
日本臨床検査自動化学会第23回大会　出展会社一覧（50音順）

　　　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　　　番号

会社名　　鶏 会社名　　㌶
囲アジア器材㈱・………………・・A－2 ㈱セントラル科学貿易………A－6 ㈱PASCO……・・……………・D－7

アマシャム薬品㈱……………A－4 固㈱ダイアヤトロン……………B－8 浜松ホトニクス㈱……………D－11

アロカ㈱………・………・……・D－3 第一化学薬品㈱・…………・・…B－14 ㈱日立製作所…・・…………・…C－7

㈱井内盛栄堂…………………A－3 ㈱第一ラジオアイソトープ研究所…B－12 ㈱フアーノ゜フアーイースト　…D－25

㈱医学生物学研究所…………B－6 ダイナボット㈱………………A－20 ファルマシア㈱・…………・・…A－8

伊藤忠テクノサイエンス㈱…C－27 大日本製薬㈱…………………C－24 フクダ電子㈱……・…………・・D－28

㈱エイアンドティー…・…・・…A－21 高園産業㈱…・・…………・……D－32 富士工業㈱……………………C－29

栄研化学㈱……………・…・・…D－8 宝酒造㈱……………・…・…・…A－14 藤沢薬品工業㈱………………B－13

㈱エスァールエル……………C－6 橘電機㈱………………………B－11 富士通㈱………………………B－18

エス・エム・アイ・ブリストル㈱……B－16 タフト㈱・………………・・……D－22 富士メディカルシステム㈱…D－23

㈱エマース…………・・……・…C－22 チパ・コーニング・ダイアグノスティックス㈱…C－16 富士レビオ㈱…・……………・・B－23

エム・シー・メディカル㈱……A－9 ㈱テクノメディカ……………B－1 プレシジョン・システム・サイエンス㈱…B－24

㈱エル・エム・エス…………B－26 デュポンジャパンリミテッド　…B－3 べ一リンガー・マンハイム山之内㈱……B－19

㈱エルマ……………・…・……・C－18 デンカ生研㈱…・……………・・A－1 ヘキストジャパン㈱…………A－12

オーソ・ダィアグノスティック・システムズ㈱…C－13 東亜医用電子㈱………………A－22 ベックマン㈱…………………B－27

小野薬品工業㈱…・…………・・B－29 東亜電波工業㈱………………B－2 ㈱ヘレナ研究所………………A－19

オムロン㈱……・…………・・…A－m ㈱東京定規製作所……・……・・C－14 ㈱堀場製作所……・・……・・…・・B－9

オリンパス光学工業㈱………B－28 東芝メディカル㈱・…………・・B－17 団丸善石油化学㈱…・・…・・……・・B－7

オルガノ㈱…・……………・・…B－10 東ソー㈱……・…………・・……C－2 マルホ㈱………………・・…・…C－24

オルガノンテクニカ㈱………D－12 東洋紡エンジニアリング㈱……B－29 ㈱ミズホメディー……………C－26

因㈱カイノス・………………・・…C－10 東洋紡績㈱……………………B－29 三井製薬工業㈱………………A－9

片山化学工業㈱…………・…・・C－23 東レ㈱………………・・…・……C－25 三菱化成㈱………………・・…・D－24

萱垣医理科工業㈱……・……・・C－31 トーレ・フジバイオニクス㈱…C－17 メバニクス㈱…………………D－35

関東化学㈱・………………・…・C－15 富田システムズ㈱・…………・・08 圃山之内製薬㈱…………・……・・B－15

㈱キューアル……・……・……・D－31 因長瀬産業㈱………………・・…・D－6 ㈱ユニフレックス……………D－29

㈱京都第一科学………………A－15 二光バイオサイエンス㈱……D－33 圖ラジオメータートレーディング㈱…・・…C－21

　●協和メデックス㈱……………B－21 日電理化硝子㈱………………D－38 ㈱ラボサイエンス……………D－20

極東製薬工業㈱………………C－3 ㈱ニチリョー…………………D－m ラボシステムズジャパン㈱…024

クリーンケミカル㈱…………D－4 ㈱日科機…・……………・・……D－1 利康商事㈱………………・・…・B－4

国際試薬㈱…………・……・・…B－20 日水製薬㈱…………・……・・…D－14 回㈱和研薬…………・……・・……A－18

コスモ㈱………………………C－19 ㈱ニッテク………・・………・…A－9 和光純薬工業㈱………………D－15

㈱コスモテック………………D－17 ニットーボーメディカル㈱…C－5 Boston　Biomedical　Consultants．　D－34

小林記録紙㈱………・……・…・B－5 ㈱ニプロ…・・…・………・・……・D－16

小林製薬㈱………………・・…・A－17 日本ケミファ㈱・…・………・…A－5

団サクラ精機㈱・………………・・D－37 日本光電工業㈱・…………・・…D－36

三共㈱……・…………・………・C－20 日本合成ゴム㈱……・・………・C－11

三光純薬㈱……………・…・…・C－28 日本商事㈱………………・・…・C－30

㈱三和化学研究所……………B－25 日本シンテックス㈱…………A－11

㈱シーマコーポレーション…D－26 日本DPCコーポレーション㈱…C－12

㈱シノテスト…………………C－32 日本テクニコン㈱……・・……・C－4

㈱島津製作所………・………・・D－2 日本電気㈱……………・…・・－D－30

㈱常光……………・………・・…D－13 日本電子㈱……………………A－16

D－18 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱…A－13

新星化成㈱・・……・…・……・・…D－5 日本ビオメリュー・パイテック㈱…C－9

住友製薬㈱・………………・・…D－21 日本ベクトン・ディッキンソン㈱…B－13

住友電工システムエンジニアリング㈱…　D－27 日本マリンクロット㈱・…・…・C－22

生化学工業㈱・………………・・B－31 日本モニター㈱・………・・……D＿g

積水化学工業㈱・……………・・C－3 日本ロシュ㈱…………………A－7

㈱セコニック・………………・・B－30 ㈱バイオテック………………C－1

㈱セロテック・・……・…………D－19 回バクスター㈱…・……………・・B－22



日本臨床検査自動化学会第23回大会　出展会社一覧（小間番号順）

小間
番号

会　　社　　名 小間
番号 会　　社　　名

小間
番号

会　　社 名

A－1 デンカ生研㈱ B－26 ㈱エル・エム・エス D－7 ㈱PASCO
A－2 アジア器材㈱ B－27 ベックマン㈱ D－8 栄研化学㈱

A－3 ㈱井内盛栄堂 B－28 オリンパス光学工業㈱ D－9 日本モニター㈱

A－4 アマシャム薬品㈱ B－29 東洋紡エンジニアリング㈱ D－10 ㈱ニチリョー

A－5 日本ケミファ㈱ B－29 東洋紡績㈱ D－11 浜松ホトニクス㈱

A－6 ㈱セントラル科学貿易 B－29 小野薬品工業㈱ D－12 オルガノンテクニカ㈱

A－7 日本ロシュ㈱ B－30 ㈱セコニック D－13 ㈱常光

A－8 ファルマシア㈱ B－31 生化学工業㈱ D－14 日水製薬㈱

A－9 エム・シー・メディカル㈱ C－1 ㈱バイオテック D－15 和光純薬工業㈱

A－9 ㈱ニッテク C－2 東ソー㈱ D－16 ㈱ニプロ

A－9 三井製薬工業㈱ C－3 極東製薬工業㈱ D－17 ㈱コスモテック

A－10 オムロン㈱ C－3 積水化学工業㈱ D－18

A－11 日本シンテックス㈱ C－4 日本テクニコン㈱ D－19 ㈱セロテック

A－12 ヘキストジャパン㈱ C－5 ニットーボーメディカル㈱ D－20 ㈱ラボサイエンス

A－13 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱ C－6 ㈱エスアールエル D－21 住友製薬㈱

A－14 宝酒造㈱ C－7 ㈱日立製作所 D－22 タフト㈱

A－15 ㈱京都第一科学 C－8 富田システムズ㈱ D－23 富士メディカルシステム㈱

A－16 日本電子㈱ C－9 日本ビオメリュー・バイテック㈱ D－24 三菱化成㈱

A－17 小林製薬㈱ C－10 ㈱カイノス D－25 ㈱ファーノ・ファーイースト

A－18 ㈱和研薬 C－11 日本合成ゴム㈱ D－26 ㈱シーマコーポレーション

A－19 ㈱ヘレナ研究所 C－12 日本DPCコーポレーション㈱ D－27 住友電工システムエンジニアリング㈱

A－20 ダイナボット㈱ C－13 オーソ・ダイアグノスティック・システムズ㈱ D－28 フクダ電子㈱

A－21 ㈱エイアンドテイー C－14 ㈱東京定規製作所 D－29 ㈱ユニフレックス

A－22 東亜医用電子㈱ C－15 関東化学㈱ D－30 日本電気㈱

B－1 ㈱テクノメディカ C－16 チバ・コーニング・ダィアグノスティックス㈱ D－31 ㈱キューアル

B－2 東亜電波工業㈱ C－17 トーレ・フジバイオニクス㈱ D－32 高園産業㈱

B－3 デュポンジャパンリミテッド C－18 ㈱エルマ D－33 二光パイオサイエンス㈱

B－4 利康商事㈱ C－19 コスモ㈱ D－34 Boston　Biomedical Consultants．

B－5 小林記録紙㈱ C－20 三共㈱ D－35 メバニクス㈱

B－6 ㈱医学生物学研究所 C－21 ラジオメータートレーディング㈱ D－36 日本光電工業㈱

B－7 丸善石油化学㈱ C－22 ㈱エマース D－37 サクラ精機㈱

B－8 ㈱ダイアヤトロン C－22 日本マリンクロット㈱ D－38 日電理化硝子㈱

B－9 ㈱堀場製作所 C－23 片山化学工業㈱

B－10 オルガノ㈱ C－24 大日本製薬㈱

B－11 橘電機㈱ C－24 マルホ㈱

B－12 ㈱第一ラジオアイソトープ研究所 C－24 ラボシステムズジャパン㈱

B－13 日本ベクトン・ディッキンソン㈱ C－25 東レ㈱

B－13 藤沢薬品工業㈱ C－26 ㈱ミズホメデイー

B－14 第一化学薬品㈱ C－27 伊藤忠テクノサイエンス㈱

B－15 山之内製薬㈱ C－28 三光純薬㈱

B－16 エス・エム・アイ・プリストル㈱ C－29 富士工業㈱

B－17 東芝メディカル㈱ C－30 日本商事㈱

B－18 富士通㈱ C－31 萱垣医理科工業㈱

B－19 べ一リンガー・マンハイム山之内㈱ C－32 ㈱シノテスト

B－20 国際試薬㈱ D－1 ㈱日科機
B－21 協和メデックス㈱ D－2 ㈱島津製作所

B－22 バクスター㈱ D－3 アロカ㈱

B－23 富士レビオ㈱ D－4 クリーンケミカル㈱

B－24 プレシジョン・システム・サイエンス㈱ D－5 新星化成㈱

B－25 ㈱三和化学研究所 D－6 長瀬産業㈱
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