
2020年～2022年 アールエフのあゆみ

土地：289坪
建物：延べ65坪

・新型コロナウイルス感染拡大からコロナ対策製品の開発に注力
・歯科消耗品の価格高騰への救済措置“消耗品大放出”安価でご提供
・コロナ撃退にんにん体操披露

・全領域CT発売に伴いCT画像確認USBメモリ無料配布開始

全領域CT開発スタート
訪問自粛・遠隔サポート最短5分で解決　忍者のすっ飛び遠隔サポート24　始動
グローブなど医療消耗品の緊急放出開始
台車型CT発表
紫外線除菌装置開発スタート
オリジナルソフト NAOMI-CT忍者 リリース

パルスオキシメーター
簡易テント版、CT検査の仕組み発表
すりガラス陰影　マーキングソフト

１.6倍の高解像度
全く新しい3D＋1D方式

全領域CT

2021

2022

年

2020

製品事業所・店舗

飛沫防止
アクリルスタンド忍にん

デザインNAOMI-CT

貼り替え自在なデザインCT発表

完全非接触 体温忍カガミ
消毒自動噴射器付スタンド

スピード肺炎診断
胸部CT

（350名）
敷地累計：
62,381坪
建物累計：
27,598坪

〈動き〉PCR検査… 取りこぼし
すり抜け… 素通り…
PCR検査… 取りこぼし
すり抜け… 素通り…

FAX・電話で
申し込みください

CT画像確認 
USBメモリー 
無料配布

CT“すりガラス陰影”

3分検査 パルス
オキシメーター
パルス
オキシメーター
家庭用500円（税込）家庭用500円（税込）
※注文：2個までとさせて頂きます

群馬事業所

体温忍カガミ15,950円（税込・送料込）

カガミに近づくだけで
全く触らず
ピッと体温測定
病院・学校・店舗・会社
ご家庭に…

中央研究所（長野）で
作っています

アクリルスタンド
忍にん
4,730円 （税込・送料込）

〈動き〉

〈動き〉

浅尾 真実（フルート）

奏メイナ（歌） 谷さくら（振付・ダンス）

蒼政 涼子（ピアノ）

コロナ撃退にんにん体操

首都圏統括ビル（環七大森）取得



2017年～2019年 アールエフのあゆみ

2019

事業所・店舗

（350名）

2018
（340名）

2017
（320名）

土地：1,301坪 建物：延べ932坪 
6月稼働

産業X線CT「スの検出のソフト」／医療用「音声カルテ入力ソフト」／歯科用HP作成ソフト
診療を止めないCT（eTPR）開発開始
動物用 麻酔のいらない「エアー保定装置」

NAOMI-CT搭載「歯列センサー」／無痛・非接触「CTマンモグラフィー」開発開始
単純撮影もできる「NAOMI-CT」／アナログ医院向け現像機販売開始（RF929）

往診用タブレット付ポータブル照射器／医療専用パソコン赤忍者・青忍者 小型化
歯科用「CT画像パノラマ生成ソフト」／歯科患者向け「カウンセリング動画集」
産業用「長物撮影580万円CT」、歯科用 新しい目線カメラ「噛むカメ」
未来のCT「3D-3D CT」開発開始

立体診断

NAOMI Smart CT
X線室不要タイプ・世界最小スペース

医療専用パソコン 

医療用 根管カメラ

産業用 常識を破った 

先端フレキカメラ

産業用 平面X線撮影装置 産業用 大物撮影
90万円 380万円CT

置き楽
スマートAIワゴンday

世界初
ワイヤレス

デンタルセンサー

多目的カメラ

超小型 乾電池駆動

照射器テスター

置き楽
ストレージAIラックmoon

敷地累計：
62,721坪
建物累計：
27,805坪

敷地累計：
51,051 坪
建物累計：
21,416 坪

製品

赤忍者・青忍者 280万円CT スライドCT
〈動き〉無料スマホアプリ「忍者CT」リリース

929（クリニック）商店街

「さんぎょうCT診断センター」・「コスプレ写真スタジオ」全拠点に開設

歯科商材の常設展示場「929（クリニック）商店街」開設

須坂工場石巻事業所 熊本事業所福岡事業所

浜松事業所 三次ファクトリーモール四国事業所

〈動き〉・「忍者のネット直販のお店」開設
・経済産業省より「地域未来牽引企業」選出

土地：641坪 建物：延べ130坪 土地：9,728坪 建物：延べ5,327坪 
11月稼働

土地：106坪 
建物：延べ81坪
6月稼働（拡大移転）

土地：1,010坪 
建物：延べ170坪
2018年10月稼働

土地：720坪 
建物：延べ157坪
2019年2月稼働

土地：16,481坪 
建物：延べ6,541坪



〈動き〉
・旭川事業所立ち上げ記事掲載
  （北海道新聞、日本経済新聞など）
・熊本地震 クリニック復旧活動支援

オリジナルレセコンソフト開発開始
医療専用パソコン「RF01/02/03」
φ6.9mm 360度先端可動内視鏡
爆発物発見用モデル「CIED-VJ」
「NAOMI-CT」導入件数
3,000件突破

〈動き〉「安かろう良かろう」を製品コンセプトに掲げる

医療用929X線防護エプロン（RF929）
医療用929X線防護指サック（RF929）
医療用929ポータブル照射器（RF929）
動物用929ポータブル照射器（RF929）
医療用929デンタルセンサー（RF929）
980万新規開業パック案内開始

「NAOMI-CT」鉛BOX デンタル拡張タイプ
医療用929デンタルチェア（RF929）
米国カイロプラクティック大学（3校）にてデジタルX線センサーNAOMI採用

NAOMI-CT Lサイズ

NAOMI-CT 車いす対応タイプ産業用 NAOMi-CT NINJA
医療用
929デンタルスキャナー

デビュー10周年記念モデル デビュー5周年記念モデル

土地：270坪

（子会社 RF929所有）
土地：432坪 建物：延べ1,931坪

建物：延べ1,069坪 9月稼働

米国 ミシガン店

土地：304坪 

旭川事業所 名古屋事業所
土地：1,726坪 
建物：延べ850坪
10月稼働

岡山事業所
土地：4,713坪 
建物：延べ1,830坪
2016年6月稼働

土地：285坪 
建物：延べ923坪
2016年6月稼動

土地：259坪 
建物：延べ323坪

盛岡事業所 松本事業所札幌事業所

鹿児島事業所

新潟事業所

〈動き〉・鹿児島事業所立ち上げ記事掲載（南日本新聞、朝日新聞など）
・「アールエフCone」TVCMスタート（RF929）
・産業分野において、CT事業参入

土地：599坪 
建物：延べ402坪
7月稼働（拡大移転）

土地：500坪 
建物：延べ190坪
11月稼働（拡大移転）

土地：245坪 
建物：延べ52坪

土地：650坪 
建物：延べ150坪
12月稼働

金沢事業所 中央研究所 神戸事業所 別館

  長野駅前商業施設「Cone」
「アールエフCone」となる

（RF929）

建物：延べ132坪 8月稼働
土地：756坪

建物：延べ370坪  2018年12月稼働
（拡大移転）

NAOMIパノラマセンサー ゴールドNAOMIホワイト

2014年～2016年 アールエフのあゆみ

2016

事業所・店舗

（300名）

2015
（270名）

2014
（250名）

敷地累計：
30,740坪
建物累計：
13,673坪

敷地累計：
23,757坪
建物累計：
9,747坪

製品



φ2.8mm 360度先端可動内視鏡「VJ-ADV」
産業用次世代型フルデジタルCT「NAOMI-CT」
360度先端可動内視鏡「VJ」米軍に正式採用
「NAOMI-CT」導入数トップシェア獲得

〈動き〉
RF929設立（子会社）
消耗品「置き楽」事業立ち上げ

米国カイロプラクティック・足首科向けOEM 医療用低被ばく・高解像度デジタルX線センサー「NAOMI」
「NAOMI-CT」デンタル拡張タイプ

医療用レントゲン設備搭載「移動診療車」
蓄電池電源
X線デンタルセンサー「NAOMI-DX」
全国都道府県警へ一斉納品始まる

世界初 X線室不要 
NAOMI-CT 鉛BOXタイプ

NAOMI-CT

〈動き〉
・東日本大震災の支援活動開始
・移動診療車を被災地に臨時貸出
・災害に強いクリニックへの取り組み開始
・医療分野において、CT事業参入
・ACC賞選出TVCM
 「2011 51stACC CM FESTIVAL」

新潟店 神戸事業所

純国産、国内自社工場拡大へ／広島店・倉敷店 増設

札幌店 松山店 横浜店 ニューヨーク店

さいたま事業所・大宮店 東北事業所斑尾山荘

名古屋店 拡大移転

東京店（拡大移転）

長野東部事業所

仙台店 福岡店（拡大移転）

諏訪事業所

φ3.9mm 360度先端可動内視鏡 VJ-ADV

土地：454坪 
建物：延べ502坪

土地：11,925坪 
建物：延べ2,326坪 12月稼働

土地：629坪 
建物：延べ272坪

土地：412坪
建物：延べ226坪
10月稼働（拡大移転）

土地：4,429坪 
建物：延べ1,497坪
12月稼働

（N.Yタイムズスクエア43F）

土地：1,409坪 
建物：延べ644坪
12月稼働

忍者のお屋敷
土地：113坪 
建物：延べ297坪

NAOMI-CT
セファロ拡張タイプ

製品

2011年～2013年 アールエフのあゆみ

2013

事業所・店舗

2012

2011
（200名）

（210名）
敷地累計：
9,616坪
建物累計：
3,417坪

（213名）
敷地累計：
21,995坪
建物累計：
6,245坪

敷地累計：
4,146坪
建物累計：
1,422坪



10周年記念モデル口腔内カメラ
「Einstein Limited」
歯垢検出専用ワイヤレス口腔内カメラ
「EinstenStella Plaque」
次世代動画／メモリー液晶モニター
「Doga」
2年連続デジタルX線センサーシェアNo.1獲得
（DR部門 外部調査機関調べ）

高解像度モデル 工業用デジタルX線非破壊撮影装置「NAOMI NX 04H/08H/016H」
医療用ポータブルデジタルX線デンタルセンサー「DX-150 Second」
医療用透視台対応デジタルX線センサー「NAOMI-Slide」

〈動き〉・海外商談ツール WEBデモンストレーション
 「THE NAOMI SHOW」開始
・高島礼子さんを起用したTVCMスタート
・広報誌「RF自慢話通信」創刊

〈動き〉・「Red Herring Global Award 2009」（米国・Red Herring社）
  世界を代表する100社選出
・「2010ベスト・プラクティス・アワード」（米国・フロスト＆サリバン社）
・デジタルレントゲン「NAOMI」世界市場で事実上の“標準モデル”認定
・HANAGE NINJAを起用、TVCMスタート
・書籍「日本でいちばん大切にしたい会社2」（あさ出版）掲載
・ミャンマーのワッチャ慈善病院に「DX-150 Second」寄付

ネパールのカンチ小児病院に
「NAOMI」一式を寄付

〈動き〉・「JNB 第4回ニッポン新事業創出大賞」
   （社団法人日本ニュービジネス協議会連合会）
・「経済産業大臣賞」
   「日本ニュービジネス協議会連合会会長賞」受賞
・「Red Herring Asia Award 2009」
   （米国・Red Herring社）受賞
・元気なモノ作り 中小企業300社に選出

鮮やかビタミンカラー5色
歯科用口腔内カメラ Einsten Stella

医療用後付けパノラマ デジタルX線センサー 
NAOMI-DPX

医療用USB対応デジタルX線 デンタルセンサー 
NAOMI-DX

医療用簡単スマートワイヤレス口腔内カメラ「Einstein Jr.」
φ6.9mm 360度先端可動内視鏡「VJ-ADV」
きれいなX線（Crestpath X-Ray）研究着手
医療用セファロデジタルX線センサー「NAOMI-DCX」

医療用低被ばく・高解像度タイプ
デジタルX線センサー NAOMI

医療用ワイヤレス口腔内カメラ Einstein lumica

広島店  神戸店

忍者の書庫 土地：54坪 建物：延べ294坪

（神戸北野異人館 旧スタデニック邸）

事業所・店舗

2008
（154名）

2009
（163名）

2010
（175名）
敷地累計：
2,624
建物累計：
481

製品

坪

坪

2008年～2010年 アールエフのあゆみ



歯石検出用ワイヤレス口腔内カメラ「illumi d」
口腔内カメラ「Copernicus Cam」
デジタルX線センサーシェアNo.1獲得（一般診療所におけるデジタルX線(DR)の納入実績）

オールインワンデジタルイメージングシステム 10.4inchモニター「Copernicus」
工業用内視鏡「φ5.5mm N」フレキシブルケーブルタイプ
工業用ビデオ内視鏡形状記憶ケーブルφ5.5mmバージョン／ホームケアカメラ「MIHARU」
工業用ビデオ内視鏡φ9.8mmバージョン／メモリー、スリープ機能付「Einstein Sapana」
405nmイメージングセンサー搭載ワイヤレス口腔内カメラ「Einstein SPARK」
世界初バッテリーレスカプセル内視鏡Sayaka、デジタルレントゲン｢NAOMI｣発表

本社ビル 8回目の引っ越し（自社ビル）／ショールーム併設店舗オープン
長野県庁交差点角地 事業所併設予定 土地：2,431坪（周辺4ヶ所含む）
忍者の書庫 土地：139坪 建物：187坪

〈動き〉
客員研究員に
画家・城戸真亜子さんを起用
TVCMスタート
（広がっていますデジトゲン）

多目的カメラ Light Eye デジタルX線CCDイメージングセンサー 
NAOMI

高解像度デジトゲン NAOMI HG モジュール型チェアサイドモニター
Doctor's station

360度 先端可動工業内視鏡 VJ 多機能モニター Copernicus Color

歯科用デジタルX線
CCDセンサーDX-150

SDカード搭載2.5inchハンディーモニター「SD-1 v.Ⅱ」／バッテリー内蔵2.5inchハンディーモニター「Lept neo」
極細径ファイバーカメラφ1.7mm「F-01」、φ2.4mm「F-02」
ケーブル付替可能にバージョンアップしたφ9.8mmワイヤレスビデオスコープ「VB」
工業用デジタルX線センサー「NX」／デジタルX線非破壊検査装置「SVX-150」
「Micro Scope」モジュール

名古屋店（名古屋駅前）

東京店（東京八重洲口前） 大阪店（梅田スカイビル 35F） 福岡店（博多駅前）

世界初バッテリーレス
カプセル内視鏡Sayaka

2005年～2007年 アールエフのあゆみ

2007

事業所・店舗

（137名）

2006
（127名）

2005
（118名）

敷地：
2,570 坪
建物：
187 坪

製品

〈動き〉・歯科用口腔内カメラ Einsteinシリーズ
   The Top 100 Products of the Year
 「診療になくてはならない口腔内カメラ」に選出
  （全米歯科雑誌 Dental Product Report）
・産業分野への参入



サイズ12mm トレインスコープ／新開発CMOSバージョン トレインスコープ
クレーン用CCDカメラシステム「CC-10H」
有線タイプ小型防水カメラ「Aqua Eye」
ハンディーサイズHDDレコーダー 3.5inch モニターチューナー「HD-2」
ワイヤレスオトCCDスコープ「ME-16」家庭用歯を見るカメラ「見歯るくん」
肛門鏡対応ワイヤレスアノCCDスコープ「AE-8」

手のひらサイズワイヤレスモニター「TP-25」／工業用非破壊検査「SVX-4000」
最大12時間インターバル録画ワイヤレスデジタル4分割器「CQ-44TR」
歯科用X線シンチレーターデジタルCCDセンサー
X線シンチレーターデジタルCCDセンサー
薄型X線シンチレーターCCDセンサー「XU-4L」
近赤外線を使ったワイヤレスCCDスコープ「ES-8」
ワイヤレスCCDカメラ一体型硬性鏡「FCZ-55」
X線デジタルCCDセンサー「X-10」

超小型バイタルセンサー 
NOKKO

動物病院向けX線シンチレーター
CCDセンサー VX-40

小型防水カメラ
RC-12

デンタルミラー型CCDカメラ Dr.camⅡ 可視光・近赤外線CCDカメラ ES-12

多目的φ5.5mmCCDカメラ N 口腔内カメラ Einstein

次世代カプセル内視鏡「NORIKA WARP」／新開発 超小型カメラ「P-cam」「MG-5」「Pinkie」
チューナー・録画機能一体化 コンパクトビデオレコーダー「HVR-2000」
オールインワンイメージングシステム「SmartKit」／小児向け超小型カプセル内視鏡「NORIKA Jr.」
ウルトラミニCCDカメラ「UM-4R」／CFカードメモリー内蔵チェアサイドモニター「TP-10CF」
ペルチェ導入 冷却CCDカメラ開発開始／超高感度カラー暗視CCDカメラ「VG-100」天体用カメラ「VG-200」
業用 世界最小φ9mm細径管検査用CCDカメラ「NRZ-100」開発開始

〈動き〉・口腔内カメラDP-6 ver.2 CRA推薦製品ベスト100に選出
　医療分野でAAAを取得（CRA）
   ※CRA: Clinical Research Associates
 （アメリカで最も権威のある歯科機器や歯科技術の評価を行う非営利歯科評価機関）
・ソニー株式会社の大賀典雄氏（当時取締役会議長）と当社代表取締役丸山次郎
　による会談が、ソニー本社にて行なわれる

〈動き〉・書籍『アールエフの知』（プレジデント社）発行
・「トレインスコープ」累計出荷台数1,200台

〈動き〉・全国50人の口腔内カメラサポーター活動開始
・カプセル内視鏡NORIKA グッドデザイン賞 新領域デザイン部門受賞
（財団法人日本産業デザイン振興会）
・書籍『プロジェクト･ノリカ』（徳間書店）発行

引っ越し7回目
当時の賃貸ビル

2002年～2004年 アールエフのあゆみ

賃貸：
420坪

2004
（100名）

2003
（91名）

2002
（75名）

事業所・店舗 製品



動物・医科用CCDスコープ「DPM-6F」
無線遠隔操作 雲台カメラシステム「WZ-24C」
放送業務用双方向FPU「GHz-LINK GL-2400」
ビジュアルファイル「V format 2001」
産婦人科向けCCDスコープ「DP-7S」
プリセットドームカメラシステム
歯科用口腔内カメラ国内累計出荷台数19,000台

世界初Nゲージ車両搭載超小型ワイヤレスCCDカメラ「TC-110s」
赤外線を使わない新しい暗視方式のカラー暗視カメラ「HG-800」
全く違うアングルを同時撮影可能「2眼CCDカメラ」
ワイヤレス口腔内カメラ サテライトVシリーズ「SS-100 Ver.2」
超小型無線CCDカメラ、出荷実績8,000台 業界No.1獲得
ワイヤレス口腔内カメラ「サテライトVシリーズ」が
業界のプライスリーダーになる
「SS-100 Ver.1」ユーザーへの無償Ver.up開始

工業用マイクロスコープ「DP-6M」
世界最薄カード型CCDカメラ The Cardシリーズ
新思考小型CCDカメラ一体型モニター「カメラ＆モニター」
歯科用口腔内カメラ サテライトVシリーズNewバージョン「DP-5」
院内システム拡張性対応、歯科業務用ワイヤレスカメラ「DP-15」
歯科用口腔内カメラ3ヶ月で1,500台出荷、一気にユーザー数増加
歯科用口腔内カメラ日本国内市場70% シェアNo.1獲得
累計出荷台数4,800台

ワイヤレス口腔内カメラ「DP-6 Ver2」
ワイヤレス口腔内カメラ「SS-24」
歯科用口腔内カメラ C Line「SS-21」
X線CCDセンサー開発開始
歯科用口腔内カメラ日本国内市場85%のシェアNo.1獲得
累計出荷台数8,500台
耳鼻・咽喉用CCDオトスコープ「SSM-21」
耳鼻国内市場シェアNo.1獲得

超小型CCDカメラ Pro5

世界最小ワイヤレスCCDカメラ
The Tiny

耳鼻・咽頭用CCDオトスコープ
SSM-21

世界初 バッテリーレスカプセル内視鏡
NORIKA3

引っ越し4回目 当時の賃貸ビル

〈動き〉・セキュリティー業界進出
・ワイヤレスの使い易さをそのままに、歯科用口腔内カメラのローコスト化に成功

〈動き〉
・全国65,000件の歯科医院にDM発送開始
・電話回線「C net」カスタマイズサービス開始
・京都大学研究のレスキューロボット用カメラとして
 「PRO5」正式採用
・世界最小ワイヤレスカメラ「The Tiny」
　米国NY市警で正式採用

〈動き〉
・全国ネットTVCMスタート（年2回の定期検診を広げる為の広報活動）
・三宅島向け、災害監視カメラを東京都に納品
・有珠山観測向け、無人カメラを建設省に納品
・世界初 バッテリーレスカプセル内視鏡 プレスリリース（日経新聞全国版）

引っ越し5回目 当時の賃貸ビル

引っ越し6回目 当時の賃貸ビル

1998年～2001年 アールエフのあゆみ

〈動き〉・株式会社 アールエフ設立
・NHKと共同研究開始「'98技術展」で、NHK盛岡との
　共同開発製品「カメカメ君」優秀賞受賞
・2001年国際宇宙開発ステーションJEMプロジェクトに
 「超小型CCDカメラ PRO5」採用
・長野オリンピック特注CCDカメラ納品

・NTTと「テレビ電話フェニックス」ワイヤレス化協力関係開始
・歯科用PCソフトメーカー各社が「サテライトVシリーズ」を画像取込専用機として指定
・メーカーならではの2年間完全保証・サポート「DDS事業部」発足
・一般患者の歯への関心を高めることを目的とした
 「600台の一般家庭用口腔内カメラを全国の幼稚園などに無償提供」発表

賃貸：
320坪

2001
（45名）

賃貸：
120 坪

1998
（18名）

1999
（22名）

賃貸：
220坪

2000
（30名）

事業所・店舗 製品



プリントクラブ向けCCDカメラ「CD-6V」

歯科用ワイヤレス口腔内カメラの研究開始

放送業務用GHz-LINK納入実績 業界No.1獲得

赤外線対応無線CCDカメラ「CMD-5C」

マイクロ波応用製品の研究とCCDカメラの開発

マイクロ波ビデオ伝送装置BSシリーズ

世界最小CCDカメラ CMD-5C

・東京大学原子核研究所に無線CCDカメラ「CD-5C」納品
・マイクロ波の研究開始

超小型CCDカメラ搭載
トレインスコープCD-5C-L-A6

ワイヤレス口腔内カメラ サテライトVシリーズ
SS-100 Ver.1

引っ越し2回目
当時の賃貸ビル

当時の賃貸ビル

現社長 丸山次郎と妻 百合子の二人が
ワンルームマンションの一室で
研究開発型企業をめざして創業
RF SYSTEM Lab.

引っ越し3回目
当時の賃貸ビル

〈動き〉放送業界に進出

〈動き〉アトランタオリンピック向け特注CCDカメラ「AMRⅡ（アムロ）」納品

〈動き〉

1993年創業～1997年 アールエフのあゆみ

〈動き〉・宇宙開発事業団が「CMD-5C」採用決定
・プリントクラブ向けのCCDカメラ「CD-6V」800台納品
・原子力発電所に「CMD-5C」納品開始（日立エンジニアリング扱い）
・NHKアルペン中継用に「CMD-5C」採用決定
・医療業界へ進出

1997
（15名）

賃貸：
55 坪

1996
（14名）

1995
（10名）

賃貸：
45 坪

1994
（5名）

賃貸：
25 坪

1993
（2名）

事業所・店舗 製品
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