音波骨密度
測定装置発売

●2010
超音波画     像診断装置
販売開始

●　 2011
　 米国子会社設立

●2012
十字靱帯 機能検査装置発売

●2017
膝関節サポート用
スパッツ発売

●2009
自社開発
超音波骨折治療
器発売

●2017
ZAMST
Footcraft
インソール
発売

●2002
肘・手  首サポーター
発売

●2018
腰部固定帯
モデル追加

●2020
筋・骨格系向け
ポータブルエコー装置
発売

●2019
ホルダー付きギプスシーネ モデル追加

体幹トレーニング装置 発売

●2019
ZAMST
FILMISTA
KNEE
発売

●2021
ZAMST
Footcraft
FOOTBALL
STYLE
発売

ZAMST
BRAVE-PAD
SHORTS 発売

MEDIAID
しっかりガードシリーズ 発売

●2021
MEDIAID
アシストギア発売

MEDIAID
マウスカバー発売

MEDIAID
スタイルケア発売

1996 2004 2010 2016 2021

●2016
ホルダー付きギプスシーネ
発売

ポータブルエコー装置
発売

●2018
ZAMST Pressione Calf発売

ZAMST FILMISTA シリーズ追加

●2020
ZAMST
RK-1 Plus
発売

ZAMST
マウスカバー 発売
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●2018
MEDIAID
すっきりフィットシリーズ
発売



運動器＊分野において、
新しい価値創造と貢献を

＊運動器：身体運動に関わる骨、筋肉、関節、神経などの総称。運動器はそれぞれが連携して働いており、どのひとつが悪くても身体はうまく動きません。
　（日本整形外科学会ホームページより）

日本シグマックス株式会社
代表取締役社長

「身体活動支援業」という
事業ドメイン
当社は創業時より、身体を動かすための運動器

（骨・筋肉など）に着目し、事業領域を「運動器障害

の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上

を目的とした製品・サービスの提供」と定めました。

高齢化の進むこの社会において、健康寿命の延伸

という課題に取り組むためには、この運動器分野

における問題解決が不可欠だととらえております。

当社では、医療・整形外科分野において確固たる

地位を占める商品群を展開しながら、スポーツ分

野などコンシューマー分野においてもトップブラ

ンドを持つなど、流通の枠にとらわれません。あく

まで生活者視点で必要な製品・サービスを考え、

人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援

する企業であり続けます。

 

「付加価値の創造」による
社会貢献
会社は社会から貴重な資源を預かる存在であり、

社会に価値を還元し続けることに価値があると

いう意識を決して忘れません。潜在的なニーズ

に常にアンテナを張り、独自性のある製品・サー

ビスの開発・提供を通して、社会に対して新しく

高い価値を生み出すことを心がけています。

それを実現するために、これまで積み重ね、受け

継がれてきたノウハウ・経験や技術、外部パート

ナーとの関係を大事に活かしながら、未来を意

識して新しい分野へのチャレンジをし続け、環境

変化に強く持続的成長を可能にする企業体質を

実現していきます。

グローバル化の推進
先にあげた「運動器」に関する問題は、国を問わ

ず人類共通の課題でもあります。諸外国に先ん

じて超高齢社会へと進んでいく日本に生まれた

企業として、日本国内で培った技術・品質・ソ

リューションを、積極的に海外へも展開していき、

世界に対しても高い貢献を行っていきたいと考

えています。そのためにも、グローバルに活躍で

きる人材の育成や、外部のパートナーの新規開

拓を積極的に進めます。 
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ハイブリッドシーネ（ギプス包帯）
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医療事業

整形外科を中心とした医療領域が当社の事業

のルーツです。各種衛生材料、ギプス・副木など

の骨折ケア製品、靱帯損傷、変形性膝関節症、

腰痛症などの治療に用いられる関節サポート

製品を幅広く取り揃えてきました。

さらに診断から治療・リハビリテーションの各

ステージで用いられる、診断装置、治療機器等、

医療現場のニーズにスピーディーにこたえて

まいります。

当社のコア技術である「人体形状にフィットし、各関節の動き

に追従・サポートすること」を追求した製品群です。

整形外科・スポーツ医療領域の専門的な治療に求められる、

各種診断・治療用製品の開発・提供から、これからの医療環境

に対応する新しい診療ツールの提供を行います。

自社開発・他社導入の両側面から、治療期～回復期への早

期移行を可能にし、機能回復を促進する各種機器・ツール

の開発・提供を行っています。

エクスエイド リスト
（手くび用サポーター）

エクスエイド
ニー ACL
（膝関節用
サポーター）

エクスエイド
アンクル 6

（足関節用サポーター）

マックスベルト
meブラック

（腰部固定帯）

KS Measure
KSM-100

（十字靱帯機能検査機器）
ポケットエコーmiruco
（超音波診断装置）

アクセラス2
（超音波骨折治療器）

ARIETTA Prologue LE
（超音波診断装置）

RECORE
（体幹トレーニング装置）

ARTROMOT-K1（CPM）

アイシングシステムCE4000
（冷却療法用装置）

Wellengang
Excellence
（全身振動刺激装置）

衛生材料・骨折ケア製品 関節サポート製品

診断・治療機器製品 リハビリテーション関連製品

ニールキャスト
（ギプス包帯）

レテラタイ（伸縮ネット包帯）

ニールスプリント
（ギプス包帯）

オルソグラスⅡ
（ギプス包帯）

「処置者の負担軽減」と「正確かつ的確な治療の実現」を目指し、

創業時よりラインナップを拡充してきました。

自社製造・導入に関わらず、各種の改良を加え今日に至ります。
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SP
OR

TS
スポーツ事業

www.zamst.jp

当社のスポーツ事業は、「医療」と「スポーツ」の

接続点である「スポーツ医療」をベースとして

展開しています。ケガからの復帰、復帰後の

再発予防、さらにはパフォーマンスの向上まで、

全力でスポーツに取り組む皆様に、専門有識者

による研究・評価や、アスリートによるモニター

検証を経た、確かな製品・サービスでこたえて

まいります。

ZAMST ザムスト
1993年にスポーツ向けケア・サポートブランドと

して設立。トップアスリートから部活動生まで、真剣

にスポーツに取り組むお客様に、確かな安心をお届

けするブランドとして25年以上の歴史を持ちます。

スポーツ領域で求められる、より高いフィット性・サポート

性・耐久性を追求した製品群です。

傷害予防（再発予防）にとどまらず、パフォーマンス向上の

実現を目指して研究開発された製品群です。

当社のルーツ＝医療領域におけるケア・サポートのノウハウを
反映し、スポーツシーンでのケア・サポートを実現することを
目的とした製品群です。

足サイズだけでなく、3つのアーチタイプから自分に合った
ものをお選びいただける、レディメイドインソールです。
用途に応じて8つのラインアップを揃えています。
https://www.zamst.jp/insole/

A2-DX

アームスリーブ

カーフスリーブ
HA-1（ショート）

BRAVE-PAD SHORTS

ZW-5

ショルダー
ラップ

RK-1Plus

KT
（キネシオロジーテープ）

IW-2

ブルー

ピンク

ブラック

イエロー

Joint Support Functional Apparel

CARE/SUPPORT ITEMS FUNCTIONAL INSOLE

サポーター製品 機能性アパレル製品

ケア・サポート製品 機能性インソール

北欧フィンランドの足医学専門の理学療法士が考案した、使用
者の足に合わせて形状変更可能なカスタムメイドインソール。
www.custombalance.jp

CUSTOM MADE INSOLE
機能性インソール

Footcraft
STANDARD
CUSHION+

Footcraft
AGILITY
GRIP

Footcraft
FOOTBALL
STYLE

アイスバッグ

マウスカバー
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ウェルネス事業

ウェルネス事業では、運動器をはじめとする

心身の不調に対するケア・サポート製品を提供。

運動機能の維持向上による健康寿命の延伸と、    

日々の生活を健やかに快適に過ごすための

製品・サービスを展開いたします。

医療機関における「治療」を目的とした確かな製品機能

をもとに、日常での使いやすさ・着け心地の良さを追求

した製品群です。

関節サポート・ケア製品
DAILY SUPPORT     CARE

動力を用いずに作業姿勢をサポートする「アシストギア」、

作業中の飛沫抑制と呼吸のしやすさを両立する「マウス

カバー」など、作業中の負担を軽減する製品を展開して

います。

動作負荷軽減・サポート

メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ メディエイド すっきりフィット ふくらはぎ

上パーツ

下パーツ

メディエイド アシストギア 腰ユニット

メディエイド マウスカバー

メディエイド しっかりガード 腰

メディエイド しっかりガード ヒザ メディエイド しっかりガード 手首

アモエナ ブレストフォーム
（コンタクト）

アモエナ
ブラジャー
（パフォーマンス）

アモエナ
ブラジャー
（イザベル）

ブレストフォーム
着用イメージ
（肌に直接つけるタイプ）

乳がん術後の女性のためのブレストフォーム（補正用

シリコンパッド）・専用下着を全世界に提供するドイツ

「アモエナ社」。当社はアモエナ社製品を日本のお客様の

ために提供しています。

https://amoena-sx.jp/

ブレストケア製品

https://www.mediaid-online.jp/
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GL
OB

AL
海外事業

日本の医療・スポーツ・ウェルネス市場で磨かれ

た「確かな機能性・品質」を強みに、当社の製品・

サービスを積極的に国外に展開しています。

子会社を起点としたエリア基盤づくりと、各国代

理店と連携した販売網の拡大を引き続き推進し

ています。

EUROPE
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FRANCE
GREECE
ITALY

MALTA
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
SWITZERLAND
UKRAINE

ASIA
CHINA
INDIA
INDONESIA
KOREA
MALAYSIA

MONGOLIA
PHILIPPINES
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM

AMERICAS
USA
CANADA

OCEANIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND

2021年 10月時点の展開エリア
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TECHNOLOGY
テクノロジー

すべての事業カテゴリ、展開地域に対する、製品・サービスの開発は、基幹事業である

医療事業での「モノづくり（機能・品質）」を基準として行っています。

基本的な考え方

目的に応じた適性条件を追求する
人は不安定に感じる関節部を適度に圧迫することで「安定感・
安心感」を得ることができます。また損傷により傷めた靱帯や腱
にかかる運動時のストレスを軽減する際にも、圧迫による緩や
かな制御が重要です。
また血流やリンパなどの体液循環をコントロールする際にも、適
性な条件での圧迫が用いられます。
こうした圧迫には目的に応じた適正な条件があります。また特に
医療機関で用いるためには神経や血流に対する安全性の観点
でも、適切に設計され安定して生産された高い品質の製品が求
められます。

圧迫とフィット性
Compression・PRECISE FIT

人体の動きをコントロールする
治癒の弊害となる動きを制御する、特定の動きのみを制御して
活動性を損わない、望ましい方向に動きを誘導するなど、私たち
の開発する製品にはこうした機能が求められます。
これらを設計と機構、素材と加工方法で具現化し、実際に機能
を実現できているかを検証する。この作業をいくどとなく繰り返
すことによって私たちの「製品」は誕生します。

支持・固定・誘導
stabilize・Fix・induce

サポート機能を発揮させるための必須条件
複雑な人体の表面形状だけでなく、解剖学に基づく筋の配置や
血管・神経の走行、骨の隆起、さらには動きの中での形状変化も
考慮した設計が、私たちには求められます。
立体形状に対応したパターン設計や、パート毎に適した素材の
配置。皮膚や神経への刺激を回避するための工夫など、開発段
階で「フィット性」の追求に費やされる時間は膨大です。

快適性・安全性
ComforT・Safety

目に見えない作用を測る
物理的刺激による作用は目で見ることができないものもあります。
目的とした条件での出力が得られているか、生体に対してどの
程度の影響を与えているかを知ることで初めて、効果性・安全
性を担保するノウハウが積み上げられます。

効果性の測定・数値化
Effectiveness・QUANTIFICATION

機能性の検証
製品の機能に対するエビデンスへの要求は、医療現場に限らず
高まっています。
製品が有する機能を正しく評価・把握し、それを偽りなく説明でき
ることが私たちの誇りでもあります。

検証
EVALUATION
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SOCIAL ACTIVITIES
社会に向けた活動

医療機器の開発・製造に関する国際基準ISO13485に対応した、品質マネジメ

ントシステムΣQARDにより、製品の企画段階から製造段階、市販後の品質保証

まで管理運用しております。このシステムは医療機器に限らずすべての市場に向

けた製品に適用することにより、「お客様の安全・安心」を担保いたします。

優れた品質の製品・サービスの提供（品質マネジメントシステム）

当社製品をご利用いただくお客様からの声を継続的に収集する仕組みを構築・運

用しています。

お客様からいただく製品に関する様々なご意見・ご要望を分析し、製品の改良・開

発に反映するとともに、製品品質・サービス品質のさらなる向上を続けています。

お客様の声の把握と満足の追求

当社は医療業界、なかでも運動器の疾患・傷害の診療を主とする整形

外科という分野に事業の基盤を置く企業です。

私たちは自らが生み出す製品・サービスによって、運動器の疾患・傷害で

悩む人々の課題を解決していくことを事業の根幹としています。

世の中には多種多様な課題がありますが、私たちはこの「運動器に関わる

課題」に重点的に取り組むことこそ、私たちの務めであると考えています。

基本的な考え方

医療機関・医療従事者との健全かつ公正な関係構築を行い、透明性ガイドライン＊に基づいた適切な情報開示を実施しています。

＊医療機関等との関係の透明性及び信頼性を確保するために、日本医療機器産業連合会が定めたガイドラインです。

透明性ガイドラインに基づく情報開示

ISO13485：2006年取得

学術会議の開催協賛や共催セミナーの実施により、学術振興の協力を行って

います。また公益財団法人「整形災害外科学研究助成財団」への協賛により

研究助成活動を行っています。

学術振興・研究助成

医療現場での様々なニーズや、より良い治療実現のため、医療従事者・研究者

との共同研究・共同開発を積極的に行っています。

共同研究・共同開発

各種スポーツイベントの協賛を通じて、スポーツによる健やかな心身、豊かな

生活・文化の創造に取り組んでいます。

またパートナーであるスポーツ選手やチームによる育成活動およびケガ予防

講習会への協力・サポート活動を行っています。

健康で活動的な生活の充実に向け






