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ご　挨　拶

　この展示目録は，2003年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，

今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものである。自動化振興会の事業の一つとして毎回発行

され，本年度で28回を数える。臨床化学分析機器をはじめとして各種の検査機器および検査試薬

の性能・特徴がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されている。

　例年7，000人以上もの参加で賑わうこの展示会は，昨年と同じく臨床検査医学会との共催で，例年とかわらぬ盛況になると期

待している。次年度の新規機器・試薬の選定について臨床検査技師，検査業界，検査医の3者の方々で大いに情報交換していた

だきたいと思います。医療をとりまく環境はきびしいですが検査の重要性は高まることはあっても低くなることはない。社会の

ニーズに適応した新しい検査室の構築に向ってこの小冊子を大いに活用していただきたい。

　最後になるがこの冊子出版をはじめ展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第である。

平成15年9月17日

日本臨床検査自動化学会

会長中井　利昭





ご　挨　拶

日本臨床検査自動化学会第35回大会及び共催展示会開催を祝して

　日本臨床検査自動化学会第35回大会および「共催展示会」が横浜において家入蒼生夫（濁協医

科大学）大会長のもとで9月17－19日開催されるのを祝して一言御挨拶申し上げます。

　日本臨床検査自動化学会大会が開催されてから35回を数えるという節目の年を迎えることを心

から歓迎致します。おめでとうございます。

　現在，中井利昭会長の元で学会の中身も充実し，大きく変化しました。また，学会の目玉である展示会は日本臨床検査医学会

との話し合いの結果，昨年から共同で開催することとなり，成功を収めました。今年も，医療を始め臨床検査についても大変厳

しい時代であり，かつ不況の時代ではありますが，その使命を果たすべく開催されることは大変素晴らしいことであります。展

示会には日本各地はもとより，東南アジア，欧米各国からの訪間者も多く，日本国内では最大規模かつ最新の機器の展示会であ

ります。

　「共催展示会」はお互いの学会の会員の利便はもちろんですが，展示を行っている関係会社のメリットを引き出すために行わ

れたものですが，昨年の展示会ではその目的は達成されたのではないかと考えます。展示を行うための関係会社の負担は膨大な

もので，展示を年1回にすることでその経費を抑制できることは大きな利点です。米国同様，日本国内でも他学会との共同開催

を考え直す時期にきているのではないでしょうか。

　今後も両学会が手を携えて，臨床検査領域での厳しい環境を乗り越えていけるよう，関係各位の御協力，御鞭燵を切に望むも

のであります。

　日本臨床検査自動化学会のますますの御発展を祈念致します。

平成15年9月17日

日本臨床検査医学会

会長櫻林郁之介
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8 1．赤外分光光度計（lnfrared　Spectrophotometer）

会　　　社　　　名
サンプル量 試薬使用量 波長範囲 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 mL μL／検体 nm 分／テスト V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

大　　塚　　製　　薬
UBiT－IR300 120mL以上 約5．5 100／3 31×62×31 22．5 187 呼気ガス中の13CO2測定

2．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　Method）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 測定項目 標準方式 サンプラー 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種類 外部／内部 有・無 V／A W×D×II
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

スポットケムTMEL

SE　1520
22 60 Na，　K，　CI 外部 無 40

13．5×22．5×

13．8
1．5

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

EAO6T 28 150 Na，　K，　Cl 内部 有 100／2．5 26×60×59 35 アットウィルより販売
エイ　アン　ドテ　イ　ー

〃06R
ノノ 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 38 〃

　　、ノノ

〃07 27 〃 〃 〃 〃 1〔｝0／2 28×57．6×
54．7

25 〃

NOVA　CRT－16 385 45 8 内部 有 200 52×53×49 41 550
エム・シー・メディカル

自動電解質分析
装置　AVL9181

95
、フ1㌧rワウ☆
話1膓…／，、㌧悉

Na，K，
Cl，　Ca，　Li

有 100
31．5×29．5×

33．5
6 Cl，Ca，　Li選択

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
〃AVL9180

〃 〃 〃 無 〃 ノノ ノノ 〃

ノノAVL9883 120 〃 〃 3〔｝x27x34．5 1L3 ノノ

〃

〃AVL9884 〃
Na，　K，　Mg

Ca，　pH
〃 〃 13．0

IS・50C 190 70 Na＋，　K＋，　C1一 内部 無 100／0．3 16×22×25 4 220 透析液モード有
常　　　　　　　　光

〃－50L 〃 〃 Na＋，　K＋，　Li＋ 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ

EX－Z 95 100 Na㌃K㌔Cl一 ノノ 有 100／2 24×41×35 18 透析A液，B液測定可能
〃

〃－D 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 オートサンプラ内蔵

〃　180L 〃 〃 Na＋，K＋，　Li＋ ノノ 〃 〃 28×31×32 〃 採血管より直接吸引可
〃

〃．2000 30 180 Na＋，　K↓，　Cl一 〃 〃 100／6 36×54×57 28 搬送接続可能

EG・Pro 50 120 グルコース 〃 〃 〃 〃 30
〃



全自動電解質
分析装置EX－II

27 150 Na，K，Cl 内部 有 200 28×57．6×
5輻7

25 250

セントラル科学貿易

STAX．2 100 80 Na，　K，C1 内部 有 1〔〕0／3 26×40×38 20 330
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

バイエル644 65 50 3 有 30 30×25×22 4 280

バイエルメディカル
〃　　654 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 260

Rapidchem　744 55 〃 50 37×18×32 7．3

〃

〃　　　754 〃 〃 〃 〃 〃

エリーゼ 50 120 2～6 内部 有 120 64×46×54 27．2
Na，K，Cl，　Li，T－CaおよびT－

CO2が測定可ベックマン・コールター

3．簡易分析装置（Analyzer　for　Simplified　Operation）

9

会　　　社　　　名

サンプル
　量

試薬使用
　量

処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL μL／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

ラクテート・プロ1M

LT－1710
5 1分／検体 乳酸 電極法 3Vリチウム

電池×2
5．5×L45×
8．38

0．05
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

グルコカードT、1

GT－1640
3 30秒／検体 グルコース 〃 〃

5．1×1．45×
8．7

0，045 販売：アベンティスソアーマ㈱

〃

グルコカードTMα
GT－1660

〃 〃 〃 〃 〃
5．6×1．45×

9．78
0．06 〃

エキストラ 2．5
1テスト／

　　　20秒
血糖 電極法

単4アルカリ
電池

9．9×5．6×
2．2

0．07 L8
ケトン体測定も可能，記憶容
量450テストアボッ　ト　ジャパン

イージーセンス 〃 〃 〃 ノノ 〃
9．9×5．9×
2．1

0．05 1．2 記憶容量150テスト

ソフタック 〃 〃 〃 ノノ 9Vリチウム
　電池

13．5×9×4 0．31 2．5
痛みの少ない，前腕L腕での測定，穿刺

測定機能一体型，記憶容量45〔わ’スト
〃

プレシジョン
Q・1・D

3．5 〃 〃 〃
9．7×4．8×
1．45

0．04 1．45

プレシジョン
PC．

〃 〃 〃 〃
アルカリ電池

　充電式
19．7×7．5×

5．1
0．28

データ管理機能，

オンライン機能を装備〃

アイ・スタット20⑪ 40～100 20 10 〃 9Vリチウム
　　L池

6．4×21×
5．2

0．52 150

ニコカードリー
ダーII

5 HbAlc 19×16×7 0．5 22．8

エム・シー・メディカル
ノノ 〃 CRP 〃 〃 〃

ニコカードCRP 25 20×17×7 0．5 22．8

東　　洋　　紡　　績
〃　　HbA1， 5 〃 〃 〃

デキスターZII 3～4
30秒／

　1テスト GLU 酵素電極法
リチウム

3V×2
8．1×6．6×
2．5

0．1 1．43

バイエルメディカル
アントセンスII 5～50

60秒／

　　テスト
〃 〃 100

19．5×11．5×

5．5
0．6 19．4 カートリッジに

血球分離膜を装備



10 4．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）

会　　　社　　　名

サンプル
　量

試薬使用
　最

処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL μL／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

グルコースオートアンド

スタットIMGA　1150
24 150 グルコース GOD過酸化

水素電極法
160 41．2×40．7×

41
22．5

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
アダムス「Mグルコース

GA］17｛［
30 156 〃 〃 180 53×45×53 31

アダ2、スマスタ」、I

DM　331〔｝ 3～50 167
グルコース，H｝V㌔

尿中μ・A胞尿［ぬ
450 53×68．5×

50
50

〃

グルコローダNX
30／5

自動切換
200 グルコース GOD固定化

酵素電極
100／4

86．5×62．2×

52．2
76 アットウィルより販売

エイ　アン　ドテ　ィ　ー

GAO3T 〃 160～200 〃 〃 100／2．5 26×60×59 35 〃

〃　03R 〃 〃 〃 〃 〃 49×47．7×59 38 〃

〃

〃　04 〃 〃 〃 ノノ 100／3 52×62×56．3 55 〃

〃　05 〃 〃 〃 〃 100／2 28x57．6x54．7 25 〃

〃

フォトBH
メーターVI

40 無 1 比色法 10
11．7×20．7×

8．4
1 55 新生児総ビリルビン測定

二　　光　　純　　薬 自動テオフィリン
測定装置LT．llO

4
R1：50，　R2：

300，R3：50
6 テオフィリン ラテックス

凝集阻止法 100以下
28．9×41．0×

41．5
18 288 製造元：（株）掘場制作所

APECグルコー
スアナラィザー

10 85 Glu 固定化酵素 75
27．7×27．7×

36．5
16 ］98 全血可

セントラル科学貿易 ダイヤグルカグ’レコー

スアナライザー
〃 〃

固定化酵素

過酸化水素電極
150 20×43×43 13 120 〃

JIA　IlB201〔｝
全ド1動便潜【IIL免

疫自肋分析装置
24

第1（156）

第2（180
200 便潜血 金コロイド

比色法
最大0．5K 59×54×58 68 580

日　　本　　電　　子

・
簡単操作・多機能・小型化・試薬は液状金コロイド試薬

　（保冷庫装備）

DCA2000システム 1
6分／テスト

7分／テスト

HbA、、尿中鯛アノレブ

ミン，クレアチニン

ラテックス凝
集阻1卜反応

100 24．1×23．9×

27．2
5 29．8 アルブミン指数を自動計算

バイエルメディカル

5．多項目自動分析装置（Automatic　Multi－Purpose　Analyzer）

サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL μL／検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

502X 2～40 5～300 max300 60 3K 156×144×90 500 4，30〔〕

エイ　アン　ドテ　ィ　ー

AU5431 2～50 15～250 6600テスト／h 98 200／60 507×114×126 1740 オプションISE仕様
オリンパス光学工業

〃5421 〃 ノノ 5000　　〃 〃 200／50 376×114×126 1300 〃
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AU2700 L6～25 12〔〕～430 2134　　〃 51 1〔｝〔〕／60
200×114×126 700 〃

〃

〃640 2～50 25～300 1200　　〃
ノノ 100／40 185×80×124 53〔〕 〃

〃400 〃 〃 800　　〃 〃 100／35 45×76×121 420 〃

〃

Piccolo

ピツコロ
100 4～5／min 14 loo／］ 15．3×29．2×24．2 6．9 200 Abaxis社製・遠心方式

茶　　谷　　産　　業

ディメンション

　　　　　RxLMax
2－60 800 47 100／20 159×81×112 366 3，500

デイ　ドベーリング
〃　　　RxL 〃 788 48 〃 160×75×111 365 〃

〃　　　ARx 〃 〃 〃 ノノ

127×81×ll4 305 3，240
〃

〃　　Xpand 〃 437 47 〃 129×79×114 348 2，600

プレステージ242 3～30 20～330 240 24 100／6 80×64×52 95

東　　京　　貿　　易
TMS－IO24 2～30 20～300 〃 〃 100／5 65．7×52．9×48．5 60

〃　－102妊1 〃 〃 〃 〃 〃 65．7×53．5×109 70
ノノ

TBA－200FR　NEO 2～35 ユ20～ 2，000 lf）0 200／15 189×112×11〔｝ 680

東芝ラボメディカル
〃　－120FR 〃 〃 1，200 〃 〃 160×87．5×122 570

ACCute 2～25 〃 4〔〕0 35 100／15 103×79×105
〃

C8000 2～35 〃 1，20〔〕 206

ニ　　　　プ　　　　ロ
COInPolyse－45〔〕 2～35 20～400 180 52 100／5．5 77×62×50．5 125 980 ISEオプション

JCA　BMI25｛〕
BioMajesty

2～30（0．1
μLステツプ）

15～150（0．1

μLステツプ）

1，250テスト／h

　（ISE付）
最大103
（ISE付） 最大3K

分析部：148×93×113

操f乍部：7｛｝×70×148
630 4，100

・
検体自1∫・希釆尺ノ∫丁℃（1．、56251f’f）・最終反応液．量：訓μ1．・・15秒サンプル分注サfクル

口　　本　　電　　子
JCA－BM1650
　　　〃

〃 〃
1，650　〃

　（　〃　）
〃 〃 〃 ノノ 4，960

・
検体前希釈方式（1～5625倍）・最終反応液量：60μρ・3秒．り．ンプル分注サイクル

JCA・．BM2250

　　　〃
〃

10～100（0．1

μLステップ）

2，25（［〃

　（　〃　）
〃 〃

分析部：17｛｝x93×ll5

操作部：70×70×148
700 5，660

・
検体前希釈万式（い．5625倍）・最終反応液量：80μノ．・2f少．り．ンプル分河：サfクノレ

ノノ

JCA．BM9030
　　　〃

1．48～30（0．1

μLステップ）

15～150（0．1

μLステツプ）

1，650　〃

　（〃　）
最大103
（　〃　）

〃
分析部：148×93×ll3

操f乍部：70×70×148
630 5，380

10L球成分（HbAlc）
IflL漿成分（Glu）の同時測定

JCA－BM　9020
　　　〃

〃 〃
1，250　〃

　（　〃　）
〃 〃 〃 〃 4，530 〃

〃

opeRA 2～30 325～400 420 27 100／20 119×90×136 301 1，600 オイルテクノロジー採用

バイエルメディカル
エクスプレスプラス 3～30 50～400 180 26 100／5．8 101．6　×　58．4　×　55．9 76．5

7600－010S 1．5～35 120～300
最大800
テスト／h

　　44
（ISE付47）

200／20
245×　110×114．5
　（分析部のみ）

　約850
（分析部のみ）

日立ハイテクノロジーズ
〃　－020S 〃 〃

〃　1600
〃

　　86
（ISE付89）

〃／30 365×110×114．5
　　（〃）

約1250
（〃）



12 〃－030S 〃 〃
〃　2400

〃

〃 〃／40 485×110×114．5
　　（〃）

約1650
（〃）

〃

〃－100S 2～20 〃
〃　2400

〃

　　16
（ISE付19）

〃／20 245×110×114．5
　　（〃）

約1000
（〃）

〃－110S 繊により異なる 〃
〃　3200

〃

　　60
（ISE付63）

〃／30 365×110×165
　　（〃）

約1400
（〃）

〃

〃　－120S 〃 〃
〃　4000

〃

　　86
（ISE付89）

〃／40 485×110×165
　　（〃）

約1800
（〃）

〃－200S 2～20 〃
〃　4800

〃

　　32
（ISE付35）

〃／30 365×110×165
　　（〃）

約1550
（〃）

ノノ

〃－210S 構成により異なる 〃
〃　5600

ノノ

　　76
（ISE付79）

〃／40 485×110×165
　　（〃）

約1950
（〃）

〃－220S ノノ 〃
〃　6400

〃

　　86
（ISE付89）

〃／50 605×110×165
　　（〃）

約2350
（〃）

〃

〃－300S 2～20 〃 〃7200
〃

　　48
（ISE付51）

〃／40 485×110×165
約2100
（〃）

〃－310S 繊により異なる 〃
〃　8000

〃

〃 〃／50 605×110×165
　　（〃）

約2500
（〃）

〃

7700 Dモジュール2～2⑪
PモジュールL5～35

〃
構成により異なる

（最大800～8000テスト／h）

賊によ嘆なる（16～柘）

（ISE付19～89）
構成により異なる 構成により異なる 構成により異なる オプション：増設用Eモジュー

竺鱗号ヲテ鶏（㌍タジ夏晶了

7180 1．5～35 〃 最大800テスト／h 　　86
（ISE付89）

100／30
分析部：145×800×1田

　（分析部のみ）

分析部：約姻

操作部：約30
〃

7080 2～25 150～320 最大360　〃
　　32
（ISE付35）

100／20
分析部：109×76×116

　（分析部のみ）

分析部：300

操作部：50

7060 3～50 250～500 〃 〃 100／30
分析部：103×76×117

操作部：48×65×125 約350
〃

7020 2～35 180～500 最大200　〃 　　36
（ISE付39）

100／15 72×72×108．5 約190

シンクロンCX9 3～ 200～ 900 33 1．76K 189×77×176 516
メンテナンスフリー試薬／検体
バーコード対応

ベックマン・コールター
〃　　LX20 〃 〃 1，440 41 3．3K

177．8×104．1×
152．4

727 〃

〃　　CX5 〃 〃 600 29 1．76K 154×77×175 367 〃

〃

〃　　　　LX20　PRO 〃 〃 1，440 41 3．3K
177。8×104．1　×
152．4

727

COBAS　INTEGRA400phお 2～100 5～200 460テスト／時 36 160／15 135×66×75 230 2，500
ロシュ・
ダイアグノスティックス

〃　　　〃　800 〃 〃 855　　〃 72 200／15 190×90×120 3，950

モジュラーアナリティ
クス＜P＞ 2～35 20～270 800 44 220／20 245×110×108 850

〃

　　〃
〈D＞ 2～20 〃 2，400 16 〃 245×110×169 1，000

　　〃
〈PP＞ 2～35 〃 1，600 86 〃 365×110×108 1，250

〃

　　〃
〈DD＞ 2～20 〃 4，800 32 ノノ

365×110×169 1，550

　　〃
〈DP＞ 2～35 〃 3，200 60 〃 〃 1，400

〃

　　〃
〈DDD＞

2～20 〃 7，200 48 〃 485×110×169 2，100

　　〃
〈PPP＞ 2～35 〃 2，400 86 〃 485×110×108 1，650

〃

　　〃
〈DDP＞

〃 〃 5，600 76 〃 485×110×169 1，950

　　〃
〈DPP＞

〃 ノノ 4，000 86 〃 ノノ 1，800
〃

　　〃
〈DDDP＞

〃 ノノ 8，000 〃 〃 605×110×169 2，500
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　　　　〃

〈DDPP＞
〃 ノノ 6，400 〃 ノノ

605×110×169
2350　，

〃

　　　　〃

〈PPPP＞
ノノ ノノ

3200　，

〃 〃 605×110×108
1840　，

6．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

サンプル量 処理能力 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特長　・　備　考

スポットケムTMEZ
SP－4430 4～6 63 生化学22 80～100 33．8×20．3×16．7 5．4 小型遠心分離機を内蔵

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
ポケットケムTMBA
PA　4130

20 200秒／検体 血中アンモニア 単三電池×2 12．5×8．7×3．1 0．23

ビトロス950 5～11 900 46 200／20 170×99×140 681 4，150
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

〃　　250 〃 250 45 100／12 115×71×120 272 2，250

富士ドライケム
3500シリーズ

比色6～10
電解質50

77テスト／h 30 300 40×38．5×28
（PF付きはD45．5）

20 270～340 3500・i・p・s4タイプ
富士フイルムメディカル

　　〃
800

50 1min／検体 3 20 19×26．5×11 2．5 95 電解質専用

　　〃
100タイプN

10 2　〃 1 30 ノノ 2 37
〃

　　〃
300G

〃 2　〃 〃 300 40×38．5×28 20 190 血糖専用

　　〃
7000シリーズ

比色10
電解質50

比色電解質混合
で190テスト／h

29 〃 54×42×45 40 490～420 7000・i・s3タイプ
〃

富士ドライケム
FDC－3500

10 77 30 100／3．5 40×45．5×28 21 340
和　光　純　薬　工　業

7．血液ガス分析装置（lnstrument　for　Blood　Gas　Measurement）

サンプル量 処理能力 測定法 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

GEMプレミア3000 135～150 20 9 100／1 432 13．4 380

アイ・エル・ジヤパン

アイ・スタット200 40～100 20 電極法 3～7 　9V
リチウム電池 6．4×21×5．2 0．52 150

アボッ　ト　ジャパン

スタットプロファイル
ウルトラ

225 22 13 200 56×58×46 32

エム・シー・メディカル
　　　〃
フォックス 40～70 50 6 ノノ

30×38×38 8．2

ラップトップ型血液分析システム

OPTI　CCA 最少135 120秒以下 蛍光法 9 110以下 36×23×12 5

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
モジューラーシステム
AVL　OMNI　1

46 40 電極法 4 160 53×47×42 40



14 　　　　　ノノ

AVL　OMNI　2
84 ノノ 5 〃 〃 〃

〃

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　3
〃 〃 10 〃 〃 〃

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　4
76 〃 9 ノノ ノノ ノノ

〃

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　5
115 〃 10 〃 ノノ ノノ

　　　　　〃

AVL　OMNI　6
129 〃 15 〃 ノノ ノノ

ノノ

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　7
169 ノノ 11 〃 ノノ 〃

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　8
〃 〃 12 〃 ノノ 〃

ノノ

　　　　　〃

AVL　OMNI　9
ノノ 〃 17 〃 ノノ 〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　7EX
〃 〃 12 〃 ノノ 〃

〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　8EX
〃 〃 13 〃 〃 ノノ

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　9EX
ノノ 〃 18 〃 〃 ノノ

〃

自動血液ガス分析装置
AVL　COMPACT　3

ノノ 4 100 34×31．5×34 13

デスクトップ型血液分析
システムOMNIC

68 約50秒 〃 10 110以下 35．4×41×46．7 約17
〃

アーマ2000 180 60
デイスポカートリッジ

20 充電式バツ
　テリー 24×29×13 2．4 118 ポータブル型ガス

常　　　　　　　　光
JBA－200 150 30 電極法 14 100／2 33×34×45 26

〃　一アルフア 100 〃 〃 〃 〃 37×18×32 7 ディスポ式電極
〃

GASTAT－3 100 30 電極法 3 100／2 33×41×43 25 380 Hct付は30万円高
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－3K付 〃 ノノ ノノ 4 〃 〃 〃 430 ノノ

〃　－3Na，　K付 〃 〃 〃 5 〃 〃 〃 470 ノノ

〃

〃　　－mini 50 15 センサーカ
　ード式

6 100／1 23×10×7 1．2 150
981カード：pH，　PCO2，PO2　982カード，pH，　PCO2，　PO2，Na，　K，　Hct

〃　　－5 150 30 電極法 8 100／2 35×41×43 28 600 pH，PCO2，PO2，Na，K，C1，
Ca，　Hct

ノノ

〃　　－600 100 〃 ノノ 3 100／1．5 36×47×49 15 300 pH，　PCO、，　PO2

〃　　－601 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 400 〃

〃

〃　　－602i ノノ ノノ ノノ 8 ノノ ノノ 〃 600 pH，PCO2，PO2，Na，K，　Cl，
Ca，　Hct

1710 90 40 電極法 16 115 41×47×51 46 720

東　　　　機　　　　貿
1735 270 〃 〃 33 ノノ 〃 〃 1，240 CO－OX一体型

バイエル840 55～90 35 電極法 3 400 56．1×50．3×47．8 29．5 1，020

バイエルメディカル
〃　　850 70～110

ノノ ノノ 7 〃 〃 ノノ 1，240
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〃　　860 95～125 〃 〃 9 〃 〃 〃 L390
〃

〃　　840CO 140 〃 〃 7 〃 70．〔1＼5｛L3×47．8 37．4 1，470

〃　　850CO 160 〃 〃 11 〃 〃 〃 1，690
〃

〃　　860CO 175 〃 〃 13 〃 〃 〃 1，84〔〕

Rapidpoint　400 100～200 〃 〃 9 150 55×30×42 15．5 600
箏㌧轡一』㌍　7」㍑⊇c3墨一’体型力．・・トリノン

〃

405 〃 〃 〃 14 〃 〃 〃

アイ・スタット200 40～100 20 12 gVリチウム
　電池

6．4×21×5．2 0，443 150 専用カートリッジ使用
により1～8項目同時測定扶　桑　薬　品　工　業

〃　　　　300F 〃 〃 〃
9Vリチウム電池

専用充電地 7．6×23．6×5．8 ‖．57N．5聞 15〔｝～16〔1 〃

ABL700シリーズ 35～195 18～25 電極法 ］6 250 70×55×43 30
ラジオメータートレーディング

〃　555シリーズ 〃～125 19～20 〃 7 〃 40×40×55 37．5

〃　　5 〃～85 30 〃 3 60 34×20×39 8．6

〃

〃　77シリーズ 70 40 〃 8 250 33×23×20 7．2

8．全自動電気泳動装置（Full－Automatic　Electrophoresis　Apparatus）

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×II（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

AES320 25～50 60 100／10 98×67×148 220

オリンパス光学工業
AES630 〃 165 100／20 140×70×150 280 サンプリングステーション付有

マイクロチップ電気泳動装置コスモアイSV　1100

9 4min／検体
水溶性高分子
ポリマー

200 60×30×30 10 DNA・RNA解析
カ　　イ　　　ノ　　ス

〃SV　1210
1 6　　〃 〃 30×46×33 20 〃

ALC－760 25 65 セパラックスSP ］00／10 92×65×117 150 アイソザイム全自動機
常　　　　　　　　光

LIP－380 〃 48 PAGゲル 〃 92×65×50
ノノ リボ蛋白全自動機

CTE－780 〃 65 セパラックスSP

ザルトリウス
〃 92×65×117 150 850 50，000検体メモリ

〃

〃　－700 〃 〃 〃 〃 〃 〃 800

〃　－9000 〃 266 〃 〃 116．9×75．7×ll8．7 280 検体自動搬送
〃

〃　－1800 〃 100 〃 〃 92×65×117 150 病態解析プログラム

EPA－696 30
・ ［rlL清〉ン・　　・18

検体’吐・枚　　　5h・　ゾ　f　ソ　ザ　fム4S

検体／‘）枚〆Ih
セ・ア膜 1］0 68×42×41 45

お問い合わ
せ下さい

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

エパライザ2 25 50 クィックジェル 100／6 80×65．5×55．5 70 600 アイソザイム，脂質，蛋白分画
が全自動．バッファー用意不要

ヘ　レ　ナ　研　究　所
REP 50 60～90 REP用ジェル 100／20 91×75×工47 17〔〕 940 高電圧で泳動可能



16 9．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μz． 検体／h V／A W×D×H（Crn） kg 万円
特　長　・　備　考

Pagebox“栄研” Agasheet
　DNA

21．4×18．O×9．3 0．5 3．57

栄　　研　　化　　学

常　　　　　　　　光
電子冷却ECP－10 　寒天

アガロース
100／2 31×41×20 15 35

等電点Eセット セパラックスEF 100／1 30×30×10 2 14．5

バルスフィールド電気泳動装置

ジーンパスシステム
2 アガロースゲル 1K

電源部48・↓い175 1牲＞9

380 CHEF方式
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ

パラゴンCZE2000 N／A 74×58×53 約60 第一番目の検体の結果報告まで
15分

ベックマン・コールター

10．デンシトメータ装置（Densitometer）

サンプル量 処理能力 OD測定
範囲

記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 数値 感熱他 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

CR－20 240 0～2．0 感熱 100／2 61×49×56 43 280 260検体メモリー
常　　　　　　　　光

PAN－FV 150 0～3．0 感圧 〃 60×59×30 48 320 最大32分画

〃

デンシトロン20HR 240 0～2．〔〕 感熱 〃 55×44×17 18 295 データメモリ600検体／FD

ベックマン・コールター
アプレイズ 感熱

EDC 0～4．0 PC経由印刷 100／6 80×76．2×142 108 520
可視光・蛍光の測定が可能PC接続による

多機能デンシトメーター
ヘ　レ　ナ　研　究　所

クリニスキャン2 〃 〃 100／2 76×70×69 57 330 可視光・蛍光の測定が可能

11．高速液体クロマトグラフィー装置（tnstrument　for　High　Pertormance　Liquid　Chromatography）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

アダムスTMエーワンシー
HA－8160

4 40 320 53×53×53 38
ア　　ー　　ク　　レ　　イ



HLC－723G7 3 50 160 53×56×48（90SL時） 49．5（90SL時）
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－725CAII 3 500 68×60×78＊ 90＊ ＊分析部のみ

〃　－726VMA　III 250 4 〃 〃 ノノ 〃

〃

IILC－723GHb　V 3 27 100 55×58×50 72
お問い合わ
せ下さい

日　本　ケ　ミ　フ　ァ
〃　－723G7 〃 50 160 53×55．5×48．2（90SL時） 49．5（90SL時） ノノ 290SLタイプも有り

JLC－500　Amino　Tac 1～200 加水：18分
生体：60分 1．2K 95×75×90 250 1，800 アミノ酸自動分析機

日　　本　　電　　子

12．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オートチューブ丸底
オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ（13φ75mm）の試験
管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．

ア　ジ　ア　器　材
オートチューブ・スピッツ

オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様のfl様で，少量検
体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．

ルミネッセンスリーダ
BLR－201

生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白血球貧食
能などの測定） 約100 約41×38×35 約17 190

ア　　　　　ロ　　　　　カ
マイクロプレートルミネッセンス

リーダ　　Lucy2
2試薬分注機能・振とう機能を標準装備
発光測定と吸光度測定が可能な96穴マイクロプレートリーダ 45以下 約46×35×26 約11 380

ルミネッセンスリーダ
Accu　FLEX　Lulni400 約100

　本体約26×36×25
分注ユニット約16・2U〆2⑪

約川
約4．3

168
〃

ダイヤフラムポンプ
TSDP－5，10，20

気液混合流体の吸引に最適 特注可能
東　　京　　貿　　易

プランジャーポンプ
TSMP－50～1000

小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性 〃

17



18





20 13．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オートウェルガンマシステム
ARC－380CL RIA各種 180 約68×55×57 約150 750

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　　〃
ARC－1000M

〃 120以下 約104×63×66 約200 850

全自動RIA装置RIA－2500シリーズ
〃 10～200 項目による 項目による 200／15 約163×10×145 約500 擢成こよる

〃

オートウェルガンマシステム
AccuFLEXγ7000シリーズ

〃 7001：350
7010：450

7001約99×98×142
7010約133×98×142

7001：約細

7010：約480
LlOO～1細

オートマチックガンマーカウ
ンター　　　　4／200 RIA各種 約200 60×56×52 114 500～

セントラル科学貿易
〃　10／600 〃 約300 102×60×80 140 780～ 10本検出器

14．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

スポットケムTMバイダス
SV－5010

47 項目により
異なる 最大36 プレパツク

方式
180 54×53×44 38

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル
パーソナルラボ 20～200 50～300 460 66×65×61 約75 950 マイクロプレート固相EIA装置

アッセイメイト 20～300 50～350 690 88×56×64 約120 1，600 〃

ネスコSR1 300 76×63．5×48．5 66 1，500
〃

全自動酵素免疫測定装置MIO1

アレルギー
特異lgE他 5～100

最大400
テスト／h 5～100 1K 120×70×130 350

エイアンドテイー

AIA－21 30 10～125 120 パック 1K 98．5×73．5×135 200 2，280 東ソー社製
栄　　研　　化　　学

〃　－60011 〃 10～100 60 81×62×51 72 〃

QUARTUS 27 5～80 180 25～400 1K 89×77×56．8 130 1，700 専用試薬
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

〃　　　BS ノノ 〃 〃 ノノ ノノ ノノ ノノ 1，800 　〃
バーコード対応

　　ノノ

Immuno　Cube
〃 〃 100 50～200 700 73×68×73 115 950

〃〃

〃

全自動ELISAシステム
「MAGO　Plus」

9 200 項目による 25～250 805 120×66×70 90 全自動ELISA分析装置

AP－960
全自動プレート

EIA
30 項目による 300 100／15 92×75×68 80 1，600

協和メ　デッ　ク　ス
AP－96 〃 可変 〃 〃 600 59×63×62 〃 1，200
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自動マイクロプレート
EIA測定装置EP℃ne

マイクロプレ

ー
ト法全般 15～200 50～300 500 62．Ox62．9×51．3 50 880 製造元：神田通信工業（株）

三　　光　　純　　薬

べ一リングELISA
プロセッサーIII

項目による 項目による 項目による 分析部450 115×58×60 136 1，980 最大10プレート測定
デイ　ドベーリング

AIA－21 36 10～125 120 パック 1K 98×73×135 200
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－60〔〕II 〃 〃 60 〃 250 81×62×51 72

〃　－1800ST 〃 10～100 180 〃 500 165×93×125 300
ノノ

〃　－1800LA 〃 〃 ノノ 〃 〃 165×110×125
ノノ

AIA－60011 29 10～125 60 250 80×59×40 68 980
日　　水　　製　　　薬

〃　－21 〃 ノノ 120 1K 98×73×135 200 2，480

〃　－1800 〃 10～100 180 500 165×93×125 300 〃

〃

アレルギー特異IgE測定装置
Diapack2000

40 50 30テスト／25分 260 500 75×63．5×51 100
お問い合わ

せ下さい EIA法
日　本　ケ　ミ　フ　ァ 全自動酵素免疫測定装置MIO1

アレルギー
特異IgE 5～100 最大400

テスト／h 5～100 1K 120×70×130 350

全自動マイクロプレート
EIA分析装置Evolis

項目による 項目による 項目による 500 113×76×95 95 1，500 検体分注から測光まで全工程
を自動化

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ

ノパパス680マイクロ
プレートリーダー

100 34×33×15 5．5 85 インキュベーター付き

全自動マイクロプレート
EIA装置PhDシステム

項目による 項目による 項目による 200 71×56×71 35 900 検体1μLから分注
〃

バイダス 項目による
異なる 最大90 プレパック

方式
100／3 81×53×41 53 1，500 日常のメンテナンス不要

日本ビオメ　リ　ュー
ミニバイダス

感染症・下垂
体および性腺
ホルモン，他

計50以上
〃 最大48 100／1．8 54×53×44 38 480 〃

バイエルイムノ1 25 1～65 120 460 200／15 165×74×137 426 1，850 オイルテクノロジー採用

バイエルメディカル

COBAS　CORE　II EIA全般 3～250 150 10～470 1K 99×66×76 110 2，300
ロシュ・
ダイアグノスティックス

15．蛍光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ．乙 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

IMXアナライザー 36以上 150 15～40分 700 70×63×36 43

アボッ　ト　ジャパン
AxSYMアナライザー 〃 83～275 80～120 1．8K 159×83×120 275 1，580



22 エルジア・F750 26 20～200 120 1．2K 105×72×70 180 1，200

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
〃　　・FS1200 23 20～100 180 L5K 142×80×128 360 1，600

ストラタスCS 3 70～90 3 400 69×56×46 64 700 心筋傷害マーカー測定専用機
デイ　ドベーリング

エバネットEV20 14 8～150 18 200 52×47×28 28 350

日　　水　　製　　薬

LPIA－A700 40 3～70 118 20～250 1．5K
　本体：95x71x60
Uボックス：35x65×50

250

三菱化学ヤトロン

LiBASys（リバシス） AFP－L3 15 50テスト／4hr 900 54×62×115 130 945
和　光　純　薬　工　業

16．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Nephelometric　lmmum　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

アレイ360システム 28 7～20 80 47 100 91×61×66 68

ベックマン・コールター
IMMAGEイムノケミス
トリーシステム

36 3～8 180 21 ノノ 110．5×64．8×76．2 123

17．ラテックス凝集反応測定装置（lnstrument　for　Latex　Agglutination）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

スポットケムTMIM
SI－3510 CRP 50 6～8

ブレパック
　方式

100 33×22．4×18．5 6

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

502X 同時max60 2～40 max300 5～300 3K 156×144×90 500 4，300

エイ　アン　ドテイ　ー

LX－2200 23 5－80 150 30～300 100／60 100×65×72．5 160 960 アロカ社製
栄　　研　　化　　学

免疫凝集測定装置PAMIA－50

18 10 120テスト／h 1．05K 105×58．5×79．5 122

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　ノノ

〃　　－40i
〃 〃 70　　〃 480 76．5×56．6×58．2 68

．　㌘30 〃 〃 45　　〃 ノノ 64×54×43．5 65
ノノ
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バイエルイムノ1 4 2～11 120 300 200／15 165×74×137 426 1，850 オイルテクノロジー採用
バイエルメディカル

LT－11〔｝ テオフィリン 4 6．7 100 28．9×41×4L5 18 288 血中テオフィリン濃度モニタリ
ング専用

堀　場　製　作　所
〃－120 CRP 8／4 13．8 ノノ ノノ 〃 〃 全血でCRP測定

LPIA－S500 49 3～50 150 20～300 lK u繁9，㌶i～、、， 150

三菱化学ヤトロン
〃　　A700 40 3～70 118 2〔〕～250 1．5K

　本体：95x71x6⑪

Uボックス：35・65×5｛1
250

〃　－NV7 49 2～35 200 〃 1K
　本体：71×72×5⑪

Uボックス：23刈5x38
150

〃

18．レーザーネフェロメータ（LN） （lnstrument　for　Laser　Nephelometric　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μz． テスト／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

べ一リングネフェロメータII 血漿蛋白 10～100 225 40 450 124×63×72 160 2，500

デイ　ドベーリング
BNプロスペック 〃 〃 70 〃 〃 107×63×60 115 950

19．免疫比濁測定装置（lnstrument　for　Turbidimetric　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL テスト／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

LPIA－S500 49 3～50 150 20～300 1K
　本体：69×75×53

Uボックス：23x46x40
150

三菱化学ヤトロン
〃　－A700 40 3～70 118 20～250 1．5K

　本体：95×71x60

Uボックス：35x65x50
250

〃　－NV7 49 2～35 200 〃 1K ，誤耀㌧3、 150
〃

20．発光免疫測定装置（lnstrument　for　Luminescent　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ARCHITECT‘2000 25 4～150 最大200 4K 173×107×122 450 2，980

アボッ　ト　ジャパン
〃　　　　i2000SR 〃 ノノ 〃 〃 154×132×122 〃 3，500

ルミスポットLS－2000 14 10～200 100テスト／h 40～50 100／10 120×71×133．5 260 アロカ社製
栄　　研　　化　　学



24 ビトロスECi 24 10～200 90 112×74×130 366 1，980
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

SphereLight　180 29 10～90 18〔｝テスト／h 100／15 125×75×69 230

オリンパス光学工業

MM－100形ルミノメーター
（MM－0100）

26 200
0r750

640 1，300 80 32×39．5×20．5 14 400 マストイムノシステムズ
専用測定装置

カ　　　イ　　　ノ　　　ス

ケミルミ
ADVIA　Centaur

30 10～200 240 50～450 2K 184×105×131 545 3，220

協和メ　デッ　ク　ス
　　　　ノノ
ACS　180　SE

13 〃 180 ノノ ノノ 149×59×61 160 2，220 コントロールユニット寸法
57×65×61

　　〃
〃　　plUs

〃 〃 〃 ノノ 〃 ノノ ノノ 2，000
〃

AP－96　C 2 10～100
96穴マイクロ
プレート1枚

600 63×74×52 90 1，200 ケミルミBNPトロポニンT

ピコルミ8220 700 95×71×65 130 1，750

三　　光　　純　　薬

特異lgE 25 50 25～200 100／15 100×64×47 91 1，800 全自動ランダムアクセス

塩　野　義　製　薬
LUMIWARD（ルミワード）

イムノアッセイシステム
総IgE lo 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

スフィアライト180 30 10～90 180テスト／h 100／15 125×75×69 230 1，600

デイ　ドベーリング

ACS：Centaur 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×131 545 3，220

バイエルメディカル
〃　：180SE 13 〃 180 〃 1K 149×59×61 160 2，220 コントロールユニット寸法

57×65×61

〃　：PLUS 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 1，980
ノノ

特異IgE 40 48T／約2．5 550 68×60×44 46 230 コンパクト

フ　ァ　ル　マ　シ　ア ユニキャップ100
非特異lgE 〃 〃 S－lgE・T－IgE同時測定

特異lgE 〃 60T／1 MAX　1200 127×71×95 250 未定
〃 ユニキャップ250

非特異lgE 〃 〃

試薬の架設・保管から結果報
告まですべて全自動

ルミパルス／（フォルテ）　　　　　〆 34 10～140 120 項目により
異なる 2K 125×80×150 404 1，950

富　士　　レ　ビ　オ

Access，　Access2 37 100 100 99×61×47 91

ベックマン・コールター

DPCイムライズ 最大12 5～100 120 項目により
異なる

100／10 107×63×41 109 880

三菱化学ヤトロン
〃　　　2000 〃　24 〃 200 〃 2〔｝0／6 152×76×119 403．7 2，500



〃　　　1000 〃　12 〃 120 〃 100／6 114×63×47 113 880
〃

Sphere　Light　180 29 10～90 180テスト／h 100／15 125×75×69 230 オリンパス光学工業社製
和　光　純　薬　工　業

21．蛍光偏光装置（lnstrument　for　Polarized　Fluorecence）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 分／検体 μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

TDXFLXアナライザー 35 50～500 5～22 660 70×60×35 49

アボッ　ト　ジャパン

22．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

DM－JACK 300 42×43×40 25 850
協和　メ　デ　ッ　ク　ス

〃－JACK　II

糖尿病関連項目分析装置
GLU，　HbA1。，1，5AGの3項目同時ランダム測定 600 106．4×70×106．5 100 1，600 ラック搬送システム

10 25×20×9．5 1．3

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
トロポニンT，ミオグ
ロビン測定装置
カーディアックリーダ

膿目i巖號動麟ニパDダイマー
処理能力：8～12分／テスト 34．9×47．0×19．5

ELISA用連続分注・
洗浄装置　ALCS－2000

110 225×92×54 100

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗
体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわ
たりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。

エクルーシス2010（ラックタイプ） 電気化学発光免疫測定法・卓上型 1．05K 170×75×70 240 2，500 RD標準5連ラック使用
ロシュ・
ダイアグノスティックス 〃　　（ディスクタイプ） ノノ 800 120×75×65 170 2，000

モジュラーアナリティクス〈E＞ モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法 220／20 245×110×114 895
〃

〃　　　　〈EE＞ 〃 ノノ

365×110×114 1，350

〃　　　　〈PE＞ 〃 〃 〃 1，300
〃

〃　　　　〈EEE＞ 〃 ノノ 485×110×114 1，805

〃　　　　〈PPE＞ ノノ 〃 〃 1，710
〃

〃　　　　〈EEEE＞ 〃 〃 605×110×114 2，260

25
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28 23．単項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Single　ltem）

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種　　類 V／A W×D×II
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

白血球計数装置
LD－2000　system

30 60～100 画像解析 白血球 100／2 35×58×23 16

興　　　　　　　　和

24．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Muttiple　ltem）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種　　類 V／A W×D×H
　（Cm） kg 万円

特　長　・　備　考

スポットケム11MBC
SB－1410

12 50 電気抵抗法 10 250 38×39×42 15

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
3

セルダィン4000 112．5 72～106
レーザー多角度
偏光散乱分離法

32 200／9．6 109×81．3×74 148．3 CD61，　CD3／4／8測定可

アボッ　ト　ジャパン
〃　　3700 20～355 60～90 〃 25 1．55K 76×79×68 131 網赤血球測定可

〃　　320〔〕 20～250 60～70 〃 24 800 48×83×74 105．5 〃

〃

〃　　1700 30～450 40～60 電気抵抗法 18 600 87×66×49 71 キャップピアシング吸引

〃　　1200 20 22 〃 〃 500 41×42×41 20 280 ノノ

〃

多項日自動血球分析装置XT　2000i

籔顯：｛1｛㌧8 80
RF／1）C検川方式
フロー一サイトメト
リー法

31 530 53．0×72．0×
　　63．0

76 ネットワーク対応
シ　ス　メ　　ッ　ク　ス

　　　　　〃
XT　1800i

〃 〃 〃 24 〃 〃 〃

　　　　　〃
XE．．2100

リンプラモード1：弼
CPモー一ド2〔｝｛［

1一ヤピラリー七一ド40
150～113

RF／DC検出方式フローサイ　トメ　ト

リーμ、

32 1K 70．6×53．5×
　　71．1

134．5
〃

　　　　　〃
SE－9000

‘ルプラモード1芋50

≡身㌃rビ摺 120 RF／DC
検出方式

23 1．86K llO．8×61．8×72 165

多項川自動血球分析装置
自動網赤球測定ユニット
SE9ω（1／RAM　l

〃 120～70 〃 28 3．03K 150．8×82×72 204
〃

多項目自動血球計数装置K4500

言露こ当； 80 〃 18 600 58×63×60 50

　　　　　〃
SF－3000

サンプラモード：亨70

㍍謬㌍こr1溜
〃 フローサイト

メトリー法
23 〃 58×73×60 62．5

〃

　　　　　〃
KX－21

全血モード：50
希釈モード：20

60 DC検出方式 18 230 42×35．5×48 28

　　　　　〃
KX　21N

〃 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 30 ネツトワーク対応
チケットプリンタとの接続可能

〃

　　　　　〃
KX　21NV（動物用）

〃 〃 250以下 42×35．5×48
ノノ

　　　　　ノノ

POCH－1001
全血モード：約15
希釈　〃　：2〔｝ 約24 8 約150以下 18．5×46×35 約14

〃

自動血球計数装置
F－820

20 86 〃 15 160 38．7×39．7×
　　32．5

20
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　　　　〃
F－520

ノノ 144 5 105 25．2×39．7×
　　32．5

12．5
〃

自動網赤血球測定装置R－3500 マニュアルモード：100
サンプラモード：250
キャピラリーモード：1α〕
クローズドモード“250

120 フローサイト
メトリー法

8 2．395K 110．9×82．1×72 134．5

　　　　　　〃
R－500

50 40 〃 3 550 48×50×60 50
〃

セルタックF
MEK－8222

55 80
電気抵抗法レーザー散乱

22 360 61．3×55．0×58．3 55 780

日　本　光　電工　業
　　　〃　　E
MEK－7222

〃 ノノ 〃 250 38．2×48．5×52 38 515

　　　〃　　　α

MEK－6318
30 60 電気抵抗法 18 190 31．5×37×47，5 21 385

〃

　　　〃　　　α

MEK－6308
ノノ 〃 ノノ 8 〃 〃 〃 355

ADVIA　120 157 120 光学法 67 100／15 141×68×86 180 3，500
CBC，　Diff，　Retic

同時測定Retic恒数
バイエルメディカル

〃　60 10 55
電気抵抗法シアンメトヘモグロピン法

18 150 36×32×42 14 350 廃液パック

〃　70 90＊ 70
インピーダンス法
MDOS
シアンフリー法

17 200 34×59×49 38 950 自動再検，10万検体メモリー
（※少量検体モード時）

〃

エースカウンター
FLC－220

10 30
電気抵抗法シアンメトヘモグロビン法

7 100 30×36×41 13 250

フ　ク　ダ　電　子
　　　　ノノ

FL－250CBC
〃 60 〃 8 80 30×40×41 16 360

動物用自動血球計数装置LC－152

12 37 〃 〃 150 36×32×42 14 420
〃

自動血球計数装置LC－550

10 55 〃 18 80 30×40×41 16 398

LH750 300 110
アキュカウントテクノロジー

Xシローサイトテクノロジー
29 1．65K 102×61×89

　（測定部）
93．2

ベックマン・コールター
GEN・S　System　2 〃 120

電気抵抗法レーザスキャッター

29 1．65K 99×56×86
（測定部）

104

HmX 185 75 〃 24 1．44K 68×56×79 95．6
〃

Ac・T5diff　CP 30 60
電気抵抗法
シアンメトヘモグロピン法

細胞化学的吸光法
26 240 45×201×58 36．2

〃　　10 12 50 〃 10 250 38×39×42 15
〃

〃　　diff 〃 〃 18 〃 〃 〃

LC－250 10 60
電気抵抗法
シアンメトヘモグ
ロビン法

8 100 30×40×41 16 360
国内ではフクダ電子よりFL－250CBCとして販売

堀　場　製　作　所
ペントラ20LC－140

サンプラモード200

マニュアルモード130

120
60

電気抵抗法＋
吸光度測定

26 最大1K
116．2×54．4×

　　66．8
90 2，100 白血球5分類測定

〃　120レチックLC－141 〃
60
40

電気抵抗法＋
　吸光度測定レーザー蛍光発光 38 本体最大800

レーザー最
　大900

117×55×74
29×17×11

110
6．1

3，700 白血球5分類，網赤血球測定
〃

LC－275CRP 18 13
　電気抵抗法
多㌢づ噺離　濁rate法 9 150 30×40×41 18 488

国内ではフクダ電子よりFL－275CRPとして販売

〃－152 12 37
電気抵抗法シアンメトヘモグロピン法

8 最大150 36×32×42 14 420 動物用自動血球計数装置
〃

ペントラ60LC－5000 5DIFFモード53
CBCモード130

60 電気抵抗法＋
吸光度測定

26 最大200
44．4×48．1×

　　51．6
35 530 白血球5分類測定

LC－175CRP
CBC十CRPモード18

CBCモード10
48
13

電気抵抗法
琴㌢ζ磯雛濁rate法

18
19

150 30×40×41 18 〃 全血で白血球3分類を含む血
球計数とCRP同時測定

〃

〃－550 10 55 電気抵抗法
シアンメト・Wグロじ法 18 80 ノノ 16 398 白血球3分類測定
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〃

ペントラ80LC－5501 5DIFFモード53
CBCモード30

80 電気抵抗法＋
吸光度測定

26 300 82×57×54 55 白血球5分類測定

25．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

CGO2 25
粘性感知ドライ

試薬カード方式

PT，　APTT，

　Fib，　TB
100／1．8 23．5×24ユ×10．6 3 95 アットウィルより販売

エイアンドティ　ー

KCI　Aマイクロ
磁気センサー
スチールボール法 凝固系 14 12×20×8 1．2 48

エム・シー・メディカル
〃　4Aマイクロ ノノ 〃 50 36×36×10 6．5 148

〃　10Aマイクロ 〃 〃 〃 38×48×18 19 350
〃

AMAX 1～500 PT　190
ストルポ∋レ法

光透過法 凝固，線溶系 600 69×56×82 98 960

ラックローター 5～50 PT170・ラ
ンダム120

光透過法 凝固・線溶 400 102×72×39 61 760

三　　光　　純　　薬
コンパクトXR 〃 〃 〃 ノノ 〃 72×65×39 51 660

コアグレックス800
｛認品1澱鵜DD．10

300
散乱光度法，

吸光度法
凝司13合成基都
ラテックス比濁6

1，100 58×66x119 150 　998
体体のみ）

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
全自動血液凝固測定装置
CA－7000

｛瀬照：16°

外因」子量コ
500テスト／h 〃

早1［6間元ユiぜ控量ATIILα2PI，PLG，PC　FDP工）Dダイマー

1，450 105×62×76．5 145

〃

　　　　　　〃
CA－6000

PT，APTT　　5｛〕

鮒躍㌧m：m 300　〃 〃

燃嚇：灘1二℃n）PJ）1）ダィマー

930 87×55．2×86 75 ※合成基質，免疫比濁はオプ
ション

　　　　　　〃
CA．1500

PT．APTT：5〔〕
継「躍胃㌣1℃：鋤 120　〃 〃

装輔襲：撒1℃FDP①Dダィマー

720 78×78×50 84．5

ノノ

　　　　　　〃
CA－550

PT，APTT：50
牌51！γL，：1°＋ID：m

AT　IH　FDP：10
最大50〃

光散乱検出方式

比色法方式

難甜鷲縫1℃FDP⊥）［）ダィマー

400 54×49×47 45

　　　　　　〃
CA－510 韓澱酬 〃　　　〃

光散乱検出
方式

PT，APTT，Fbg，

　TTO，HPT
〃 〃 ノノ

　　　　　　ノノ

CA－530
闇霞㍗ 〃

光散乱検出方式

比色法方式
PT，APTT，Fbg，
TTO，HPT，ATIII

〃 ノノ ノノ

〃

自動血液凝固測定装置
CA－50

PT・APTT．：50

蹄1思コ゜
光散乱検出
方式

PT，APTT，Fbg，
TTO，HPT，因子
定量

32．8×31×10．2 4

コアグレックス800 2～75
300（凝固分析モード）

180（標準モード）

凝固時間法
合成基質法

ラテックス比濁※
20 57×65×120 100

第　一　化　学　薬　品

MDA－II 5～ 180 透過光
PT，APTT．Fb9，天：円毘li惜欝F1）PI）Dダイマー 200／7 130×79×163 386 1，480 国内販売元：㈱日立ハイテク

ノロジーズ
日本ビオメリュー

コアグーA一メイトMTX 2～ 70～80 〃
罧♂i描工鐘AT　III，α2PLPLG

100／4 78×50×54 60 850 〃

ラックローター 5～ 項目により異なる 〃 凝固免疫合成基質 〃 102×72×39 61 760 国内販売元：三光純薬㈱
〃

コンパクトXR 〃 〃 〃 〃 〃 72×65×39 51 660 〃

ACL　Futura　Plus 10～50
240（PT－FIB同

　時損掟）

クロット法
発色性合成基質法
ラテックス凝集法

凝固・線溶 400 104×63×59 84 1，100 凝固・線溶ランダム測定
PT－FIB　1試薬同時測定

三菱化学ヤトロン
〃　7000 〃

175（PT－FIB同

　時測定）
〃 ノノ 300 75×63×45 50 600 PT－FIB　1試薬同時測定
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〃　9000 〃 ノノ 〃 〃 350 92×60×60 63 880 ノノ

〃

〃　Advance 〃
240（PT－FIB同

　時測定）
ノノ 〃 330 104×63×59 84 〃

STA－R
25～200
5μL毎可変 最大300

ビスコシティ　・
ディテクション
方式

凝固時間合成基質

　免疫比濁
100／20 121×82×125 200 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

STA　Compact 25～200
5μL毎可変

150 〃 〃 100／15 98×66×64 125 〃

COAG　2 25
粘性粒子による凝

固終点検知方式
PT，APTT
　Fib，TB

100／1．8 21×23×10 3 95 （株）エイアンドティー製

和　光　純　薬　工　業

26．血小板凝集測定装置（lnstrument　for　Platelet　Aggregation　Test）

サンプル量 チャンネル数 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

WBA　Neo
ISK－1 200×4 20 SFP 100／3 25×50×43 20 350

ア　イ　エ　ス　ケ　ー
ISKシリンジポンプ
MODEL　777 2．5mL

コラーゲン

ビーズカラム法
〃 23．8×17×15．6 3．7 35 プラビーズカラムPAG　30入：19，500

PA－20 300 2
レーザー散乱光，

LED濁度法
100／2 41×33×13 8．5

興　　　　　　　　和
〃　－200 〃 4 〃 〃 55×32×15 14

ET－800 100・200 8 光透過法 ノノ

52×40×20 15 350 東京光電社製
〃

Model　591 500全血 1 電極法 55 33×23×15 5．9 120～ 前処理無し測定6分
フィ　ンガルリ　ンク

〃　592 〃 2 〃 120 33×38×15 8．2 〃

490シリーズ 250PRP 2～4 光透過法 100 33×44×15 11．5 98～
〃

SPA－2000 〃 1 〃 60 31×50×13 11．0 用途は血小板の保管等

C560 全血PRP兼用 2 電極と光透過 80 46×46×24 15．9 同時ATP放出測定
〃

27．赤血球沈降速度測定装置（lnstrument　for　Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Test）

サンプル量 チャンネル数 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 mL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ベスマティック30 1 30 ウェスタグ
レン変法

65 51×50×35 20 180

エム・シー・メディカル
〃　　　20 〃 20 〃 60 40×27．5×27．5 10 90

ミニベス 〃 4 ノノ 9／0．3 11×14．1×18．5 0．7 18
〃
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常　　　　　　　　光

モニター100 1．1 100 レート法 100／1 29×44×18 7 バーコードリーダー

〃　　40 〃 40 〃 ノノ

33×31×20 5 〃

〃　　20 〃 20 〃 〃 29×26×18 4 〃

〃

〃　　12 〃 12 ノノ 〃 24×26×20 3 38 ノノ

ESR－quick　15 1．8 15 CCDカメラ
画像処理

100／3 39×43×29 25 160 従来の2時間値を30分で測
定。真空採血管ダイレクト法テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　－6000BP 〃 60 国際標準法 〃 53×35×43 ノノ 300 バーコード対応

ノノ

〃　－1000 〃 10 〃 〃 32×17×47 11．5 48

Quick　Eyeクイックアイ 　　1．6
1．0，0．5（開発中） 20，40．60 CCDカメラ

透過法
150 39×45×28

探36冥 ii；1430

1時間値を20分で測定
結果は沈降カーブによるパターン表示

長　　瀬　　産　　業

ニ　　　　プ　　　　ロ
FA－3 12 ウェスタグ

レン法
100／0．3 17×37×46 10 45

Test　1 150 1 定量キャピラ
リー・フォ　ト
メトリー法

250 51×59×64 39．5 398 高速120検体／1hCBC検体で可測
定時間20秒バーコード対応

フィ　ンガルリ　ンク
micro　test　1 30 〃 〃 〃 30×35×58 19．2

28．血液標本自動作製装置（Auto　Preparing　lnstrument　for　Blood　Sample）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

セルダインエスエムエス 80～120 1．5K 84×89×71 120

アボッ　ト　ジャパン

塗抹標本作製装置
SP－100

100 120 1．28K 92×73×70．5 120

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 遠心塗抹装置HEG－NSP

200 19×43×23
（閉蓋時）

20
ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本
の作製．スピナー法，4，700rpm

自動染色装置HEG－NST

44．6×62×40 33
ライト染色，メイギムザ染色や他の染色
錫菅～憲編躍9省59秒n∫能・

〃

ADVIA　S60 20 60 435 54×61×54 37 ウエッジ塗抹標本の作成
HEMA　TEK染色技術バイエルメディカル

SPS　LX－9131 120 最大1K 91×70×50 80 標本作製，染色まで自動化

堀　場　製　作　所
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29．血液像自動分類装置（lnstument　for　Blood　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

血液細胞自動分析装置MICROX　HEG－50S

50
自動顕微鏡ユニット

　50×55×47
80

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

30．細胞分類装置（tnstrument　for　Differential　Cytology）

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

EPICS　XL－MCL　System　II 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
12 3K 87×58×51 84．8 デジタルフローサイトメーター

（4カラーオートサンプラタイプ）
ベックマン・コールター

〃　　ALTRA
ノノ 100 〃 〃 〃 178×198×132 300 高速セルソーター

Cytomics　FC500 〃 120 〃 14 4K 112×74×61 84．8
空冷デュアルレーザー搭載5カラー，オートサンプラ内蔵

〃

31．全自動輸血検査装置（Fully　Automated　Pre－transfusion　Blood　testing　System）

サンプル量 処理能力 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ID－Gelstation 10～50 30カード／時 100／3 100×60×650 87

オリンパス光学工業

オーソ・オートビュー 血漿40
RBC　10

48（ABD）
36（Screen）

ABD
Screen等

1．15K 140×75×92 230 1，900
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

ABS2000 血漿50
凝集法・
固相法

600 130×67×67 159 1，800

三　　光　　純　　薬

32．その他（Miscellaneous）

商　　品　　名

型　　式　　名

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名 特　　　　　　　　長
V／A W×D×H（cm） kg 万円

特長　・　備　考

染色体画像解析装置Cyto　Visionシリーズ

カリオタイピング，FISH，　CGHを測定 構成による 構成による 構成に
よる

1，180
高精度でのカリオタイピングが可能。

CGH，マルチカラーFISHにも対応
ア　　　　　ロ　　　　　カ



34
オリンパス光学工業

ID－Micro
Typing　System

輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。

細胞マイクロレオロジー
測定装置MCFAN

血液細胞の流動性を視覚的に観察できる 100／5 30×30×50 日立原町電子工業社製
興　　　　　　　　和

血液分類計数器LADIC－12 測定項目：白血球12，赤血球12
測定法　：顕微鏡目視手入力 17×25×12 1．5 RS232C接続可能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 骨髄像分類計数装置LADIC－300 測定項目：血液像12，骨髄像48，記憶検体データ最大6万件，時系列データ表示

測定法：顕微鏡目視手入力 30×25×10 7 ノノ

常　　　　　　　　光

グリコヘモグロビン
A1，分析装置HS－12

前処理なしで，安定型グリコヘモグロビンAl，を1．5
分／検体処理

100／2 57×62×61 65 キャップーピアス方式

クームスサンプラー
CS－5000

クームス試験用全自動型サンプラーで300検体／毎時の処理能力を持っています。

350 88×67×60 70 580
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

フ　ク　ダ　電　　子

自動血球計数CRP測定装置FL－275CRP

150 30×40×41 18 488CBC　8項目十CRP定量
測定方式：WBC，　RBC，　Hct，　PLT：電気抵抗法
　　　　Hgb：シアンメトヘモグロビン法
　　　　CRP：ラテックス免疫比濁rate法

ノノ

自動血球計数CRP測定装置LC－175CRP

白血球3分類含むCBC　18項目＋CRP定量
測定方式；上記に同じ

150 30×40×41 18 530
自動CRP損掟装置LT－120

CRP定量。測定方式：ラテックス免疫比濁rate法 100 29×41×41 〃 288

マイクロタイピングシステム

ID－GelStation
輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

300 100×60×65 　85
本体のみ

1，850
和　光　純　薬　工　業

　　　　〃
カード用遠心機ID－Centrifuge　24S

〃 100 37×41×17 12 68

　　　　〃
カード用遠心機ID－Centrifuge　6S

〃 60 27×31×17 6．7 40
ノノ

　　　　〃
カード用恒温機ID－Incubator　37S　I

〃 200 31×34×19 6 32

　　　　〃
カード用恒温機ID－Incubator　37SII

ノノ 〃 36×42×21 9 68
〃



纐闘嫁撫器
瀬襯磯器
病璃綾査樵雛



36 33．微生物分類同定装置（lnstrument　tor　Bacterial　ldentification）

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

デイ　ドベーリング

マイクロスキャン
Walk　Away　96SI

比色法，比濁法，

蛍光法
1．1k 97×74×94 182 3，300 同定／感受性同時測定

　〃
〃　　　40SI

ノノ 〃 97×74×74 170 2，000 ノノ

　　　〃
auto　SCAN－4

比色法，比濁法 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置
〃

抗酸菌鏡検装置TAC－1000

蛍光法（画像判定） 20 本体のみ
100／06

本体のみ
38×56×56

本体のみ
　48

抗酸菌目視検査を自動化
東　京　航　空　計　器

BDフェニックス1M
生化学反応

色調吸光度測定
700 112．5×74．9×105．9 15L4 一般細菌の同定感受性検査を迅速に

完全自動で行える装置である
日本ベクトン・ディッキンソン

バイテック2／バイテック2XL 蛍光
（バイテック2）

　100／5
（バイテック2）

100×71×67

（バイテツク2＞

　　10〔〕

（バイテツク2）

　1，800
次世代の全自動細菌分析装置

日本ビオメリュー
〃　　32，60，120，240，480 比色及び比濁法

（バイテック32）

　100／5
（バイテック32）
　35×74×61

（バイテック32）

　　45

（バイテック32）

　　580

ミニアピ 〃 100／2 43×46×35 25 450
ノノ

34．感受性試験装置（lnstrument　for　Bacterial　Sensitivity　Test）

分析法
（測定法） 処理能力 薬剤形態 MIC測定 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 可・否 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

マイクロスキャン
Walk　Away　96SI

比色法，比濁法，

　蛍光法
ドライパネル 可 1．1K 97×74×94 182 3，300 同定／感受性同時測定

デイ　ドベーリング 　ノノ

〃　　　40SI
ノノ 〃 〃 〃 97×74×74 170 2，000 〃

　　　〃
auto　SCAN－4

比色法比濁法 ノノ 〃 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置
〃

IS60／IMUNO　MINI 濁度 60 プレート 可 100／7 94．2×54．2×

　88．2
80 880

長　　瀬　　産　　業
IA20　MIC 画像判定 20 ノノ 〃 100／5 75×50×53 60 1，200

IS60／Lucy2－S3 濁度／化学発光 60 ノノ 〃 100／7 94．2×54．2×

　88．2
80 1，400 MIC測定が4時間

〃

RAISUS 蛍光／比色法 40 乾燥プレート 可 200 82×80×125 180 1，500

日　　水　　製　　薬



バイテック2／バイテック2XL 比濁法 カード式 可
（バイテック2）

　100／5

（バイテック2）

100×71×67

（バイテック2）

　100

いイテック2）

1，800
次世代の全自動細菌分析装置

日本ビオメリュー
〃　　　　　　32，60，120，240，480 比色及び比濁法 ノノ 〃

（バイテック32）

　100／4
（バイテック32）

35×74×61

〔バイテツク32）

　45

｛バイテック32）

　580

35．DNA測定装置（lnstrument　for　DNA　Analysis）
分析法

（測定法）
処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

DNAシーケンシングシステム
4200L－Gシリーズ

　STR．SSCP，
DNAシーケンシング

　16又は32
サンプル（シーケンス）

400 53×41×92 37 1，080～1，380
1，000べ一ス以上の解析能力。STR等の
多型解析も画像により解析可能

ア　　　　　ロ　　　　　カ
DNAアナリシスシステム
4200S－Gシリーズ

〃
64サンプル
（STR時）

〃 48×41×59 29 800～1，250
コンパクトでも8｛〕0べ一スを解析。

プレキャストゲルでゲル作成不要
遺伝子増幅装置Hotgene96 　PCR，DNA

シーヶンス反応等
96穴マイクロ
　プレート

1．2K 31×31×30 12 100～
4℃／sの高速加温速度。384マイクロプレート，ISHスライドガラス処理用も用意

〃

イメージングシステム
Odyssey

サザンプロット，

ウエスタンブロットほか 項目による 200 53×58×37 33 1，000～ ケミルミと同じ感度で蛍光検出
が可能。2重標識の検出が可能

BDプローブテックTMET 核酸増幅法 300 72．4×72．4×54．6 32．7 新法SDA法を用いて簡便に
DNAを増幅測定するシステム

日本ベクトン・ディッキンソン

バイエルルミノメーター
Hct

　　TMA
（化学発光測定）

94検体／5時間 40 45．72×66．67×45．72 19 　1，088
（機具一式） TMA定性分析用装置

バイエルメディカル

COBAS　AMPLICOR 遺伝子増幅 0．8K 86×57×90 75 98〔〕 PCR検査用自動測定装置
ロシュ・
ダイアグノスティックス

Light　Cycler リアルタイムPCR 110 30×45×40 20 DNA抽出機

MP－12
DNAハィブリダ
　イゼーション

100 38×64×55 47 自動核酸抽出機
〃

36．核酸抽出装置（Nucleic　Acid　Extractor）
サンプル
（種類） 処理能力 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

核酸抽出装置
AGE－96

全血 ビーズ法抽出 400 70×75×75 80 850～ 96cH同時処理，コンパクト
サイズ，全自動

バ　イ　オ　テ　ツ　ク

37．その他（Miscellaneous）

37

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

4ccスポイトL
バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，よ
り確実に検体処理が行えます

ア　ジ　ア　器　材
15mLスクリュースピッツ DNA測定検査などの，前処理容器として使用できます



38 エアーサンプラー
RCS 空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置 4×4×33．5 1．1 29．8～

セントラル科学貿易

バクテアラート3D
連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装
置，検出原理はCO2産生による色調変化により検出

100／10 85．2×6L7×91．4 170 980 同時測定可能検体数：240検体

日本ビオメリュー 　　　ノノ

コンビネーション
〃 100／6 50×67．6×78．2 90 580 〃　　　　：120検体

トキシノメーター
MT－358

エンドトキシン及び（1→3）－3－D一グルカンの測定が同時に行え，

グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．
300 35×41×31．8 15 265

和　光　純　薬　工　業



38．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

処理能力 サンプル量 測定範囲 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μL mOsm／kg V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オズモステーションTM
OM－6050 20～30 200以上 0～2，000 200 32×46．5×43．5 30

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
オズモスタットTM
OM－6040

〃 ノノ 〃 150 34×36×22．2 16．5

アドバンス浸透圧計3D3
低濃度2分／検体
高濃度3分／検体 200～300 0～4，000 100／1．5 32×42×30 11 198 凍りにくいサンプル測定可能

富　　士　　工　　業
〃　　　　3300 1分／検体 20 0～2，000 100／1 26．5×33．5×39 9 ノノ 最新測定データリコール機能

30検体計算機能

〃　　　　3900
低濃度2分／検体
高濃度3分／検体 200～300 0～4，000 100／4 55×51．8×54．5 25 428

凍りにくいサンプル測定可能・本器に記億され

ている測定結果とメッセージリコール機能
〃

39．尿分析装置（Urine　Analyzer）

39

処理能力 定性・定量の区別 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オーションマスターTM
UM－3410

167 定量 7 450 53×68×50 50
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

オーションマックスTM
AX－4280

225 定性 12 250 53×53×53 33

オーションジェットTM
AJ－4270

450 〃 11 40 33×23×16．8 4
ノノ

オーションミニTM
AM－4290

120 〃 10 30 35×31．5×13 3

ポケットケムTMUA
PU－4210

60 〃 〃 単三電池×2 12．5×8．7×3．25 0．3

〃

US－2100 720 定量 10 85 40×36．5×3L5 25 250 寺崎電気産業社製
栄　　研　　化　　学

〃－2100R
ノノ ノノ 〃 45 39．2×32．5×30．5 13 〃 ノノ

〃－3100 480 〃 ノノ 600 68×89．2×67．5 115 980 〃

〃

〃－3200 ノノ 〃 〃 〃 126．0×78．7×87 140 〃 ノノ

URISYS2400
尿自動分析装置

最大240
検体／時

定量
｛1旨蕊ト1嵐詔o間：
、πちつ・〃↓・－f今・1ワノしビ・　潜Ir‘‘’癌博 200 53×65×67 85

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 尿自動装置Miditron　M 最大300
検体／時

〃 ノノ 95 48×48×31 15

クリニテックアトラスXL 225
定性／微量アルブミ

ン・クレアチニン
14 100／3．5 72．4×65．5（5）66．0 86．5 985 色調・混濁測定可，アルブミ

ン指数を自動計算
バイエルメディカル

〃　　　100 60 ノノ 10 100／0．2 39．4×32×11．2 3．9 39．8 色調・混濁入力可

〃　　　50 〃 〃 13 100／0．3 15．2×24．2×15．2 1．4 12．5 色調測定可，アルブミン指数
を自動計算

〃

〃　　　500 514 〃 11 100／0．72 37．7×32．4×28．2 7．4 224．5 BCRにてID番号，色調混濁入力
す．アルブミン指数を自動計算



40 プレテスターRM805 300（最大） 定性 〃 100／0．5 27×21×10 2．8 65
小型分析装置マイクロニクス社製

和　光　純　薬　工　業

40．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h mL V／A W×D×H（cm） kg 万円

ピーエスピーオートTM
PSP－3120

13秒／分画尿 PSP排泄率と尿量 12 30 35×31．5×13 6

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

PSP－DP 20 PSP負荷 100／2 27×33×50 9 120 2波長測光方式
常　　　　　　　　光

41．尿沈渣分析装置（Urine　Sediment　Analyzer）

処理能力 測定原理 サンプル量 分類項目 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格 特　長　・　備　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μL 数 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円

全自動尿中有形成分分析装置

UMO1
60 顕微鏡

画像撮影法
112．5 5 750 60×65×150 約130

エイ　アン　ドテ　ィ　ー
　　　　〃
UMO1α

〃 〃 〃 〃 〃
　ノノ

（本体）
〃 DSS搭載

全自動尿中有形成分分析装置

UF－50
50

フローサイト

メトリー法 約800 5 2．18K 48×56×70 55

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　　〃
UF－100

100 〃 〃 〃 2．3K 60×70．5×80．7 114

U－SCANNER 60 顕微鏡
画像解析 約150 　5∈魏罐） 750 60×65×150 130

東　　洋　　紡　　績

6800尿自動分析装置 120
フローサイトメトI／一画像パターン認識

約100
自動分類6
参考出力7
検体フラグ4

分析部：100／10
画像レビュー：100／10

分析部：
85x75，5×47，5

分析部：
　約80

日立ハイテクノロジーズ

DiaSys　Work　Station サンプル移
　動3秒

マニアル連続フロー方式

210 18 35×26×24 6．8

フィ　ンガルリンク

42．便潜血測定装置（Automated　Fecal　Occult　Blood　Analyzer）
分析法
（測定法） 処理能力 測定原理 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

ヘモテクトHT500 比色法 96 金コロイド
　比色法

350 本体70×66×48
ポンプユニット35x37x34

72
13

498

ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル

〃　　NS－1000
ノノ 200 〃 300 66×61×48 60 560



OCセンサーII
ワンステップ
　レイト法

90 ラテックス
　凝集

350 74．2×63×43 60 630 多摩精機社製
栄　　研　　化　　学

〃　－270R 〃 270 ノノ 〃 78×57．5×56 70 〃

〃　－550S 550 〃 70×57．5×56 〃 〃

〃

OCセンサーμ
ワンステップ
　レイト法

80 ラテックス
　凝集

150 32×53×42 26 300 〃

〃　　　　neo
ノノ 250 〃 500 63×60×58 70 698 アロカ社製

〃

HM－JACK
テラックス
　凝集

180 ラテックス
　凝集

300／15 5×55×50 40 480

協和メ　デ　ッ　ク　ス

ヘモリアス200 比色法 180 ラテックス
免疫比濁法

150 50×61．5×45．4 35 260

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

HGS－180 イムノクロマ
ト法

180 反射デンシト
　メトリー

100／2 65×65×60 65 650 テストキットは用手法と共用
常　　　　　　　　光

JIA－HB2010
金コロイド
　比色法

2〔｝0 金コロイド
凝集反応

100／5（max） 59．2×54．2×58 68 580

和　光　純　薬　工　業
Quick　Run 〃 10検体／16．5分 〃 100／1．2 24．5×30×30．5 11．2 94 便潜血小型精密分析装置

尿中総蛋白質測定可

43．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

121nL沈渣スピッツ
12mL沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．

ア　ジ　ア　器　材
11．5mL沈渣スピッツ 〃

クリニテックアトラス
測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜
血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁

バイエルメディカル
〃　　　500

測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白

質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン，クレアチニン

〃　　　100 〃　　　　　　　　，
〃

〃　　　50
測定項目：白血球，1恒硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケ｜・ン体．
潜血，pH．蛋白質．ビリノレビン，ブドウ糖．比重．色調．微
量アルブミン・クレアチニン

アルブミン指数を自動計算

〃　　　アトラスXL
測定項目：白血球．西硝酸塩．ウロビリノーゲン，ケトン体．
團II薇留，紗禦方タブ匙シブドウ糖比屯色誠混

ノノ

〃
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42 44．自動組織細胞染色装置（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）

処理工程槽 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 数 数／回 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

Opti　Max　Plus 40試薬 40枚／1回2時間 100 122×61×69 76 980
協和メ　デ　ッ　ク　ス

‘6000 60 60枚／1回3時間 ノノ

98×61×46 53 1，200

ダコ・サイトメーション
ダコAutostainer 最大64バイァル 48スライド／回 最大400 102×69×61 63．5 680 試薬ドロップディスペンサー方式

45．画像処理装置（lmage　Analyzer）

測定項目数 画素数 モニター
（インチ）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 種 画素 カラー／モノクロ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

血液細胞画像ファイリン
グシステム　LAFIA

　最大
80，000枚

有効画素数：
768×494（R，GB）

17インチ
フルカラー

合計：約1K以下 本体22x45x41（変更あり） 合計：
100以下

CL／SV型により，　Webブラ
ウザでの画像参照等が可能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

46．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

マルチトランスチューブ スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定など
の固定容器，特殊染色容器としても使用できます．

ア　ジ　ア　器　材

染色体画像解析システム
カリオビジョン

染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類．G分染，
Q染色対応

1，500

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン



〉

㌘
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44 47．画像撮影装置（lmage　photographic　System）

検出方式 画素数 励起光 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
nn〕 V／A W×D×II（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

ゲルドキュメンテーション解析システム

弗レドック2α｝0 CCDカメラ 768×494 302UV 400 61×45×96 41．5 300
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ

48．心電図検査システム（Electrocardiogram　Analyzer）

解析方式 チャンネル数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

EKG　Card ソフト 12 4～16VDC／17mA 8．5×9．1×0．2 0．28 50 世界一軽量，小型心電計
茶　　谷　　産　　業

49．呼吸機能自動検査システム（Automatic　Respiratory　Function　Analyzer）

測定項目 検出方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

SpirOx　Card 全 リアルタイム 5VDC／84　mA 5．3×14×3．8 0，074 50
世界初，唯一の肺活量とパルスオキシメ

ー タがひとっになったPCカード
茶　　谷　　産　　業

50．超音波膀胱容量測定装置（Device　for　Bladder　Volume　Measurment）

測定項目 検出方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（Cm） kg 万円

ブラッダースキャンシステム
BVI　61｛｝0

膀胱容量 超音波法
3．8Vリチウム

イオンバツテリー
0，309

シ　ス　メ　ッ　ク　ス ブラッダーマネージャー
BVI　3000

〃 〃
132mW
　　〃

23×32×7 7．3





46 51．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）

ホスト／

サーバ
C　P　U

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析
データ
入力方式

端末台数
オンライン

分析計台数
検査項目数 データ

保存日数 万円
特　長　・　備　考

メックネットTMコアラボ
生化学，血清，
　血液，尿

Windows　2000
Server

オーダリング，
　キーボード

別途相談 任意 制限なし
ディスク容
量による

臨床検査システム
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

〃　　　　ミニラボ 生化学，血液，尿 Windows　2000 〃 1～4 ～
8 ノノ ノノ データ管理システム端末

〃　　　ケアラボ 〃 〃 ノノ 1～3 〃 〃 〃 クリニック用検査システム
〃

MELAS－i
生化学，血清，
血液，尿一般 Windows

オンライン，K／B，㏄R，OMR他

1台～ 1台～
ディスク容
量による

アイテック阪神
〃　　（細菌） 細菌 〃 〃 〃 任意 ノノ サブシステム単独での導入も

可能

〃　　（輸血） 輸血 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

〃

〃　　（生理） 生理 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Path　Mate 病理 〃 〃 〃 〃

〃

検査結果参照webサーバ 臨床支援 〃 ノノ

TOHMAS－i 健診 〃
オンライン，K／B，

㏄R，OMR他 1台 任意 〃

〃

フォローアップシステム 〃 〃 ノノ 〃

臨床検査システム
CLINILAN　GL

生化学，血液，
血清，一般，RI， Pentium　IV

オーダリング
OMR，　OCR，
　用手法

1～ 任意 9999 任意 検査業務システム

エイアンドテイ　ー 輸血検査システム
　　ノノ　　　BT

輸血 〃
オーダリング
OMR．　OCR．
　用手法

〃 ノノ 〃 〃 〃

血液学検査システム
　　〃　　　HM

血液 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

細菌検査システム
　　〃　　　MB

細菌 ノノ 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃

病理検査システム
　　〃　　　PA

病理 〃
オーダリン久

　用手法
〃 任意 〃 〃

〃

検査室管理支援システム
　　〃　　　LM

〃 〃
在庫管理・
コスト管理支援システム

臨床検査情報ブラウザ
CLINIWeb 検査結果照会 〃 ノノ 検査結果参照・

検査状況参照システム
〃

個別検体データ検証システム

CLINIEEL　Server
生化学，血液，
血清

ノノ 〃 検査業務支援システム
（精度管理）

CLip
生化学，血液，
血清，一般

Windows
xp／2000

オーダリング

OMR，㏄R
1～ 1～ 9999 ディスク容

量による
各種カスタマイズ機能

オービーシステム
〃　－MEX 健診 〃 OMR，　OCR 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－web 結果参照 〃 ノノ 〃 〃 〃 セキュリティ・ユーザー設定
〃

〃　－PTH 病理 〃 〃 〃 〃 ノノ 画像参照・全文検索

〃　－BCT 細菌 〃 オーダリング 〃 1～ 〃 〃 簡易入力
〃

〃　－AiA 画像 ノノ デジタルカメラ 〃 〃 ノノ 〃 画像編集・Web連携
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〃　－PRS 生理 〃 オーダリング 〃 〃 ノノ 〃 多様な予約条件に対応
〃

臨床検査システム
SIMS

生化学，免疫学
血液学，尿一般 Pentium　III

オンライン，キー

ボード，OMR等
任意 任意 ～ 9，999

ディスク容
量による

別途見
積り

小　林　記　録　紙 検査報告書紹介システム
TRAS

〃 Webブラウザ 数十台 〃 〃 〃 Webサーバー：IIS
イントラネット対応

臨床検査情報システム
SISシリーズ

血液，凝固，

　尿一般
Pentium　III

550MHz以上
キーボード，

　マウス
別途ご相談 最大30

台を想定
最大9，999 別途ご相談 CL／SV型

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
POCTWebシステムソ
フトウェア

診察室，緊急検査室，ICU，

手術室などの㎜各検査
　　　〃

800MHz以上
ノノ

クライアント（オン

ライン有）数：4台
最大16
台を想定

〃 〃 〃　，Webシステム
臨床検査情報システム
MOLIS

血鮎化学，触，血清，免

疫血清，免疫学的雌，一般

Pentium　III

933MHz以上
〃 最大100台 最大254台 ノノ 　無制限

（ディス熔量に楠
〃

〃

感染症コントロールシス
テム Widows　NT

オンライン，
キーボード

任意 任意 5年以上
長　　瀬　　産　　業

SUN臨床検査総合シス
テム UNIX 1～ 1～ 制限なし 制限なし

イメージ入力システム
It’s（フォームキャッチャー）

依頼書受付システム

Windows 〃 〃
画像ハンドリングによる
OCR，　OMR機能の総合入力

〃

Dia　LAN 検査全般 Pentium オンライン，
　FD，　K／B 1～250 1～250 ～9，999 3年以上

お問い合わ

せ下さい

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

臨床検査情報処理システム
JCS－33L

ノノ Windows　2000
OMR，　OCR，パーコード

オーダリング他
2～任意 100 9，999 100万受付 構成によ

り異なる 迅速検査システム
日　　本　　電　　子

臨床検査システム
PC－Win／Net（LABO21）

生化，血液
　一般等

オンライン入力，

C（R（Mも手入力 1～ 1～ ～3000 3年～ 500より

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン
　　　　〃
PC－Win／Net（LABO21）L蜘

ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 250より

人間ドック健診システム
PCWihゾNet（HEALTH21）

生化，血液
　生理等

〃
ノノ 〃 ～1000 〃 350より

〃

輸血管理システム
PC－Win／Net（BLOOD21） 血液 〃 〃 ノノ 〃 〃

輸血安全管理支援システム
PC－Win／Net（SAFETY21）

〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

〃

Webドクター支援システム
PC－Win／Net（DOCTOR21）

検査システム
　の照会

〃
～3000 〃

病理・細胞診システム
PC－Win／Net（PATH／CYTO） 病理，細胞診 オンライン入

力，手入力
〃 3年～ 〃

〃

細菌検査システム
PC－Win／Net（BACT） 細菌，微生物 〃 〃 1～ 〃 〃

医用画像情報管理システム
PC－Win／Net（PACS） 画像 DICOM，

ビデオ等
〃 〃 1年～ 500より

ノノ

Clinical　ware　CWx 画像DB含む
　手入力，OMR，　OCR 　1台～

Max50台
1台～

Max50台 制限ナシ 12ヶ月 450～
ノ　ー　ト　ウ　ェ　ア

細菌検査システム 細菌検査 ノノ 〃 〃 〃 〃

WebLink 無制限 380～ Webサーバーで検査データ
提供（統計処理等）

〃



48 BAY－URINAシステム
尿定性，定量，

　　沈渣
ペンティアムIII

　700MHz
オンライン
キー入力 MAX5台 2 70 約1年間HDD

容量による 285～
バイエルメディカル

HILAS－1000 検査全般 PCサーバ
キーボード，

OCR，　MSR，他 2～100 ～100 9，999 制限なし トータルシステム，Windows
2000

日立ハイテクノロジーズ
〃　　－500 〃 〃 〃 1～50 ～20 〃 ノノ 小・中規模システム，Win－

dows　NT／95

〃　－700 〃 〃 〃 1～4 ～
6 500／1000 〃 小・中規模システム，Win－

dows　2000
〃

Labostream 〃 ノノ ノノ 任意 任意 9，999 ノノ Windows　2000

Lavolute 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃

電子カルテシステム
Medical　Station

最長20年間
レセプトコンピューター体型の電子
カルテ，㈱NTTデータとの提携に
より．「真正性の確保1を実現

FL検体システム 簡易迅速検査
　システム

Pentunm　lV 用手法，OMR他 1～3 1～5 9，999
ディスク容
量による

仕様に
よる

フィ　ンガルリンク
〃健診システム 人間ドック健

診システム
ノノ 〃 1～ 1～ 〃 〃 〃

〃画像シリーズ 画像ファイリ
ングシステム

ノノ DICOMスキ
　ャナー他

〃 〃 〃 ノノ 〃

ノノ

〃健康レポート
生活習慣病予防ヘ
ルスケアシステム

〃 タッチパネル他 〃 〃 〃 ノノ 〃

Fjwing　type　P 病理検査業務
支援システム

Windows　2000 用手法，オー
　ダリング

〃 〃 〃 ノノ ノノ

〃

富士テクノサプライ社製

臨床検査システム
Fjwing　Type－M

検体検査全般 Windows
xp／2000

オーダリング，0畑，

　㏄R調手法 1～ 1～ ～ 9，999
ディスク容
量による

別途見
積り

Win　2000，　SQLクラスタシ
ステム，スイングステージ

富士テクノサプライ 生理検査システム
　　　〃　　　－S

生理 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃
Win　2000，　SQL

Web報告
病理検査システム
　　　〃　　　－P

病理 〃 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃
Win　2000，　SQL
画像管理報告

〃

細菌検査システム
　　　ノノ　　　ーB

細菌 〃 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 検査業務システム

輸血検査システム
　　　ノノ　　　ーY

輸血 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃

ノノ

マインズ
　生化学，免疫学血液学，尿一般その他

Pentium
オンライン
キーボード
FD，　OMR

任意 任意
ディスク容
量による

Windows　2000
操作性，拡張性高機能

山　　久　　化　　成

52．検体前処理システム（Sample　Processing　System）

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　野

システム
構　　成

検体搬

送方法
ラック種 処理能力

接続分析

装　　置 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

検体前処理搬送システム

IDS－880／S1

生化学検査
血清・免疫検査

搬入，エラー搬出，遠心機栓抜，血餅検

出，分注，ラベル発行澱出，各1台 1本搬送 1本ホル
ダー方式

親検体280本／時 各メーカー約20
種接続実績あり

レイアウトによ
り異なります

お問い合わ

せ下さい

・設置スペースに合わ珊置変更可能・再栓，ストッ仁各種ユニット齢せ可能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
　　　〃
IDS－880／S2

〃 鍵鰍璽麓 ノノ 〃 親検体
840本／時

〃 ノノ 〃 ノノ
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　　　〃
IDS－880／C

　凝固検査
血糖関連検査

搬入，エラー搬出，搬出

　冷却遠心各1台
ノノ 〃

分析機の処理能力

　に準じます

各メーカー約5種

接続実績あり
〃 〃 〃

〃

　　　〃
IDS－880／U

尿検査
　搬入，Lラー搬出，

分注ラベル発行澱出各冶
〃 〃 親検体

280本／時
〃 〃 〃

・ 尿コップから尿スピッ
　ツへ分注可能

　　　〃
IDS－780／S

全般 搬入，搬出：2台 〃 〃 親検体
400本／時

〃 〃
鑓スベースにi≒～，ぜ配置変更・再綜い丁一罐二’・紺せ誕

〃

　　　〃
IDS－780／C

〃
搬入，エラー，遠心機，

　栓抜，搬出：2台
〃 〃

親検体280本／時
〃 〃 〃

　　　〃
IDS－780／A

〃

搬人　　　　ノー．遠’1ゴ
機．ヂ」友．lfl［員井検出、
編『・、．∵～ドレ舶1・

〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

IDS－2000 生化血清
搬入，血餅検出，

栓抜，分注，搬出
〃 〃 100本／時 各メーカー

　可能 163×69×140 〃 コンパクトサイズ

IDS－2〔｝00C 〃
　搬人，血餅検出，

栓抜，分注，搬出遠心
〃 ノノ 〃 〃 183×69×140 〃 〃

〃

検体前処理分注装置

APS－300〔｝シリーズ
生化学，血清 分注，他 ラツク

搬送
アロカ10本
ラック，他 250検体／h 約2K 構成による

構成に

よる

構成に
よる

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　〃
LabFLEX25｛〕

〃 〃 〃

アロカ5本ラック，他

〃 750 約148×78×143 450 〃

CLINILOG
Ver．2

生化，血液，血清，

　凝岡，免疫

6輌】｝厩宗．カあ組ノパ㌃わせ

ラック
方式

日　ウ　5検《イー

検，乏め
構成により
異なります

1膓

1瓢パ！ぐ）1‘天く・

こり：ばプ㌢㌶G〔・n　s．GAU」U ユニットにより
　異なります

．L二　Lに

よ隈凶
妄す

構成により

野ります

エイアンドテイ　ー

OLA600〔〕 　生化学
免疫・血清

分注・仕分けバーコード貼付 ラック
搬送

10本ラ
　ック

1：3分注時
280検体／h

　生化学
電気泳動他

オリンパス光学工業

TipPick300 コロニー，
　菌採取

チップによる
ピツク

プレート 300コロニー／h 100／2 64×60×90 40 550

システムバイオティックス

HSトランスポーテーション

システムHST．Nジ／一ズ 血液検査
多項賠蜘球分橋置・翻i麟醗

　装置・塗掠標本懐装置

ベルトラ
イン方式

シスメツクス製

10本ラック

XE　210｛｝

R350U
SP　lOO

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 凝固随検体搬送システム

CSTシリーズ 凝固検査 全自動血瀬固搬装置 〃 〃 CA　6000
CA－5000

HSトランスポーテーション

システムXE　AIpha　N 血液検査
多項目自動血球分析難・塗

　　抹標本作膿置
〃 〃 XE・2100

SP　100
〃

　　　〃
SE－AlphaR

〃

多項llrl動1（1L球分析装
凹・綱方Irn球測定よ
1善卜’桝柵本作製装

〃 〃
SE　9剛RAM．l

　SP　lOO

　　　〃
SF－Alpha

ノノ

・多項目自動血球分析装

置・塗抹標本作製装置
〃 〃 SF．3000

SP　100
〃

USトランスポーテーション

システムUS．Alpha　IV 尿検査
・尿中有形成分分析装

置・全自動尿分析装置
〃 〃 UF－100

AX－4280
自動開栓装置APNシリーズ

各種 800～4500／h 100／15 100×70×110 200
ポンチ型打抜き方式のフ
ィルム栓採血管専用

大　　扇　　産　　業
　　　〃

ARDシリーズ
〃 600／h 〃 70×70×110 150 ゴム栓採血管専用

自動尿分取装置

UA・ROBO－600A
尿検査

ベルト

コンベア
100／h 100／3 79×75×135 150 1，180

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
　　　〃

UA・ROBO－600B
〃

ラック
方式

120／h オプションで可 〃 79×106×135 160 980

一
般検査前処理システム

UA・LABELER－1
〃 〃 5秒／本 〃 56×51×61 40 480

〃

自動検体仕分け装置

SS－ROBO－800
径φ12～16．5
長さ75～100㎜ 6種分け ラック

方式
5本ラック
10本ラック 600検体／h 特注で可能 100／10 170×90×150 400 4，500

採血後の検体を各検査内容に応

じてラックに仕分けします．

TPS－600
全分野（除く細
　菌，病理）

セル方式による
システム構成

1本ホル
ダー方式

1本ホル
　ダー

システム構成に

　より異なる

全分野分析装置

（除く，細菌病理

1本搬送方式によりリア
ルタイム性に優れる

東芝ラボメディカル
〃　－300 生化学，免疫 搬入，収納

接続ユニット
〃 〃 〃 生化学，免疫，他 コンパクト搬送



50 NSS－100011
PCR前処理及び
　汎日扮注

分注，希釈，他 150 構成により異なります
構成1こよ1．

塁、ま1

構成に〔り

異な「は号

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP　7000111 〃 〃 100 121×45×72 70 330

検体搬送システム

JLA　701TS
生化学，

　免疫 搬送　　〃5㌶♂ 最大300
検体／時

生化学，免
　疫他

100／40 〃 〃 〃
コンパクト検体搬送
システム

日　　本　　工　　子

検体前処理システム
戸学，免疫，血清，

　醜，凝lllぷ

・検体投入部・遠心分離モジ　　　〔∠　㌘∵　　日ぷ／：5本一1い開栓モジ1－「ンほか　　1：㎡o〈　　ラック他
2rr剛曄体時構成，

「則条い則殿る
日立7600
シリーズ他

構成によ
り異なる

構成により異なる
轍によ
り異なる

日立ハイテクノロジーズ

MSシリーズ
生化学，血
清，血液，他

分注，ラベラー，開栓，　　・▽ト　　1本，5本，

自動遠心器，振分け　　ライン1試　　　10本
構成内容によ
り異なります

各メーカー
接続実績あり

レイアウトに
より異なります

問い合わ

せ下さい
各ユニットサイズの
変更可能です

メディカルジャパン
分注システム
MSシリーズ

生化学，／血晴 分注，ラベラー　　〃　　］本5本 250検体／h 〃
構成により
異なります

〃 コンパクトサイズ

高速分注システム ノノ ノノ　　　　　　　　〃　　　　　　〃 1，20｛｝〃 〃 〃 〃 〃

〃

検体小分装置
SasuGer200

生化学・免疫
1航清・外注

親検体150
　本／時

5〔｝0 78×6573 80

山　　久　　化　　成
　　　ノノ

SasuGerl80
生化学・免疫
ll皿清・外注

親検体情報（バーコード
対応）に基づき，自動的
に指定本数だけ検体に小
分けする．

親検体一5本

ラソク

小検体各種
ラックにト肱

ノノ 〃 64×65×70 60

HbAlc用検体希釈
　PiaTreat200 HbAlc用 600本／時 200 89．3×74×54 80 400検体同時架設

〃

　　〃
PiaTreat50α

〃

IlbAlc用検体処理装置．ピアス式であって，

遠心分離された採［rlL管の底部から，血球
（4．5～12μL）を採取し希釈液を（45〔1～120f）

μL）添加した後，溶［II［混和を行いHbA］c用

の検体を調製する全自動装置．採血管は閉栓，

開栓に対応．PiaTreat　200は閉栓のみ対応

500本／時 150 47×47×64 60

　　〃
PiaTreat30

〃 150本／時 ］00 34×55×64 25
ノノ

PiaTreat
RLP　200

　レムナント

コレステロール
糟ゴ’‘、託㌧、撚ぽ鍵㌔㌍一・ 300検体塒 89．3×79×65 90

53．オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto　Labeler＆Barcord　Printer）

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採1血1管種

架設11「能

ラツク種
処理能力 バーコード種

ラベルサイズ

　（mm） V／A W×D×II（cn1） kg 万円
特　長　・　備　考

ラベルプリンタ
KP　100

150mm／秒 U種の他
2次元コード

標準50×32 300 20×38×27 10

小　林　　記　　録　　紙
　　　ノノ

KP　500
2【Nl　〃

］2種の他2次元コード

〃 500 25×38×27 11

　　　ノノ
ip　50

15｛｝　〃 　　8種
2次元コード

標準50×32
標準50×32

150 20×23×18 3

〃

　　　〃
iP　100

〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

バーコードラベラー

VLl50
4秒／本 7種 〃 300 22×35×29 15

〃

採血業務支援システム

i・pres
§1蕊 径ψ11～17

長さ75～］10
専川ト
レイ

175人塒問 〃 〃 L500 102×10〔〕×120
　（type40S）

100

レスプリシリーズ
ビ目1旧 兜i㍗卜R；．1ユノ〆’移 lKA／し1；ASJPN（〔dc1Lu酬1

L、dcl＼vド，　㍗一
帆眠も，：　．・メ，迦

幅25～ll5
長さ15～397

380
（最大） 19．8×23×1．8 約3．n

16．8～

23．8
サ　　　　　ト　　　　ー

M－48Proシリーズ mイン力秒
　（最大）

ハNV］U：AいW：，1剛
蜘L∫一ド脚Fl7，QR）一ト他1

幅22～125
長さ6～397

190 26．4×43．5×33．5 18．5 58～

HTLabe1 対応 50枚／分 10×30
12×24

4 インクジェットプリ
ンターでラベル

システムバイオティックス
Barcode　Label 〃 〃 14 10×60

12×24
7 インクジェットプリ

ンターでバーコード



襯n管準備システム

BC・ROBO－585 2～20 最大20 30 360人
分／時間

CODEユ28，　CODE39
　　NW－7，他

　3〔lx51）

　311×60
特汀サイズ可

100／6 90×98×119
（2ユニット式）

240
ロユニツ硫 950～

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
採血管準備装置BC・ROBO－580

4 4 20 200人
分／時間

〃 〃 1〔｝0／5 50x76×1］9 130 680

国内シェア8〔｝％

豊富なオプション有り

ホストコンピュータシステ
ムがない施設でも稼動可能

　　　　〃

BC・ROBO－n亘ni
〃 〃 5秒／本 ノノ 〃 〃 45×43×76 40 280～

ROBO　milli　20
　　　〃　　　40

〃

ラベルプリンター

MJP－01
約7行／秒 NW．71TF

コード39　他
最大58×
　　80φ 11×19×11 0．6

メディカルジャパン
　　　〃
MJP－02

U｝Omm／秒 ノノ 最大80×
　　83φ 15×19×16 1．4

MSシリーズ 約250本 75～100mm
　13～16φ

5～5〔｝本

ラツク
約450本／h 〃 50×32 約75×75×75 40

〃

採血管ラベル貼り機AutSuratt　SP 直径＝12～16
長さ＝75～110

専用ラック

（5本立て）
1000本／時 NW7他 50×35 500 56×66×35 50

通常貼り，重ね貼り連番貼り，ラック

川モード，親検体モード，到着確認

山　　久　　化　　成

54．分注装置（Dispenser）

51

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラツク種

処理能力

（検体／h）

バーコ

ー
ド種

分注量
（μL）

チャン

ネル数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ランダムアクセスワーク

ステーションAPS　790
条件により
　王なる

1〔同000，fl：様

により異なる
1．5K

約172×105×171
　（本体のみ）

約5閲
体体のみ） 2，500 ラックバーコード対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ
卓．ヒ型自動分注装置

LabFLEX900
〃 〃 400 約86×78×70 約90 機械に

よる
ハンディリーダー
（オプション）

TPS－384／96 384／96
ディスポーサブル

0．5～250 384／96 100／1 61×61×56 12 685～
ア　　ン　　ペ　　ー　　ル

〃　－24 8～24
ノノ ノノ

8／12／

16／24
〃 〃 11

HTStation　50011 0．5～210
384／96／

12／8
100 147×85×85 130

プレート，チップラックスタ

ッカー付1536，プレー／対応

コ　ス　モ　テ　ッ　ク
〃　　1200 〔〕．5～300 384／96 150 100×60×65．5 85 スタッカー付1536

プレート対応

〃　　800 〃 〃 〃 66．5×85．5×73 100 1536プレート対応
〃

〃　　500 〃 ノノ ノノ 50×61．8×57．9 50
PC対応，1536プレート対応

BISTEQUE　20311 1～210 12／8 1（10 73．4×45．7×33．4 30 チップ式384プレー
ト対応

ノノ

ピッキング装置 0．5～30 1 〃 ノぐ一コードリーダー
管理

HTStation　102 1～300 16 〃 40×28×26．5 9

〃

Singel　Station　107 0．5～30〔｝ 1 〃 60 多様多様な容器対応

HTSealer　2100 〃 65×76×77．5 50 粘着式
〃

CELTEQUE　802 10～999 16／8 〃 40×28×26、5 9 フレキシブルなソフ
トウェア

HTStation　100 5～2，000 8 1｛〕0 36×27×217 9 ノズル式，チューブ
セット，交換式

〃



52 PlatePrep　400 200 12 ～240 12 100／3 80×70×50 70 550

システムバイオティックス

Multidrop384
stacker

160プレート／h 5～395 8 80 74×46×61 32 480
小型，迅速オートクレープ可

スタッカー（20，30，60椥バルク分注

セントラル科学貿易

自動分注装置
LTA－III

250 50～2，000 1 1．5K 129×100×132 350

大　　扇　　産　　業

ニチメイトステッパー 1～5，000 1 3．3

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー
マイティーペッター 10μL～25mL 〃 50 13×29．6×17 5 25～35 低価格簡易分注器

マルチディスペンサー

EDR－384

マイクロ

プレート40枚

マイクロプレート

1枚約13秒
0．5～300 96，384 60 600～ 96CH，384CH対応

PCソフト
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

　　　　〃
EDR－96S／384S

マイクロプレート

1枚約5秒
〃 30 280～ 〃

DNA分注装置MODEL．－5000

1～20 1．8 78×52×57 650～ 分注確認センサー
〃

シングルラインディスペンサー

mini－Gene　LD－01
5～2，000 8．16 36×38×27．5 15 125～ 1536well　plate対応

マルチステージディスベ
ンスステーション
ADS－384　8

0．1～300 96，384 71×71×93．5 140 1000～
〔L1μL超微量分注
1536well　plate対応

〃

テーブルトップディスペ
ンサーEDR　384　S　II

〃 〃 42×45×54 50 300～ ノノ

電動分注システム
5222

0．5～50，㎜ 1又は8 20 28 ドイツ・エツペンド
ルフ社製

三菱化学ヤトロン

MSシリーズ
75～100㎜

13～］6φ 各種
1：1分注

約330検体／h

NW－71TF

コード39他 10～1，000 約90×75×120
　（本体のみ）

60 ユニットサイズ変更
可能です

メディカルジャパン
高速分注システム 〃 ノノ

1：1分注
1．20⑪検体／h

〃 〃
約150×120×120
　（本体のみ）

150 〃

55．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラック種
処理能力

回転数

「．P．m． V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ハイキャンバシティ冷却

遠心機モデル8850
130 15 5，000 100／30 59×66×92 150 130 大型チューブラック方

式の多本架遠心機
久　保　田　商　事 インバータ・多本架冷却

遠心機モデル8920
96 ノノ 8，500 200／15 56×70×84 115 92 〃

　〃　・ユニバーサノレ冷

却遠心機モデノレ5910
68 〃 〃 100／15 50×65×85 110 72

〃

　〃　・ユニバーサル冷
却遠心機モデル5930

80 〃 〃 〃 〃 〃 88

テーブルトップ・多本架

遠心機モデル8410
〃 〃 6，000 〃 53×63×37 60 56

〃

　　〃　　・多本架

速心機モデル5捌
68 ノノ ノノ 〃 43×55×36 47 38．5 静かなブラシレスモー

タをインバータ駆動

テーブルトップ
遠心機　モデル5220

〃 ノノ 5，000 100／10 44×52×35 48 29．8
エコノミータイプの卓上遠心機

がディジタル表示になりました
〃

卓上型遠心機モデル2420

24 〃 4，000 100／5 35×42×32 24 16．5
スイングロータが使え
る小型卓上型の遠心機



冷却遠心機SRC　500

80 シスメックス製
　　ラック

5，000 100／30 59×66×92 15

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

Hemata　STAT　II 6 毛細管 6，000 100／1 18×13×12 0．6 29．8 1分間，ヘマトクリッ
トリーダー装備

セントラル科学貿易
STAT　60 ノノ

2，3，5，7，

10mL 7，200 100／L25 26×38×17．5 9 36．5
2分間，採血管不問，PRP　30秒分離

ミニスピン 12 800～13，400 70 22．5×24×12 4．3 10．5 ドイツ・エッペンドルフ社製

三菱化学ヤトロン
〃　　プラス 〃 800～14，500 85 〃 〃 14 ノノ

遠心機5415D 24～36 800～13，200 180 23×31×23 8．5 21 〃

〃

冷却遠心機5415R 〃 〃 300 25×45×29 21．2 42 〃

遠心機5417 8～48 500～16，500 400 32×43×23 17 24．8 ノノ

ノノ

冷却遠心機5417R 〃 〃 700 31×60×25 35 55 〃

遠心機5804 4～60 14，000 750 47×55×34 55 49 〃

〃

冷却遠心機5804R 〃 〃 1，350 63×50×34 80 75 〃

遠心機5702 4～30 100～4，400 200 32×40×24 20 19．5 〃

ノノ

冷却遠心機5702R 〃 〃 380 38×58×26 36 43．0 〃

MSシリーズ 40本また
　は80本

75～100mm
13～16φ 5本ラック 約320本／h

約600　〃

最大3，200〃　2，800

200／20 約75×95×90 120

メディカルジャパン

53



54



養



56 56．マイクロピペット（Micropipe廿e）

分注容量 方　　式 精　度 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 固定・可変 ％ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

フィンピペットデジタルN 可変 2．75～3．8

ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル
　　　　　〃
固定型

固定 1．8～2．5

自動ピペット
DIGIFLEX 2～2，000 ±1％ 150 17×26×40 12 165～ アベルケンダール前処理に最適

セントラル科学貿易

ハイブリッドピペット
Nichipet　HB

20～1，000 可変 5．5 電動，マニュアル両機能を兼備
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

オートクレーバブル
Nichipet　EX

0．1～10，000 ノノ 2．5～3．5 オートクレープ，UV照射可能

　　　　〃
Nichipet　7000

0．5～300 〃 7．5～9．8 8，12チャンネルピペット
〃

エッペンドルフピペット
リサーチV

0．1～10，000 可変 2．8～3．1 ドイツ・エツペンドルフ社製

三菱化学ヤトロン 　　　　　〃
リサーチM

0．5～10，　10～100，
30～300

〃 4．4～8．6 　　　　　〃
（8及び12チャンネルピペット）

　　　　　〃
リファレンス4910

0．1～2，500 〃 2．9～3．2 ドイツ・エツペンドルフ社製
〃

　　　　　ノノ
マルチペットプラス4981

1～10，000 〃 3．9 　　　　ノノ
（連続分注ピペット）

　　　　　〃
マルチペットプロ4985

1～50，000 〃 9．5 　　　　〃
（電動，連続分注ピペット）

〃

　　　　　〃
リサーチプロシングル

0．5～5，000 〃 5．8 　　　　〃
（電動ピペット）

　　　　　〃
リサーチプロマルチ

0．5～1，200 〃 10．2～12．2 　　　　〃
（電動マルチチャンネルピペット）

〃

57．希釈装置（Diluter）

チャンネル数 希釈方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ピペットステーション
SGR－300

12 ピペット 150 80×60×65 92 480 分注・希釈の連続処理

二　　光　　純　　薬
　　　　〃
SGR・．230

〃 〃 75 59×40×51 40 180 分注・希釈

マイリューターIII 1 ノズル式
チップ式

150 17．5×24×35 7．5 48 コンパクト設計
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－7000111 80r12 チップ式 100 121×45×72 70 330 液面感知センサ付き

ハルクスオート 8，10．12 チップ式 700 88×68×65 100 750～ 連続処理型，オートサンプリング

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
〃　　口 8．10 〃 80 42×33×32 25 168 分注も可能
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58．洗浄器（Washer）
分注容量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ．L 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

マイウォッシャーオートII 100～300 200 48×42×34 21 250 マイクロプレート洗浄
三　　光　　純　　薬

M384　Atlas　Washer／
タイタンスタッカー

50～3，000 126プレート／h 74×56×61 37 580
精密コントローノレにより様々なプレートに対

応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート

セントラル科学貿易

ノパパス1575マイクロ
プレートウォッシャー

0～10μL
毎に制御

プログラムによる 100 33×53×20 9．6 88 クロスワイズ機能搭載
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ

オートミニウォッシャー
AMW　2

0～1，000 1，000 30 27×45×15 8 75 マイクロプレート8，12
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

　　　　　〃
AMW－24

〃 2，500 〃 〃 〃 87 〃　　　　16，24

セラウォッシャー
MW－96R

0～2，000 3，000 80 30×40×18 14 125
ノノ

　　　〃
AMW－96F

〃 〃 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ

AMW－96S　II 〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型
〃

セラウォッシャー
AMW　192

50～500 〃 100 55×55×40 35 375

ビーズウオツシヤー
BW　20A

0～10，000 2，000 70 20×30×30 10 87．5 ビーズ洗浄用
〃

　　　　〃
BW－25A

〃 〃 〃 〃 11 92．5 〃

チューブウォッシャー
TW－50N

500～10，000 3，000 600 30×37×44 20 150 ビーズ・チューブ洗浄用
〃

59．振邊装置（Shaker）
同　時
セット数

しんとう
回　　数

消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体数 回／数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

マイクロミキサーMX－5 4枚 可変 30 28×21．5×11 5 9．8 マイクロプレート96・120穴
三　　光　　純　　薬
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温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 ℃ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

プレートインキュベーター
HBI－24

±0．75 デジタル 700 51×50．5×37．5 30 135 マイクロプレート24枚セッ
ト可能

バ　　イ　オ　　テ　　ッ　　ク

61．純水自動製造装置（lnstrument　for　Deionaizer）

採取容量 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 L／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ
ピュアライトPRO・0100 100 840 40×50×130 130 110 オプションの品揃え

Gシリーズ 30～4，000 5 H53～188 5～390 3．5～100 蛇口に接続可能

62．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

分注チップ整列装置
AT・40〔｝0

洗浄したディスポチップを，ラックに1本つつ並べる
装置

お問い合わ

せ下さい

現在ご使用のラックにセットすることも
可能ですので，お問い合わせ下さい

ア　イ　デ　ィ　エ　ス サンプルチューブ整列装置ATF　30

洗浄したサンプルチューブを，ラックに1本つつ並べ
る装置

ノノ 〃

〃

採血管ナンバリング装置
SNS・500

採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接採
血管に印字し仕分け搬出する装置 120×80×135 〃

数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です

検体自走車 搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した．人の
動線を確保できる搬送装置

〃

SM　8000
はだし健山 リハビリ用マッサージ機 100／0．25 43×15×34 3．7 11．9

オ　ム　コ　医　研

HTSheet マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアル
ミシートも用意

0．3～1．6

／100枚
システムバイオティック

ディスポ製品
高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供．
（ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）

セントラル科学貿易

CO2レーザマーカ
ML　9100

スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．

消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．
450 70×20×20 15 450 メンテナンスフリーレーザー

第　　一　　器　　業 「CRYSTAL　l」バーコード・レー

ザープリンティングシステム 連番コードの高速印字 〃 45×20×44 20 300 ガラス供給装置

自動検体シーラー
ATS－100

分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等｝の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラ

ック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます， 100／10 50×100×70．5 70

大　　扇　　産　　業
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PIS患者認識システム 各施設に合わせたシステム構
築が可能です．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

PISは「患者さんの取り違い」による医療過忌の防止を主眼とした患吝認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端木を利用して患者とオーダー内容を処置前

に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示

をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など
病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．

イムノクロマト法によるテストストリ

ップ研究／開発・製造システム

急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究開発から製造ラインまで，個々のモジュール

を組合せることにより，トータルシステムとして供給できる専門メーカーです， 米国・BioDot社製
ニップンテクノクラスタ

血漿分離膜 全血を膜の水平方向と垂直方向血漿を分離します．

日　本　ポ　ー　ル
イムノアッセイ

高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他のタンパクを
固定できます．

コンジュゲート塗布 金コロイドや着色ラテックスなどの微粒子を安定に流
出できます．

〃

プレフィルトレーション 低タンパク吸着材質で検体の組成を維持しながら粒子
を除去します．

マイクロアレイスライド ガラスアレイスライドに比べ高感度，低バックグランド，
低非特異反応等の特徴を持つメンブレンアレイスライド．

〃

96穴フィルタープレイト High　Throughputスクリーニング用膜プレート，多
検体同時精密ろ過

Hi－Flow　Plusメンブレン
イムノクロマトグラフィー法による検査薬用に開発されたメンブレンフィルターで

す．高いタンパク結合量と優れた再現性を持ち，アッセイ効果が得られます，

日　本　ミ　リ　ポ　ア
Hi－Flow用グラスファ
イバーConjugate－Pad

サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせるHi－FlOwメンブレン専用

PVAバインダーグラスファイバーフィルターです，

Hi－Flow　Plusアッセン
ブリーキット

どのフローレイトがお客様のアッセイに最適であるかを明確にできるキットです，ラ

テラルフローアッセイ開発に必要な固相材料が含まれています．
〃

医療用用具メンブレンブ
イルター

様々な医療用具アプリケーションに対応できるOEM製品としての
超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です．

マイクロレット 二度刺防止機能，穿刺の深さは5段階に調節可能． 32×85×20 0．18

バイエルメディカル
マイクロレットチョイス 減圧器と採血器一体型．上腕，前腕部等の部位用 0．27

ピンレッター キャップ，採血針一体型（ディスポタイプ） 0．1

〃

メカトロペット 手軽に使えるメカトロペットは個人偏差のない正確な
ピペッティングを実現します．

ユニ　フ　レ　ッ　ク　ス

イムノボア
IlnmunOPoreTM

あらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で長期間の保存が可能で

あり，容易に迅速に診断薬開発を行うことのできるニトロセルロースメンブレン

ワットマンジャパン ピュラバインド
PuraBindTM

デバイスメーカーで独自の後処理を施すことができるニト
ロセルロースメンブレン

FO75シリーズ リリースの量と速度を自在に調整でき，至適条件作り
が可能なコンジュゲートパッド

〃

Rapid　Q コーティング処理済みの使い易いコンジュゲートパッド

血球分離フィルター 分離モード別フィルター
〃

サンプル採取保存紙 一定量の血液等のサンプルを採取保存

吸水紙 コットンセルロース性の均一なフィルターです．目的
に合った吸水量・速度の素材を選べます．

〃

医療デバイス用フィルター 医療デバイスに組み込む空気抜き用フィルター

サイクロボア 薬剤のスローリリースやバイオセンサー用メンブレン
〃

アノボア マイクロアレイ・DNAチップ用のセラミックフィルター
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〃

FTAカード カード上でDNAの分離・抽出，室温での保存・輸送が
可能．

クローンセーバー カード上でBAC／プラスミドDNAを簡単に分離・固
定し，室温での保存が可能．





62 生化学（1）

　　　　会社名

項目名
アズウェル エイアンドテ

イー
栄研化学 エム・シー・

メディカル

オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス カイノス
協和メデック
ス

三光純薬 シスメックス 常光

AST（ALT） JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 Rate　Assay

（JSCC） UV・レート法 JSCC標準化
対応法，他1

JSCC標準化
対応法

JSCC準，処
液状。式薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法，他2

ALP ノノ
P．．ニトロフェニ

ルリン酸基質法
〃

P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法 IFCC法準処 〃

P．ニトロフ」ニル［／ン酸基

質法，撚試薬，他1
〃 〃　　　　〃　，

ACP α一ナフチルリ
ン酸法

ALD UV・酵素法

AMY GAL－G5－4NP法 Ga1－G5　PNP
法

Gal－G5　PNP
基質法

ガラクトース
G4CNP法

色素アミロペ
クチン法 G3－CNP法 GalG2　CNP法

（液状），他1 Gal－G2・CNP
Gal．G5　PNP法，

　　　　　他2

GUA キサンチンオ
キシダーゼ法

γ一GTP JSCC標準化
対応法

Rate　Assay
（JSCC）

γGPNA基質
法 IFCC法準処 JSCC標準化

対応法，他1
JSCC準拠
液状試薬，他1

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法，

CK 〃 JSCC標準化
対応法

クレアチンリ
ン酸基質法

〃 〃
JSCC．準拠
液状試薬

〃 〃　，他1

CHE ヨウ化ブチリル
チオコリン法 Garry変法 酵素法

チオコリン法／ヨウ化ブ

チリルチオコリン法 P－HBC基質法
P一ヒドロキシベンゾイノレコ

リン法液状瀬，他2 DHBC－UV法 DMBT法

LDH JSCC標準化
対応法

ピルビン酸基
質法

JSCC標準化
対応法 UV・レート法 P→LUV法 JSCC標準化

対応法，他1
JSCC準拠
液状試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法，他1

PK 酵素法

MAO アリルアミン
基質法

LCAT 酵素法

3－HB 酵素サイクリ
ング法

TKB 〃

リパーゼ カラーレイト
合成基質法

カラーレート法 液状試薬

LAP LロイシルPニト
ロアニリド基質法

L一ロイシルPニト
ロアニリド基質法

L一ロイシン・PNA
基質法，他2 LSPA基質法 GSCC準拠試薬 PNA法，他2

ALPアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

AMYアイソ
ザイム

免疫阻害法 免疫阻害法 阻害抗体法，他1

CKアイソザ
イム

〃 免疫阻害法 ノノ 〃 電気泳動によ
る分画

LDHアイソザ
イム

ジアホラー
ゼ・NTB法

プロテアーゼ
阻害法

〃

TP ビウレット法 ビューレット
法

ビウレット法 ビューレット
法

ビウレット法 ビウレット法 ビューレット
法

ビウレット法，
他1

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCP法 BCG法 BCG法 BCG法

UN 酵素法 酵素法 ウレアーゼ・
GLDH法

酵素法
ウレアーゼ・アン
モニア指示薬法

ウレアーゼUV法
アンモニア消去法

ウレアーゼ・LEUDH・

NDH法液状試薬，他2
ウレアーゼ・
GLDH法，他1

Urease　GL－
DH法

UA 〃 〃 ウリカーゼ・
TOOS法

〃 ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・POD
法液状試薬，他1

ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

ウリカラーゼ・ペ
ルオキシダーゼ法

CRE ノノ 〃 酵素法 ノノ 酵素法 酵素法
ザルコシンオキシダー

ゼ法液状試薬，他2 酵素法，他1 酵素法，他1
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CR ノノ

NH3 アンモニア指
示薬法 GLDH・UV法

T－Bil 酵素法 安定化ジアジ
ニウム塩法

ジアゾ法 ジアゾ法 酵素法 安定化ジアゾ
ニウム塩法

酵素法，他1

D－Bil 〃 〃 〃 〃

TG 〃 酵素法
遊離グリセロール消去法

酵素法 酵素法 酵素法（グリセ
ロール消去法）

LPL・GK・GPO・POD
法液状試薬，他2 FG消去酵素法 HK　UV法，

他1

PL 〃 酵素法 酵素比色法 PLD・CLOD　POD
法液状試薬，他1 PLD－POD法

NEFA 〃 〃 ACS　ACO－
POD法

ACS　ACOP
SLEP法

T－CIIO 〃 酵素法 コレステロール
オキシダーゼ法 酵素法 COE・COD・

POD色素法
コレステロール酸化
酵素比色法

CHER・CHOD・POD
法液状試薬，他1

コレステロール
オキシダーゼ法

CDH．・UV法，
他1

F－CHO 〃 酵素法 CHOD・POD
法液状試薬 CDH－UV法

HDL 非沈殿操作法

HDL－CHO 選択阻害法 デキストラン硫
酸一Mg沈殿法 直接法，他1 CDH　UV法，

他1

LDL 非沈殿操作法

LDL－CHO 直接法 直接法 選択酵素阻害
法

胆汁酸及び分画

TBA 酵素サイクリ
ング法

3α．HSDテト
ラ法

Glu GOD固定化酵
素膜電極法

ヘキソキナー
ゼG6PI）法

HK　G　6　PDH
法

GOD・POD色
素法

ヘキソキナー
ゼUV法

グリコキナーゼ・Glu．6．

PDH・NADP法（液状｝
ヘキソキナー
ゼ・UV，他1 HK法，他2

1，5AG 酵素法 AG6P－DH，　DIP
（ホルマザン）液状

U－GL
ブドウ糖脱水
素酵素法

HbAlc ラテックス凝
集法

免疫比濁法

GA 酵素法

シアル酸 酵素法 カラーエンド
法

比色法 UV法

乳酸
乳酸酸化酵素
POD色素法

〃

ピルビン酸 〃

Na イオン選択電
極法

ISE直接法 電極法

K ノノ 〃 〃

Cl 〃 〃 〃

IICO3 酵素法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法
アルセナゾllI
色素法 OCPC法 OCPC法 OCPC法

Mg マグノレツド法 色素法 酵素法 GK－GGPDH・
UV法

酵素法
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直接法 SP－UV法 酵素法 リンモリブデ

ン酸比色法
〃 PNP・XOD・

POD法（液状） SP－UV法 〃

Fe Nitroso－
PSAP法

アゾピリジン
色素法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニトロソPSAP
法（液状） フェレン法

TIBC 〃 カラム処理比
色法

UIBC 〃
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニトロソPSAP
法（液状） フェレン法

NAG MPT－NAG基質法
酵素法 MPT－NAG基質法

尿中微量アル
ブミン 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

生化学（2）

　　　　会社名

項目名
第一化学薬品

ダコ・サイトメーション

デイドベーリ
ング デンカ生研

東芝ラボメデ
イカル

東ソー ニットーボー
メディカル

ニプロ
日本抗体
研究所

バイエルメデ
イカル

AST（ALT） JSCC勧告法
準拠

IFCC法／JS
CC法準拠

JSCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応試薬

IFCC標準化
対応法

ALP 〃
B〈川el’s　MccOmb
法IFCC法／JSCC
法準拠

ノノ 〃 〃 Kind－King改
良法

〃

ACP TMP基質法 DCAP－P基質法

ADA UV－Rate法 UV－Rate法 キサンチンオキ
シダーゼ酵素法

ALD 酵素法

AMY 6－N3G5
CNP基質法 G3CNP法 Et－G　7　pNP法 合成基質法 ガラクトシルー

G5－PNP法
Gal－G　2－CNP法 G3－CNP法

γ一GTP γ一グルタミル
CNA基質法 IFCC法準拠 IFCC標準化

対応試薬
JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

IFCC標準化
対応法

CK JSCC勧告法
準拠

01iver　Rosalki
変法／JSCC法準
拠

JSCC標準化
対応試薬

〃 〃 IFCC法 〃

CHE
3，4一ジヒドロキシベン

ゾィルコリン基質法

チオコ　リ　ン法／ヨ1ン化メチルチ

オコリン DTNB法 合成基質法
3．4ジヒトロキシベン

ゾィルコリン基質法
ベンゾイルコ
リン基質法

プロビオニルチ
オコリン基質法

LDH JSCC勧告法
準拠

wacker変法／
JSCC法準拠

JSCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 L→PUV法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP L一ロイシル
CPA基質法 PNA基質法 合成基質法 GSCC法

AMYアイ　ソ
ザイム

酵素法

CKアイソザ
イム

EIA法
CK－MB

免オ部H害82姫」SA
法（CKMB）／EIA
（マスCKMB）

EIA法
CK－MB

免疫阻害法
CK－MB

CKアイソホーム

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレット法

Alb BCG法 BCP法 BCG法 BCG法／BCP
法 BCG法 BCG法 BCG法

UN UV・レート法 ウレアーゼ・
GLDH法

UreaseGLDHアン
モニア消去法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレァLeuDH法（ダ
ブルカイネティック法） GLDH法

UA 酵素法 ウレアーゼ・
UV法

酵素法 ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウ　リ　カーゼ

POD法
ウ　リ　カーゼ

POD法
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CRE 〃 ヤツフェ・レー
ト法／酵素法

〃 酵素法 酵素法 酵素法 Jaffe法

NH3 GLDH・UV法 〃 UV法
T－Bil アゾビリルビ

ン法

Jendrassik法／バナジン酸法

Jendrassik法 亜硝酸酸化法 亜硝酸酸化法
安定化ジアゾニウム法

ジアゾ法

TG 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法
酵素法（フリーグリ
セロール消去法）

LPL－GK－GPO－
POD酵素法

酵素比色法

PL 〃 〃 〃 〃 フォスフォリパ
ーゼD酵素法

酵素法

NEFA 〃

T－CHO 〃 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法（POD
法）

COE－COD－
POD法

酵素法

HDL－CHO 直接法 直接法 直接法 直接法 直接法
デキストラン硫
酸Mg沈澱法

LDL－CHO 酵素的測定法 〃 〃 〃 〃

RLP－C
免疫吸着法，
酵素法

胆汁酸及び分画 酵素サイクリ
ング法

Glu ヘキソキナー
ゼ法 HK法 HK－G　6　PDH法 HK－G－6－PDH法 ヘキソキナーゼ

UV法
ヘキソキナーゼ
法

ヘキソキナー
ゼ法

HbAlc ラテックス疑
集法 原料用抗体 免疫学的方法 ラテックス免

疫凝集法 HPLC法

シアル酸 酵素UV法

乳酸 酵素法 酵素法

Na イオン選択性
電極法

イオン選択電
極法

電極法 電極法

K 〃 〃 〃 〃

Cl 〃 〃 ノノ 〃　，他1

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法
アルセナゾIII
法 OCPC法

Mg キシリジルブ
ルー法

メチルチモー
ルブルー法

酵素法 酵素法 酵素法 キシリジルブ
ルー法

IP フィスケ・サバ
ロー変法

モリブデン酸・
UV法／酵素法

〃 〃 〃 酵素法 モリブデン酸
UV法

Fe フェロジン発
色法 Ferene法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
直接比色法

TIBC ノノ

UIBC フェロジン発
色法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
NAG 合成基質法 MPT－NAG基質法 FNPレート法

hCG
免疫比濁用，EIA用原料

EIA法 EIA法

尿中微量アル
ブミン

〃 NIA法，　TIA
法

免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

尿中マイクロト
ランスフェリン

免疫比濁法
（LA法）
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　　　　会社名

項目名

三菱化学ヤトロン ロシュ・ダィア

グノスティツクス 和光純薬工業

AST（ALT） UV・レート
法，他2

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応

ALP
P一ニトロフェニルリ

ン酸基質法，他1
〃

〃

ACP Kind－King法 1ナフチルリ
ン酸法 CNP基質法

ALD UV・酵素法 UVレート法

AMY B－G5一β一
CNP法，他3 IFCC準拠法 BG　5　P基質法

γ一GTP 礎！リミ総「 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応

CK UV・レー　ト
法，他2

〃
〃

CHE BTC－DTNB
法，他3

ベンゾイルコリ
ン基質法

5メチル2ラノイルーチオ

コリン基質法，他1

LDH UV一レート
法，他1

JS㏄標準化対応法／SFBC勧告法

JSCC標準化
対応，他1

LAP 4NA
AMYアイソ
ザイム

免疫阻害法P－AMY 免疫阻害法P－AMY

CKアイソザ
イム

免疫阻害法 　　〃
CK－MB

　　ノノ

CK－MB
CKアイソホーム

〃

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法
BCG法，
新BCP法

UN ウレアーゼ・
UV法，他1

酵素法 アンモニア消
去法，他1

UA 酵素法 〃 ウレカーゼ・
POD法

CRE 〃 〃　／Jaffe法 酵素法，他1

NH3 GLDH法
T－Bil 酵素法 ジアゾ法 バナジン酸法，

他1

TG GPO酵素法 酵素法 グリセリン消
去法，他1

PL 酵素法 〃 酵素法

NEFA 酵素・UV法 〃 〃

T－CHO 酵素法 〃 〃

HDレCHO
化学修飾酵素
法

免疫阻害法

LDレCHO
選択的可溶化
法

選択保護法



胆汁酸及び分画 酵素比色法 酵素法

Glu GlcK（UV・エン
ドポイント法）

酵素法（HK／
G6P－DH法）

ヘキソキソーゼ・

UV法

フルクトサミン NBT法 酵素法

HbAlc ラテックス免
疫法，他1

免疫阻害比濁
法

シアル酸 酵素法

Na 電極法 イオン選択電
極法

K 〃 〃

Cl ノノ ノノ

Ca OCPC法 OCPC法 MXB法，他1

Mg GlcK・G－6－
PDH法

キシリジルブ
ルー法

酵素法，他1

IP 酵素法 モリブデン酸
UV法

〃　，他1

Fe NPS法
フェロジン法，
他1

バソフェナン
トロリン法

UIBC 〃 ノノ ノノ

NAG 合成基質法 4HP－NAG基
質法

hCG ラテツクス免
疫比濁法，他2

電気化学発光
法

尿中微量アル
ブミン

免疫比濁法，
他1

免疫比濁法 免疫比濁法
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68 免疫血清（1）

　　　　会社名

項目名
アズウェル アボットジャ

パン
医学生物学
研究所

エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

大塚製薬
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス カイノス 協和メデックス

CRP 免疫比濁法 LIA法 LIA法 免疫比濁法 ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝集
積分球濁度法

ASO 〃 ノノ 〃 〃 ノノ

RF ラテックス凝集
法，ELISA法

〃 〃 〃 〃 〃

IgG 〃 〃 〃 免疫比濁法 〃

IgA 〃 〃 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 〃 ノノ 〃

IgE MEIA法 〃 〃 EIA法 〃，他1

C3，　C4 〃 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 〃

β一Lipo ヘパリンーCa法 TIA法 〃

LP（a） LIA法 免疫比濁法

Apo　A－1 〃 免疫比濁法

Apo　A－II 〃 〃

Apo　B 〃 〃

Apo　C－II 〃
ノノ

Apo　C－III 〃 〃

Apo　E 〃 〃

AFP 金コロイド比
色法

MEIA法
CLIA法 LIA法 LIA法 CLEIA法 EIA法

化学発光イムノア
ツセイ法，他1

CEA 〃 〃 〃 〃 〃

NSE RIA法

フェリチン MEIA法
CLIA法 LIA法 LIA法 CLEIA法 EIA法

化学発光イム
ノアッセイ法

エラスターゼ1 RIA法 〃

β2M MEIA法 LIA法 〃 EIA法
ラテックス凝集
積分球濁度法

PAP 〃 EIA法

PA 〃 〃

PSA ELISA法 MEIA法
CLIA法 CLEIA法 EIA法，他1 化学発光イム

ノアツセイ法

F－PSA 〃

ペプシノゲン1 ELISA法 CLIA法 EIA法，他1 EIAプレート
法
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ペプシノゲンII 〃 〃 〃 〃

CA　19－9 MEIA法
CLIA法 EIA法 EIA法 EIA法

化学発光イム
ノアッセイ法

CA　125 MEIA法 〃 〃 〃

CA　15－3 〃 〃

CA　50 EIA法

梅毒反応 イムノクロマ
ト法 LIA法 ラテックス免

疫比濁法，他1

クラミジア
（Ab・Ag） MEIA法 ELISA法 ELISA法

（Ag）

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab） ELISA法
　　〃

CLIA法 CLEIA法 CLEIA法
ラテックス凝集
積分球濁度法

HBe（Ag・Ab） MEIA法 〃

HBcAb 　　〃

CLIA法
〃

HBcIgMAb 〃

HAVIgMAb 〃

HCV（Ab） ELISA法
MEIA法，　CLIA法

PHA法
　　〃

IRMA法，他4
HIV（Ab）

　　〃　　　　　，

イムノクロマト法
〃

インスリン MEIA法 RIA法 EIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

T3，　T4 MEIA法
CLIA法

〃 CLEIA法 〃 〃

FT3，　FT4 〃 〃 〃 ノノ 〃

T3U 〃

コルチゾール RIA法 〃 EIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

TSH MEIA法
CLI法

ノノ 〃 〃 〃

LH EIA法
ノノ 〃 〃 ノノ 〃

プロラクチン ノノ ノノ 〃 〃

FSH 〃 ノノ RIA法 〃 EIA法 〃

HCG 〃 MEIA法
イムノクロマト法 LIA法 〃 〃 〃

HPL 〃

E2 EIA法 MEIA法
CLIA法 CLEIA法

化学発光イム
ノアツセイ法

E3 FPIA法 〃

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

金コロイド比
色法

イムノクロマ
ト法 LIA法

ラテックス凝
集法

H．Pylori ELISA法 ELISA法
イムノクロマト
法．ELISA法，
他1

EIA法 ELISA法



70 ミオグロビン LIA法 〃 化学発光イム
ノアッセイ法

β一HCG
MEIA法，CLIA法

C一ペプチド EIA法
化学発光イム
ノアッセイ法

ミオシンL 〃

抗核抗体 ELISA法，
間接蛍光抗体法

抗ミトコンドリ
ア抗体

；

抗LKM－1抗体
ノノ

抗リン脂質抗体 　〃
希釈ラッセル蛇毒試験法

MMP－3
〃

ANCA 　〃
間接蛍光抗体法

抗Dsg抗体
ノノ

抗Tg抗体 ELISA法 ELISA法
化学発光イム
ノアツセイ法

抗TPO抗体 〃 〃 〃

γ一Sm EIA法，他1

免疫血清（2）

　　　会社名

項目名
三光純薬 シスメックス 常光 住友製薬バイ

オメディカル
第一化学薬品

ダコ・サイトメーション デイドベーリ
ング デンカ生研

東芝ラボメデ
イカル

東ソー

CRP TIA法 ラテックス凝
集法，他2

免疫比濁法 ラテックス免
疫比濁法

免疫比濁用，EIA用原料

NIA法，TIA
法，LA法

ラテックス凝
集法

LIA法／TIA法

ASO 〃 〃 〃 〃

RF 〃，他4 〃 〃 〃

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料

〃，TIA法 免疫比濁法

IgA 〃 〃 〃 〃，TIA法
ノノ

IgM 〃 〃 〃 〃，TIA法 〃

IgE PAMIA法 〃 CLEIA法
NIA法

ラテックス凝i
集法 LIA法 EIA法

C3，　C4 免疫比濁法 免疫比濁法 〃 NIA法，　TIA法 免疫比濁法

β一Lipo 〃 ヘパリン比濁法 TIA法 Heparin－ca法

LP（a） ラテックス比
濁法

等電点電気泳動
アイソホーム法

免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料

NIA法 ラテックス凝
集法 LIA法

ApoA－1 免疫比濁法 〃 〃 〃　，TIA法

Apo　A－II ノノ 〃 〃　　　　　〃　，
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Apo　B 〃 ノノ

免疫比濁用，EIA用原料
〃　　　　　〃　，

Apo　C－II 〃 〃 TIA法

Apo　C－III 〃 〃 〃

ApoE 〃
等電点電気泳動
アイソホーム法

〃
免疫比濁用，EIA用原料

NIA法

IAP TIA法

AFP ECLIA法，他1 EIA法
PAMIA法

免疫比濁用，EIA用原料

CLEIA法 LIA法 EIA法

CEA 〃 〃 〃 〃

NSE 〃

フェリチン
EIA法RPHA法 免疫比濁用，EIA用原料

NIA法，　CLEIA法 ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法

β2M PAMIA法 ラテックス比濁法 〃 〃 〃 〃 〃

PIVKA－II ECLIA法，他1

PAP EIA法 EIA法

PA 　〃

PAMIA法
PSA

∫
原料用抗体 CLEIA法

EIA法 EIA法

F－PSA EIA法

CA　19－9 EIA法
PAMIA法

EIA法
CLEIA法 EIA法

CA　125 〃 〃 〃

CA　15－3 〃

梅毒反応 ラテックス凝
集法，他1

EIA法，　RPHA
法，PAMIA法

EIA法，NIA
法，CLEIA法

クラミジァ
（Ab・Ag）

直接蛍光抗体法 原料用抗体 FA法

HBs（Ag・Ab） イムノクロマ
ト法

EIA法
PAMIA法

免疫比濁用，EIA用原料 EIA法
CLEIA法 EIA法

HBe（Ag・Ab） 〃 〃 ノノ

HBc（Ab） 〃

免疫比濁用，EIA用原料

〃 〃

HCV（Ab） 〃

HIV（Ab） EIA法

HTLV－1 PAMIA法

ATL ECLIA法，他1

インスリン EIA法
PAMIA法

原料用抗体 EIA法

T3，　T4
免疫比濁用，IEA用原料

CLEIA法
EIA法

〃

FT3，　FT4 〃 〃



72 コルチゾール
免疫比濁用，EIA用原料

〃

TSH 〃 CLEIA法
EIA法

〃

LH ワンステップ・イ

ムノクロマト法
ノノ

CLEIA法 〃

プロラクチン 〃 〃

FSH
免疫比濁用，EIA用原料

〃 〃

カルシトニン ノノ

HCG ワンステツプ・イ

ムノクロマト法
ノノ

EIA法 EIA法

HPL
E2 EIA法
糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

イムノクロマ
ト法 ラテックス法

ワンステツプ・イ

ムノクロマト法 原料用抗体

H．Pylori ウレアーゼ法 ラテックス凝
集法 CLEIA法

ミオグロビン 原料用抗体 NIA法，　EIA法 ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法

C一ペプチド ノノ

CLEIA法 〃

心筋トロポニン1 〃 EIA法

β一HCG 〃 EIA法

カテコールアミン HPLC法

GH EIA法

TPOAb 〃

TgAb ノノ

プロゲステロン 〃

BNP PAMIA法 〃

免疫血清（3）

　　　　会社名

項目名
日水製薬 ニットーボー

メディカル
ニプロ

日本ビオメリユー

バイエルメデ
イカル

富士レビオ ファルマシア 三菱化学
ヤトロン

ロシュ・ダイアグ
ノスティックス

和光純薬工業

CRP LIA法
免疫比濁法（TIA
法，LA法） 免疫比濁法 免疫比濁法 FPIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

免疫比濁法，ラテ
ックス凝集比濁法 LIA法，他1

ASO 〃 〃 PA法 〃 ラテックス凝
集比濁法

〃

RF ノノ 〃 〃 〃 〃　，他1

IgG TIA法 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgA 〃 〃 〃 〃 〃 〃
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IgM 〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgE EIA法 EIA法 CLEIA法 FEIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1 EIA法 LIA法，他1

C3，　C4 TIA法
免疫比濁法
（TIA法） 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

β一Lipo 〃 ヘパリン比濁法 〃

LP（a） 免疫比濁法
（TIA法）

〃 ラテックス凝
集比濁法

〃

Apo　A－1 〃 〃 免疫比濁法 〃

Apo　A－II 〃 〃 ノノ 〃

Apo　B 〃 〃 ノノ 〃

Apo　C－II 〃 〃 〃 ノノ

Apo　C－III 〃 〃 〃 〃

Apo　E ノノ 〃 〃 〃

AFP EIA法 EIA法 EIA法
CLIA法 CLEIA法

ラテツクス免
疫比濁法，他1

EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

AFP－L　3％ LBA法

PIVKA　II 〃

CEA EIA法 EIA法 EIA法
CLIA法 CLEIA法

ラテックス免
疫比濁法，他1

EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

NSE 〃 〃

フェリチン EIA法 EIA法 EIA法
CLIA法 CLEIA法

ラテックス免
疫比濁法，他1

〃 〃　，他1

β2M 〃 〃 〃 〃 ラテックス免
疫比濁法，他2 EIA法 〃

PAP ノノ IRMA法
CLEIA法

PA EIA法
CLIA法

ラテックス免
疫比濁法，他1 CLEIA法，他1

PSA EIA法 EIA法 CLEIA法 〃 EIA法，電気
化学発光法 CLEIA法

CPSA CLIA法

FPSA 電気化学発光法

CA　19－9 EIA法 FIA法
CLIA法 CLEIA法

ラテックス免
疫比濁法

EIA法，電気
化学発光法 CLEIA法

CA　125 〃 〃 〃 CLEIA法 〃 〃

CA　15－3 〃 〃 〃 〃 〃

CA　72－4 〃

梅毒反応 蛍光免疫法 CLEIA法
ラテツクス免
疫比濁法

ラテックス凝
集比濁法 LIA法，他1

クラミジア
（Ab・Ag） EIA法 DNAプロー

ブ法 EIA法

HA（AD） 〃 EIA法



74 HBs（Ag・Ab） 〃 CLEIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1

EIA法，電気
化学発光法 CLEIA法

HBe（Ag・Ab） 蛍光免疫法 ノノ 〃 〃 〃

HBc（Ab） ノノ 〃 ノノ

HCV（Ab） 〃 〃 ラテックス免
疫比濁法 EIA法

HIV（Ab） EIA法
（Ag・Ab）

ノノ 〃

ATL 〃 〃

インスリン EIA法 CLIA法 〃 ラテックス免
疫比濁法，他1

EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

GH 〃 CLEIA法

T3，　T4 〃 EIA法 EIA法
CLIA法

〃 EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

FT3，　FT4 〃 〃 〃 CLEIA法 FIA法，他1 〃 〃

コルチゾール 〃 〃 〃 CLEIA法 電気化学発光法

TSH 〃 〃 〃 CLEIA法 FIA法，他1 EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

LH 〃
定性・金コロイ
ドクロマト法

〃 〃 〃 CLEIA法，他1 電気化学発光法 〃

プロラクチン 〃 〃 〃 〃 〃　，他1 〃 〃

FSH 〃 〃 〃 〃 〃　，他1 ノノ 〃

HCG ノノ
定性・金コロイ
ドクロマト法

〃 〃 ラテックス免
疫比濁法，他1

〃

HPL ノノ

E2 EIA法 EIA法 EIA法
CLIA法 CLEIA法 CLEIA法

E3 ラテックス免
疫比濁法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） MPA法 〃 金コロイド比

色法（免疫法）

H．Pylori EIA法 EIA法 CLEIA法

TPOAb EIA法 CLIA法

TgAb 〃 〃

βHCG 〃 EIA法

プロゲステロン 〃 EIA法 電気化学発光法

Cペプチド ノノ CLIA法 CLEIA法

トロポニン1 EIA法 〃 電気化学発光法

ミオグロビン 蛍光免疫法 〃 ノノ 〃

抗TPO 〃
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血液凝固・線溶（1）

　　　　会社名

項目名

エイアンドーアイー

栄研化学
エム・シー・
メディカル

カイノス
協和メデック
ス

三光純薬 シスメックス 第一化学薬品
ダコ・サイト
メーション

デイドベーリ
ング

PT 粘度法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

PTT ノノ 〃 ノノ ノノ

トロンボテスト 〃 〃 ノノ 〃

ヘパプラスチン
テスト

〃 〃 ノノ

プロテインC
凝固時間法，
合成基質法

発色性合成基
質法

免疫比濁用，EIA用原料

プロテインS 〃

ATIII LIA法 LIA法 合成基質法 ラテックス凝集
積分球濁度法 合成基質法 凝固時間法，

合成基質法
発色性合成基
質法

〃 NIA法

α2PI 〃 〃 合成基質法 〃 ノノ

PLG 〃 ノノ 〃 〃 NIA法

FDP－T LIA法
ラテックス免
疫比濁法

ラテックス凝
集比濁法

ラテックス凝集
比濁法

免疫比濁法

FDP－E

D－Dダイマー LIA法
ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法，他1

免疫比濁法

Fbg 粘度法 凝固時間法 トロンビン時間 凝固時間法 NIA法

TAT EIA法 EIA法

PIC 〃　，他1 免疫比濁法

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 〃 〃 〃

第Vll凝固因子 〃 〃 〃

第VII擬固因子 〃 〃，他1 発色性合成基
質法，他1

免疫比濁用，EIA用原料

第IX凝固因子 〃 ノノ 凝固時間法 ノノ

第X凝固因子 〃 〃 〃 ノノ

第XI凝固因子 〃 〃 〃

第m凝固因子 〃 ノノ 〃

第）m凝固因子 〃

複合因子 凝固時間法

ヘパリン 合成基質法 発色性合成基
質法

F1十2 EIA法



76 血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名

東芝ラボメデ
イカル

日水製薬
ニツトーボー
メディカル

ニプロ
日本ビオメリユー 三菱化学ヤトロン ロシュ・ダィアグ

ノスティックス

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

PTT 〃 〃

トロンボテスト 凝固時間法

ヘパプラスチン
テスト

ノノ

プロテインC ラテックス免
疫比濁法，他1

合成基質法
凝固時間法

プロテインS 合成基質法 凝固時間法

ATIII 蛍光免疫法 合成基質法
TIA法

合成基質法 ラテックス免
疫比濁法，他1 合成基質法

α2PI ノノ 〃 〃 〃

PLG 〃 〃 〃 〃

FDP－T 蛍光免疫法 ラテックス凝
集比濁法

ラテックス凝
集法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

FDP－E 〃 〃 〃

D－Dダイマー 蛍光免疫法 〃 ラテックス凝集
法，ELISA法

〃　，他1 〃

Fbg TIA法 免疫比濁法 凝集時間法 塩折法 凝固時間法
免疫比濁法

TAT TR－FIA法

PIC 蛍光免疫法 ラテツクス免
疫比濁法，他1

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 〃 ノノ 〃

第Vll凝固因子 〃 〃 〃

第V田凝固因子 〃 〃 〃

第IX凝固因子 〃 〃 〃

第X凝固因子 〃 ノノ 〃

第）σ凝固因子 〃 ノノ 〃

第】m凝固因子 〃 〃 〃

第姐凝固因子 ラテックス凝
集比濁法

ラテツクス免
疫比濁法，他1

〃

複合因子 凝固時間法 〃

ヘパリン 合成基質法

F1十2 EIA法
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血中薬物（1）

　　　　会社名

項目名

アボツトジャ
パン

協和メデック
ス

第一化学薬品
デイドベーリ
ング

日本ビオメリユー

バイエルメデ
イカル

三菱化学ヤトロン ロシュ・ダィアグ

ノスティックス

N一アセチルプロ
カインアミド FPIA法 FPIA法
アセトアミノフ
ェン

〃

アプリンジン 〃

アミカシン 〃

アルベカシン 〃

エタノール 〃 酵素法 酵素法

エトスクシミド 〃 化学発光イム
ノアツセイ法 EMIT法

カルバマゼピン ノノ

CEDIA法 〃 CLIA法 FPIA法

キニジン 〃 〃 〃

ゲンタマイシン 〃 〃 CLIA法 〃

サリチル酸 〃

シクロスポリン 〃 CEDIA法 EMIT法
ACMIA法

ジソピラミド ノノ 　　〃
PETINIA法

ジギトキシン 〃 CEDIA法 CLEIA法

ジゴキシン 〃 化学発光イム
ノアツセイ法

　　〃
ラテックス凝集比濁法 EMIT法 EIA法 EIA法

CLIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1

ラテックス凝
集比濁法

ストレプトマイ
シン

タクロリムス EMIT法

テオフィリン FPIA法 化学発光イム
ノアッセイ法 CEDIA法 〃 EIA法 ラテックス凝

集法
ラテックス免
疫比濁法，他1 FPIA法

トブラマイシン 〃 〃

ネチルマイシン 〃 FPIA法
バルプロ酸ナト
リウム

〃 化学発光イム
ノアッセイ法 CEDIA法 EMIT法 CLIA法 〃

バイコマイシン 〃 〃 〃 〃

フェニトイン 〃 〃 CEDIA法 EMIT法 　〃
ラテックス凝集法

〃

フェノバルビターノレ

〃 〃 〃 〃 〃 〃

プリミドン 〃 〃 〃 ノノ

プロカインアミ
ド

〃 ノノ



78 メトトレキサー
ト

ノノ

リドカイン 〃 EMIT法 FPIA法

VB12 CLIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

電気化学発光
法

葉酸 〃



懸糠織難1藻嚢

灘構羅1馨薯縫饗鍵驚鱗

騰欝羅
縫糠難難難鞭灘難

難難難



80 自動分析装置専用試薬（1）

アズウェル 栄研化学 エイアンドテ
イー

エム・シー・メデ
ィカル

オーソ・クリニカル・

ダィアグノステツクス カイノス 協和メデックス 三光純薬 塩野義製薬 シスメックス　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 30 4 33 3 12 6 11 6 12 24 3 34 18

〃　－7150 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 33 10 23 1 〃 〃 〃 〃

〃　－7170 〃 〃 〃 〃 〃 〃 28 17 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7250・7350・7450 〃 〃 30 〃 〃 〃 27 2 20 〃 〃 32 11

〃　－7070・7060 〃 〃 〃 〃 〃 〃 33 10 23 〃 〃 34 18

〃　－7020 〃 〃 〃 〃 〃 〃 11 6 〃 〃 〃 ノノ

〃　－7600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 28 23 1 〃 ノノ 〃 〃

T踏一Sシリーズ 〃 〃 28 2 〃 〃 〃 〃 29 11

〃　－60R 〃 〃 〃 3 〃 〃 23 1 〃 ノノ 31 18

〃　姫R／30FR・40FR〔20R・30R） 〃 〃 37 〃 ノノ 〃 12 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃－Mシリーズ 〃 〃 30 〃 〃 ノノ 27 1 20 ノノ 〃 29 11

〃－80FR（NEO） 〃 〃 33 ノノ 〃 〃 33 10 23 ノノ 〃 31 18

〃－200FR 〃 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃－120FR 〃 〃

CL－7100・7000 30 4 26 12 6 12 〃 〃 31 18

〃　－7200 〃 〃 30 〃 〃 33 10 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7300 〃 〃 〃 3 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃　－8000 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 11 6 〃 〃 ノノ 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 〃 〃 〃 〃 2 17 〃 〃 29 11

〃　　RSシリーズ ノノ ノノ 〃 1 12 6 33 10 23 1 〃 ノノ 31 18

〃　　HRシリーズ 〃 ノノ 26 ノノ ノノ 2 〃 〃 29 11

〃　　BMシリーズ 〃 〃 27 〃 〃 28 〃 〃 31 18

AU－5200 〃 〃 28 3 〃 〃 27 2 20 ノノ 〃 29 11

〃　－1000・800 〃 〃 〃 〃 〃 〃 33 10 〃 1 〃 〃 31 18

〃　－600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－560・510 〃 〃 〃 〃 〃 〃 23 〃 〃 〃 〃



テクニコンーSSR 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　－CHEM　1 〃 〃 〃

COBAS－MIRA－S 30 4 29 〃 24 3 31 18

〃　－MIRAプラス 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

〃　　－FARA 〃 〃 27 2 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－BIO 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

バイエルー550 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃一エキスプレスプラス ノノ 〃 〃 ノノ 〃

スーパーZ 〃 〃 29 3 20 7 〃 24 3 31 18

502X 12 18

501X

EL　4200 19

〃－1060 〃

HM－JACK 1

DM－JACK 2 1

HGS－180

ルミワード
特異lgE・総lgE

（45項目）

ビトロス250 40 5

モジュラーアナリティクスDP 11

自動分析装置専用試薬（2）
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住友製薬バイオメディカル

第一化学薬品 デンカ生研 ニットーボー
メディカル

ニプロ バイエル
メディカル

三菱化学
ヤトロン

ロシュ・ダィアグノ

スティックス 和光純薬工業　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 35 7 33 24 33 15 8 2

〃　－7150 〃 〃 24 11 〃 〃 25 1 34 16 16 11

〃－7170 〃 〃 15 8 〃 ノノ 〃 〃 31 18 26 12

〃　－7250・7350・7450 34 23 5 32 9 〃 〃 32 11 12 2

〃－7070・7060 35 〃 11 〃 24 ノノ 〃 31 16 9 12

〃－7020 〃 〃 〃 〃 〃 24 12 16 1



82 〃　－7600 〃 〃 P＝24
D＝9

〃 〃 35 18 27 5

T趾一Sシリーズ 10 ノノ 〃 34 3

〃　－60R 32 24 11 32 9 〃 ノノ 31 13

〃　　．20FR／30FR・40FR〔20R・30R） ノノ 〃 13 33 24 〃 〃 32．35 16．18 23 8

〃－Mシリーズ 30 〃 5 32 9 〃 〃 34 3

〃－80FR（NEO） 32 〃 11 33 24 〃 〃 31 18 16 11

〃－200FR 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 16 25 1

CL－7100・7000 〃 〃 〃 8

〃　－7200 〃 〃 25 1 34 13

〃　－7300 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－8000 〃 〃 ノノ 〃 28 15

クリナライザーRXシリーズ 〃 〃 29 8

〃　　RSシリーズ 32 9 〃 〃 30 10

〃　　HRシリーズ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 5 20 3

〃　　BMシリーズ ノノ 24 〃 〃 27 6 27 5

AU－5200 27 ノノ 9 〃 〃 28 5 20 3

〃　－1000・800 28 〃 24 〃 〃 27 15 16 11

〃　－600 〃 〃 〃 〃 30 14 29 16

〃　－560・510 28 〃 〃 31 12

テクニコンーSSR 26 1

〃　　－CHEM　1 25

オペラ 29 1

COBAS－MIRA－S 29 32 9 26 11

〃　－MIRAプラス 〃 〃 49 17

〃　　－FARA 28 8

〃　　－INTEGRA　800 49 26

〃　－INTI鴻RA　400　plus 〃 〃

モジュラーアナリティクスDP

ノ寸イエノレー550 22 2



スーパーZ 25 1 29 11

LPIA－S　500 49

〃　－A700 40

MIRACLE　919 25 1

Allegro　Lite 15

日本電子BM－1650 33 24 25 1 27 5

〃　　BM－1650 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　BM2250 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

オリンパスAU－2700 32 9 〃 〃 12 2

エクスプレスプラス 22

83
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86 （株）アズウェル

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状ネスコールーN 電解質，酵素，脂質，含窒素他 正常 ○ 5mL×10 14，000

〃　　　－A ノノ 異常 〃 〃 〃

セラクリアーHE　II 酵素7項目 正常・異常 〃 正常域3mL×5
異常域3mL×5

26，000

〃　　－LP 脂質6項目 異常 〃 3mL×5 9，300

（株）エイアンドティー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノティクルスオートコントロール血清（L） 免疫12項目 低値 ○ 1m．L用×5 25，000

〃　　　　　　（H） ノノ 高値 〃 〃 〃

イムノティクルスオート梅毒コントロール 梅毒 陰性・陽性 〃 各1mL用×3 20，000

コントロール血しょう　レベル1 PT，　APTT，　Fib，　TB 正常 ノノ 0．5mL用×10 12，000

〃　　　　　　　レベル2 〃 異常 ノノ 〃 〃

〃　　　　　　レベル3 〃 〃 〃 〃 〃

栄研化学（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リピッドセラーム1 脂質7項目 正常 ○ 3mL×5 7，500

〃　　　　II 〃　5項目 異常 〃 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 〃 〃 5，500

BLセーラム B－L 正常 〃 〃 7，500

免疫コントロール1－A IgG，　A，　M，　C3，C4，CRP，　ASO，　RF 〃 〃 1mL×5 18，000

〃　　　　II－A IgG，　A，　M，　C，，　C、 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　　II－B CRP，　ASO，　RF 〃 〃 〃 〃

トリプルチェックレベル1 24項目 低値 ノノ

3mL×24 21，600
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〃　　　　　　II ノノ 中値 〃 〃 〃

〃　　　　　III 〃 高値 〃 〃 〃

QC－LX，1 LXシステン16項目 低値 〃 2mL分×5 25，000

〃　，2A 〃 高値 〃 〃 〃

〃　，2B 〃 〃 〃 〃 〃

〃　，3 LXシステム腎機能マーカー5項目 尿用低値 〃 〃 〃

〃　，4 〃 〃高値 〃 〃 ノノ

QC一β，M－L‘栄研’ LX一焼M 低値 〃 〃 10，000

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 ノノ 〃 〃

QC－BFP－L‘栄研’ LX一尿BFP 低値 〃 〃 ノノ

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 〃 〃 〃

QC－RE，　Set T3他31項目 低・中・高値 〃 2mL分×2 19，000

〃　，　1 ノノ 低値 〃 2mL分×6 〃

〃　，II 〃 中値 〃 〃 〃

〃　，III 〃 高値 〃 〃 〃

〃　，N
ノノ 正常値 〃 〃 〃

ペプシノゲンコントロール‘栄研’ ペプシノゲン1・II 〃 1mL分×5 11，000

H．ピロリ抗体コントロール‘栄研’ ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 ノノ 〃 ノノ

コントロール漉紙セット‘栄研’ ペプシノゲン1・II，　PSA 低・中・高 ノノ 3濃度各1枚 ノノ

〃　　　　　H．ピロリ抗体 ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 〃 2　　〃 〃

OC一コントロール‘栄研’L 糞便中ヘモグロビン 低値 〃 1mL分×5 13，000

〃　　　　　　H 〃 高値 ノノ 〃 〃

US一コントロール‘栄研’
　　　　　　　　　　　Level　I／II

尿定性（陰性・陽性） 〃 12mL分×3 15，000

〃　　　　　　　Level　II 〃　（陽性） ノノ 〃 〃

ノムノピアリ　1
IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，

ASO，　RF，α1－M，β，－M
低濃度 ○ 3mL分×2 28，500

〃　　　　2
SAA，　FTN，　IgD，　IgE，　Hpt，

α1－AG，αrAT，　Tf
高濃度 ノノ ノノ ノノ



88 エム・シー・メディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

トロンボスクリーン
血液凝固標準血漿UCRP

凝固・線溶系 正常 ○ 1mL×10 21，000

　　　　〃
血液凝固標準血漿ACRP

〃 異常 〃 〃 〃

フィブリノーゲン標準血漿 凝固 正常 〃 〃 18，000

血液凝固コントロールレベル1 ノノ 〃 × 〃 15，000

〃　　　　　　　レベル2 ノノ 異常 〃 ノノ 16，000

〃　　　　　　レベル3 〃 〃 〃 〃 〃

フィブリノーゲンコントロール 〃 〃 ○ 〃 15，000

ヘパリンコントロールレベル1 〃 正常 × 〃 〃

〃　　　　　　レベル2 〃 異常 〃 ノノ 〃

オリンパス光学工業（株）

商　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m、L）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

AUコントロール ヒト血清べ一ス，マルチタイプ レベル1
レベル2

○ 各5mL用×6バイアル

AESコントロール たん白分画用 ノーマル
アブノーマル

ノノ 0．5mL×5バイアル

（株）カイノス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

UltimateC4（4mg／dL） ビリルビン標準値 4mg／dL 〃 2mL×10 17，000

〃　C8（8mg／dL） 〃 8mg／dL 〃 〃 〃

〃　C20（20mg／dL） 〃 20mg／dL 〃 〃 15，000

Ultimate－D　Leve11 ビリルビンコントロール 低値 〃 3mL×10 21，000

〃　　　Leve12 〃 中間値 〃 〃 〃

〃　　　Level　3 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　　Level　4 〃 高値 〃 、〃 25，000
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1．D．－Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 〃 2mL×6 29，000

〃　　（Abnormal） 〃 異常 〃 〃 〃

尿コントロール
AMY，Ca，Cl，CRE，　GLu，　Pi，K，　Na，
TP，　UN，UA，　Osmolality

正常・異常 〃 10m、L×6 33，000

ケトン体コントロール1
　　　〃　　　　　11
　　　〃　　　　　m

｝3HB，　TKB
低値

緒
；〃

3mL用x6
　多

8，000
；；

1，5AGコントロール 1，5AG 低値・中値 〃 2mL×6 20，000

「DIP＆SPIN」沈渣コントロール 尿沈渣検査用，尿定性検査用 Leve　l　120mL×2
Leve　2　　　〃

65，000

マルチキャリブレーター「カイノス」 CRE，　UN，　Glu，　IP，　Ca 5mL×6 10，000

酵素キャリブレーター「カイノス」 GOT，　GPT，　ALP，　CK，　LDH，　r－GTP他 3mL×4 14，400

ライフォチェックイムノアッセイプラス

コントロール血清1，2，3
免疫血清項目 低値・中値・高値 5m、乙×12 40，000

〃〃1
〃 低値 〃 〃

〃〃2
〃 中値 〃 〃

〃〃3
〃 高値 〃 〃

協和メデックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

Accurun　1
マルチマーカーコントロール

anti－HIV1／2，　anti－HTLV　I／II
anti－HBc，　anti－HCV，　anti－CMV，　HBsAg

○ 1mL×3～5mL×3
24，000～95，000

Normalコントロール 感染症陰性コントロール × 1mL×1～3．5mL　X　12
5，000～5，700

HIV抗原
シングルマーカーコントロール HIV抗原 〃 5mL×1～5mLX3

14，000～39，000

HBs抗原 HBs抗原 〃 5mL×1 14，000

HBs　IgG，　IgM HBsコアIgG，　IgM 〃 〃 14，000

HBe抗原 HBe抗原 〃 〃 〃

HBe抗体 HBe抗体 〃 〃 〃

HAV抗体IgG，　IgM HAV　IgG
HAV　IgM

〃 1mL×1～5mL×1
1mL×1～5mL×1

4，000～16，000

5，000～20，000

HBs抗体 HBs抗体 ○ 5mL×1 14，000

Lyme病抗体IgG，　IgM Lyme病IgG
Lyme病IgM

× 1mL×1
　〃

5，000（IgG）

9，000（IgM）

Toxo抗体IgG，　IgM Toxo　IgG
Toxo　IgM

〃
》 3，000（IgG）

7，000（lgM）

風しん抗体IgG，　IgM 風しんIgG
　〃　　IgM

〃
劣 》

CMV　IgG，　IgM CMV　IgG
CMV　IgM

〃
； 3，000（IgG）

9，000（IgM）



90 TP（梅毒抗体） TP抗体 ○ 2mL×1～2mL×3
6，000～16，000

TP（RPR） TP（RPR） × 1mL×1 4，000

Infectrol HCV抗体・HBs抗原 ○ 3．5mL×1 A～E，5濃度別発売

クリニカコーポレーション／（株）ベリタス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

Immunology　Contro1
IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，

RF，　ASO他15項目 3濃度 ○ OEM，バルク供給 OEM，バルク供給 液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定

Tumor　Marker　〃
CA125，　CA15－3，　CA19－9，　CEA
他10項目

〃 〃 〃 〃 〃　　，24　〃

Cardiac　Marker　〃
CK－MB，　Myoglobin，　Troponin　I，
Troponin　T，　hsCRP，　Digoxin

ノノ 〃 〃 〃 〃　　，

hCG　　　　　　　〃 hCG 〃 〃 〃 〃 〃　　，36　〃

hs－CRP　　　　　〃 hs－CRP 〃 〃 〃 〃 〃　　，

Combined　APO　AI／APO　B　Controls Apo　AI，　Apo　B 〃 〃 〃 〃 〃　　，24　〃

三光純薬（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m、L）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

EXA　Liquid　3　norma1 ヒト血清マルチタイプ 正常 ○ 3mL×25 22，500

〃　　　　abnormal 〃 異常 ノノ 〃 24，000

ノノ　IM－N 免疫血清用マルチタイプ 正常 〃 2mL×4 21，000

〃　IM－A 〃 異常 〃 〃 28，000

〃　bilirubin－H ビリルビン 〃 〃 3mL×4 6，500 凍結乾燥品

シスメックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

QAPトロール1X・2X 生化学用 正常・異常 × 5mL×5×2濃度 15，500

UIBCトロール UIBC 低，中，高濃度 〃 2mL分×2×3濃度 8，000

リクイチェック尿化学コントロール　レベル1・2 尿化学検査用 正常・異常 ○ 10mL分×12 22，000
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ISEトロール1・X 電解質用 正常値下限付近 × 3mL分×5 4，500

〃　　　II・X ノノ 〃 〃 〃 〃

GHbトロールD【・IIX グリコヘモグロビン用 正常・異常 〃 0．2mL分×8 16，000

グリコHbコントロール 〃 〃 ○ 65mg×4×2濃度 ノノ

HDLコントロールL HDL一コレステロール用 低値 〃 3mL分×6 13，000

〃　　　　M ノノ 中値 〃 〃 〃

〃　　　　H 〃 高値 〃 ノノ 〃

ヴィラトロール HBs抗原，　HCV抗体，　TP抗体，　HIV
抗体，HTLV－1抗体 2濃度 × 3mL分×3×2レベル 22，500

ウイルス不活化処理済み（液状
加熱処理及びS／D処理）

ランリームコントロールA
レベル1・II

AFP，　CEA，フェリチン，　PSA 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 27，000

　　　　　〃　　　　　　　B
レベル1・II

IgE，　HBsAb，　HBcAb 〃 〃 〃 18，000

　　　　　〃　　　　　　　C
レベル1・II

焼一マイクログロブリン，インシュリン 〃 〃 〃 24，000

　　　　　〃　　　　　　　D
レベル1・II HBsAg 〃 〃 〃 17，000

　　　　　〃　　　　　　E
レベル1・II HCV－Ab 〃 〃 〃 ノノ

（株）常光

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

分画トロール「常光」“ノーマル” 蛋白分画用 正常 ○ 0．5mL×10 18，000 1本約1週間使用可能

〃　　　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 〃 ノノ ノノ

イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　K＋，　Cl一 高，中，低 〃 1．5mL×20 16，000 冷凍品

グリコヘモグロビンAl。「二次標準」 安定化一HbAl。 レベル1・2
ノノ 凍結乾燥品

電極チェック液 透析液測定用 〃 3mL×20 12，000 液状

住友製薬バイオメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

アクエ・クー10誓 IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，

RF，　ASO，　CEA，　AFP High・Low ○ 4mL×3V×2
4mL×1V×2

液状・長期間安定

〃　一タイプII盟
CEA，　AFP，　FER，　BMG，CA19－9，　CA125，

CA15－3，　PSA，　TSH，　T3，　T4，　FT3，　FT4
〃 〃 4mL×5V×2

4mL×1V×2
〃



92 第一化学薬品（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他 正常 ○ 5mL×10 18，000 Sero社製，販売：第一化学薬品

セロノルム 電解質・酵素・脂質・他 〃 〃 〃 〃 〃

パソノルムH 〃 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　L 〃 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム 〃 正常 〃 10mL×6 16，100 〃

セロノルム・ファルマカ　レベル1 薬物血中濃度 治療域 〃 5mL×10 20，000 〃

〃　　　　　　　レベル2 〃 中毒域 〃 ノノ 〃 〃

セロノルム・リピッド 血清脂質 正常 〃 3mL×12 22，000 〃

〃　　　・CRPコントロール CRP 異常 〃 1mL×6×2濃度 15，000

ダコ・サイトメーション（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ヒト血清タンパク／
〔キャリブレーター〕

Alb，α、一アンチキモトリプシン，α、一アン

チトリプシン他全16項目
正常 ○ 1mL×1

1mL×20
3，000

39，000
液状

　　　〃　　　／
〔コントロール血清〕低濃度域

ノノ 項目により異る 〃
1m、L×1

5mL×1
10，000
46，000

〃

　　　〃　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

〃 〃 〃 5mL×1 46，000 〃

ヒト血清C反応性タンパク（CRP）／
〔コントロール血清〕低濃度域 CRP 〃 1mL

5mL
9，000

36，000
標準値を160mg／L付近に設定

　　　　　　〃　　　　　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

〃 〃
； 》

　　　　　　〃　　　　　　／
〔キャリブレーター〕

〃 〃 1mL 6，000

ヒト血清アポリポプロテインA－1，B／
〔キャリプレーター〕 アポリポプロテインA－1，B 〃 0．5mg×6 48，000 凍結乾燥品

　　　　　　〃　　　　　　／
〔コントロール〕

〃 〃 〃 54，000 ノノ

α、ミクログロブリン／
〔キャリブレーター〕 α1－Microgrobulin 〃 〃 19，000 液状

（株）テクノメディカ

商　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状常用標準血清ISE－CRS

Na，　K，　Cl 中濃度 ○ 1mL 22，000
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　　　ノノ
ISE℃RS三濃度

ノノ 高・中・低濃度 ノノ 1．5m」し 30，000

デンカ生研（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状キャリブレーター 生化学 異常 ○ 5mL×10 14，000

脂質キャリブレーターD 脂質 〃 1mL×5 5，000

脂質コントロール1 〃 〃 1mL×10 10，000

〃　　　　II 〃 〃 〃 15，000

酵素キャリブレーター「生研」 〃 2m」L×6 13，500

酵素コントロール1・2「生研」 〃 2mL×3×2濃度 〃

イムノキューセラ1－（L） 免疫血清 低値 〃 3mL×5 30，000

〃　　　一（H） 〃 高値 〃 〃 〃

イムノキューセラII－（L） 〃 低値 〃 ノノ 〃

〃　　　イH） 〃 高値 〃 ノノ 〃

生研リキッドノーマル1プラス 生化学 正常 〃 1m、乙×60 20，000

〃　　　　　V　〃 〃 〃 〃 5mL×20 30，000

生研リキッドアプノーマル1プラス 〃 異常 〃 1mL×60 20，000

〃　　　　　　　V　〃 〃 〃 〃 5mL×20 30，000

生研リキッドイムノロジーコントロール

　　　　　　　　　　レベル1
免疫血清 低値 〃 2mL×5

〃　　　　レベルII 〃 高値 〃 〃

計
80，000

東ソー（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

東ソーマルチコントロール EIA用多項目コントロール レベル1，2，3 各5mL×3本×3種

HbA1。キャリブレータ（JDS） 安定型HbAl。 レベル1，2 ○ 各4mL用×5本×2種 35，000 日本糖尿病学会HbA1，標準化準拠

HbAlcコントロールHSi
ノノ 〃 ノノ 各0．5mL用x4本x2種 17，000
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

イムノクエストL－1 IgG，A，　M，C3，C4，CRP，Tf，　Hp，α「
AG，α、－AT

○ 2mL×6 15，600 液状コントロール

〃　　　L－II 〃 〃 〃 18，000 〃

〃　　　RF－1 リウマチ因子 〃 2mL×4 8，000 凍結乾燥品

〃　　　RF－II 〃 〃 〃 12，000 〃

〃　　　ASO－1 抗ストレプトリジンO 〃 〃 8，000 〃

〃　　　ASO－II 〃 〃 〃 12，000 〃

〃　　　ARC－1 CRP，　RF，　ASO 〃 〃 11，000 〃

〃　　　ARC－II 〃 ノノ 〃 15，000 〃

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ライフォチェック（凍結乾燥）／リクイチェック（液状）

イムノアッセイプラスコントロール血清1，2，3
薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど
86項目以上

低・中・高 ○ （5mL×4）×3レベル 40，000

　　　　　　　〃
生化学コントロール血清1，2 生化学項目60項目以上 低・高 〃 各5mL×12 各30，000

表示値なし生化学コントロール血清1，
2，35mL×25（各レベル別包装）

劣

〃　　40項目以上 〃 × 各10mL×25 各28，000 （各レベル別包装）

　　　　　　　ノノ
腫瘍マーカーコントロール血清1，2

CEA，　AFP，　CA125，　CA19－9等
重要な腫瘍マーカー

〃 ○ （2mL×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
脂質コントロール血清1，2

HDLコレステロール，コレステロール
トリグリセライド，リン脂質

〃 ノノ 各3mL×6 各11，000 （各レベル別包装）

　　　〃
新生児検査用コントロール血清1，2

直接・間接・総ビリルビン，カリウム，マンガン，マグネシウム等

〃 〃 各4mL×6 各25，000 〃

　　　〃
CK／LDアイソザイムコントロール血清1，2

CK・LD・タンパク分画，　CK・LDH・
ビリルビン（総），CK－MB

〃 〃 各1mL×6 〃 ノノ

　　　〃
循環器疾患マーカーコントロール血清1，2，3

CK－MB，　LD1，トロポニン1，トロポ
ニンT，ミオグロビン，総CK

低・中・高 ノノ （3mL×2）×3レベル 30，000

ライフォチェック
定量用尿コントロール1，2

生化学，特殊物質，内分泌
毒物など60項目

正常・異常 〃 各10mL×12 各21，000 （各レベル別包装）

リクイチェック
尿検査用コントロール1，2

タンパク，グルコース，ビリルビン沈渣等 低・高 陽性・陰性 （12mL×5）×2レベル 15，000 尿試験紙・沈渣

　　　ノノ

尿化学コントロール1，2 化学分析器を利用する一般的尿検査用 ノノ ○ 10m．L×12 各22，000 （各レベル別包装）

ライフォチェック
妊娠検査用コントロール血清1，2，3

hcG，ホルモン，　AFP，フェリチン等
ジキトキシン

低・中・高 〃 （5mL×4）×3レベル 55，000

　　　　〃
貧血症コントロール血清

トランスフェリン，フェリチン，ビタミンB12，
プレアルブミン，フリーT4，葉酸，　TSH

〃 3mL×6 15，000 低値異常範囲に調製

　　　　〃
高血圧症マーカーコントロール1，2，3

ACTH，アルドラーゼ，コルチゾール，レニン 低・中・高 〃 （2mL×2）×3レベル 48，000
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リクイチェック
イムノロジーコントロール血清1，2，3

アルブミン，ASO，　CRP，　IgA，　IgM，　RF
など免疫検査一般

〃 〃 各1mL×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　ノノ

リウマチ因子コントロール血清1，2，3 リウマチ因子 正常・やや高値・
高値

〃 各2mL×6 各30，000 〃

　　　ノノ

髄液コントロール1，2
アルブミン，クロール，グルコース，IgA，
IgG，　IgM，乳酸，ナトリウム等

〃 各3mL×6 各16，000 　　　〃
ヒト脳脊髄液

ライフォチェック
全血コントロール1，2，3

シクロスポリン，鉛，葉酸（赤血球中） 低・中・高 〃 各2mL×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　〃
ドラッグフリー血清

薬物濃度検出レベル以下 10mL×12 48，000 検体稀釈用

　　　〃
トキシコロジーネガティブ尿コントロール 毒物・薬物濃度検出レベル以下 〃 28，000 〃

　　　〃
ヘモグロビンA2コントロール1，2

ヘモグロビンA2，　F，　S ○ （1mL×2）×2レベル 80，000 異常ヘモプロビン

　　　ノノ

糖尿病検査コントロール1，2
ヘモグロビンA、，A、c，　F
総糖化ヘモグロビン

左常・異常 〃 （0．5mL×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
血液学16項目用コントロール1，2，3

WBC，　RBC，　HCV，　MCH，ヘマトク
リットなど16項目

低・中・高 〃 （3mL×2）3レベル 20，000

　　　〃
血液学コントロールA，Aプラス，　C，　Cプラス

白血球5分画（機種別）
さらに網赤血球含有

〃 〃 3レベル×4本 15，000

～ 130，000

セット販売レベル別売

ライフォチェック
重金属測定用尿コントロール1，2 重金属，有機溶媒代謝物 低・高 〃 各25mL×10 各35，000 （各レベル別包装）

　　　〃
内分泌コントロール血清1，2

エピネフリン，ノルエピネフリン，ドーパミン 〃 〃 （10mL×6）×2レベル 60，000

リクイチェック
エタノール／アンモニアコントロール1，2 エタノール，アンモニア 低・中・高 〃 各3mL×6 各15，000 〃

ライフォチェック
凝固コントロール1，2，3

PT，　APTT，フィブリノーゲン（レベル1） 〃 〃 1m、乙×12 ノノ 〃

　　　〃
血液ガスコントロール1，2，3

pCO、，　pH，　pO、 〃 〃 各1．7m・L×30 ノノ 〃

血液ガスプラスEコントロール1，2，3 カリウム，ナトリウム，カルシウムイオ
ン，DCO，，　pH．　pO2等

〃 〃 〃 各18，000
過酸化レベルー血液ガスプラスEコン
トロール4￥22，000（各レベル別包装）

　　　　　　　　〃
（グルコースレベル付）

グルコース，カリウム，ナトリウム，カ
ルシウムイオン，pCO2，　pH，　pO2等

〃 〃 〃 各30，000 （各レベル別包装）

血液ガスプラスCo－OXIMETER1，2，3 ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシ
キヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等

〃 〃 〃 各20，000 ノノ

精度管理用プログラム
UNITY－PC

外部・内部精度管理用プログラム

ユニ　テ　ィ　　〃

UNITY－POST
〃

ライフォチェックイムノアッセイ
TMJコントロール血清

イムノアッセイプラスコントロールにCA19－9，　CA－125，

CAI5－3，シフラ，虚ミクログロブリンを添加したもの 低・高 ○ （3mL×3）×2レベル 39，000

ライフォチェック
神経芽細胞腫検査用尿コントロール1，2

VMA，　HVA，　VLA，5－HIAA，クレアチニン 〃 〃 （10mL×5）2レベル 40，000

ライフォチェックヘモグロビン
Alcリニアリティセット

ヘモグロビンAlc測定の直線性の確認用 4濃度 〃 0．5mL×4レベル 25，000

リクイチェック血清揮発性成分測定
用コントロール1，2

アセトン，エチレングリコールなどの揮
発成分測定用

低・高 ○ 5mL×6 35，000

ライフォチェク骨代謝マーカー尿コ
ントロール1，2

骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用 〃 〃 （2mL×3）×2レベル 80，000

リクイチェック赤血球沈降速度測定
用コントロール1，2

血沈測定用 正常・異常 〃 9mL×4 46，000 レベル別売

　　　〃　　　網赤血球コントロー
ル1・2・3

網赤血球のカウント用 低・中・高 ノノ

1mL×4 25，000 〃

　　　〃　　　ホモシスティンコン
トロール1，2

ホモシスティン測定用 低・高 ノノ （1mL×3）×2レベル 30，000

TDM　EQAS（12　ANALYTES）
外部精度管理プログラム付き
TDMコントロール

12種類 × 5mL×12 135，000 2週間サイクル



96 〃　　　（25ANALYTES）
；

〃 〃 〃 210，000 〃

IMMUNOASSAY　EQAS　1 　　　　　　　〃
イムノアッセイコントロール

〃 〃 〃 136，000 ノノ

〃　　　　　　　2 〃 〃 〃 〃 155，000 ノノ

〃　　　　　　　3 ノノ ノノ 〃 1mL×12 131，000 〃

〃　　　　　　　4 ノノ 〃 〃 〃 121，000 〃

CHEM　EQAS（17　ANALYTES） 　　　　　　　〃
生化学コントロール

〃 〃 5mL×12 137，000 〃

〃　　　　（35ANALYTES） 〃 〃 ノノ 〃 165，000 〃

リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール 盟瓢鋼も藩罐、蹄鷹・部瓢蕊SSB，　Anti－Io－1、　Anti－Scl－70、　Anti－ds－DNA 0．5mL×2
　〃　　3
　〃　　4

近日発売

リクイチェックToRCHプラス
コントロール

トキソプラズマ，風疹，サイトメガロウイルス，ヘルペス，

ピロリ，水痘，EB，トリポネ，マパリーダム抗体など
陰性・弱陽性
陽性

○ 3mL×3
30，000～
50，000

レベル別売

日本ビオメリュー（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ベリハイリファレンス 血液凝固検査用標準血漿 正常 ○ 1．OmL×10 13，000 WHO標準血漿に基づく表示値設定

MDA用
　ベリハイリファレンス

〃 〃 〃 1．2mL×20 41，600 （MDA一専用試薬）

ベリハイ1 血液凝固検査用コントロール血漿 〃 × 1．OmL×10 10，000

MDA用
　ベリハイ1

〃 〃 〃 1．2mL×20 32，600 （MDA一専用試薬）

ベリハイ2 〃 異常 〃 1．OmL×10 10，000

MDA用
　ベリハイ2

〃 〃 〃 1．2mL×20 32，000 （MDA一専用試薬）

ベリハイ3 〃 〃 〃 1．OmL×10 10，000

MDA用
　ベリハイ3

ノノ 〃 〃 1．2mL×20 32，000 （MDA一専用試薬）

MDA用
　ベリカルセット

血液凝固検査用較正標準血漿 3レベル ○ 1．2m、乙×9 21，600 （　　　〃　　）

ブラッドG．A．S．コントロール 血液ガス，電解質測定コントール物質 〃 〃 30アンプル 23，000

〃　　　　　コントロールレベルIV 〃 高酸素加 〃 10アンプル 12，000

バイエルメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

TEST　pointリガンドコントロール ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目 2濃度 ○ 5mL×2 29，000



〃　　　　ケミストリーコントロール1 生化学，電解質37項目 正常 〃 10mL×12 25，100

〃　　　　ケミストリーコントロール2 〃 異常 〃 〃 〃

リガンドプラスコントロール ホルモンなど24項目 3濃度 〃 5mL×15 50，000

腫瘍マーカーコントロール 腫瘍マーカ7項目 2濃度 〃 2mL×6
ノノ

ベックマン・コールター（株）
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

デシジョンレベル1 生化学一般 正常域（低レベル） ○ 20mL×4 一 15～20℃保存．液状で凍結しません．

安定で経済的です．プラボトル入り．

〃　　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　3 ノノ 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　マルチレベル 〃 レベル1，2，3 〃 20mL×2×3
レベノレ

〃

トライアドレベル1 〃 正常域（低レベル） × 20mL×10 〃

〃　　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　3 〃 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2mL×6
ノノ

〃　　アブノーマル 〃 A／G比異常パターン 〃 〃 ノノ

アルチメイトーDレベル1 総／直ビリルビン測定用 低濃度域 〃 3mL×10
一 15～20℃で保存．液状で凍結しませ
ん．安定で経済的です．アンプル入り．

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　4 〃 異常高　〃 〃 ノノ 〃

アルチメイトビリルビン
キャリブレータC4

総ビリルビン測定用キャリブレータ
4mg／dL前後の総ビリルビンレベル

〃 2mZ．×10 NISTスタンダードで検定済み

ノノ〃　　　C8
〃 8mg／dL　〃 〃 〃 ノノ

ノノ〃　　　　C20
〃 20mg／dL　〃 〃 ノノ

一
15～20℃で保在液状で凍結しません安定で経済的で

仁アンプル入り．NISTスタンダードで検定済み

ビジルProteinコントロールレベル1 血漿蛋白 低濃度域 〃 5mL×4
一
15～2〔rcで保在液状で凍結しません．安

定で経済的です，プラボトル入り．

〃　　　　　　　　2 〃 中　〃 ノノ 〃 〃

〃　　　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

ビジルSerologyレベル1 CRP，　ASO，　RF測定用 低　〃 〃 5mL×3
ノノ

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃



98 〃　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

ビジルTDMコントロールレベル1 ジゴキシン，てんかん薬など測定用 低　〃 〃 3mL×3 〃

〃　　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

ビジル脂質コントロールレベル1 コレステロール，トリグリセライド，
HDL－C，リボ蛋白

低　〃 〃 4mL×4 一
15～－20℃で凍結保存．2～8℃で60日間安定．

〃　　　　　　　　2 正常〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　3 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　4 高　〃 〃 〃 〃

（株）三菱化学ヤトロン

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イアトロセーラCC－1 酵素，脂質，電解質，CRP，他 低濃度 ○ 5mL用x10 15，000

〃　　　CC－II 〃 高濃度 ノノ 〃 ノノ

〃　　　IM－1 免疫・血清 正常 ノノ 2mL用×4 18，400

〃　　　IM－II ノノ 異常 〃 〃 〃

〃　　　THレベル1 凝固・線溶マーカー 正常 〃 0．5mL用×6 12，000

〃　　　THレベルII 〃 異常 〃 〃 ノノ

CON6 ホルモン，他 低・中・高濃度 ノノ 6mL×2×3濃度 20，000 米国・DPC社製

ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

HbAlcコントロールN「ロシュ」
0．5mL用

HbAlc 正常 ○ 0．5mL用×4

ノノ 異常 〃 ノノ

和光純薬工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状コントロール血清1ワコー 生化学 正常 ○ 5mL×10



〃　　　　　IIワコー ノノ 異常 ノノ 〃

コントロール血清1ワコー／B 〃 正常 〃 5肌L用×10

〃　　　　　IIワコー／B 〃 異常 〃 〃

LYPHOCHEK－IAプラス ホルモン・腫瘍マーカー 3濃度 〃 5mL×12

LYPHOCHEK
腫瘍マーカーコントロール

腫瘍マーカー 2濃度 〃 2mL×6

免疫コントロール1ワコー 血漿蛋白 正常 〃 2mL×4

〃　　　　IIワコー ノノ 異常 ノノ 〃

ドライヘマト
血液凝固コントロール血漿レベル1

PT，　APTT，　Fib，　TB 正常 〃 0．5mL用×10

〃　　　　　　　レベル2 ノノ 中等度異常 〃 〃

〃　　　　　　レベル3 〃 高等度異常 〃 〃

LYPHOCHEK
定量用尿コントロールノーマル（1） 尿 正常 〃 10mL用×12

〃　〃　　　アブノーマル（2） 〃 異常 〃 〃
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102 今アークレイ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒601－8045京都市南区東九条西明田町57

設立年月日 昭和38年9月26日

資　本　金 7億9，300万円

代表者名 土井　茂

従業員数 194名　＊グループ企業全体665名

E－ma　l
URL（ホームページ） http：／／www．arkray．co．jp

工場所在地 〒520－3306：滋賀県甲賀郡甲南町柑子梅田1480㈱アークレイファクトリー

TEL：0748－86－6833 FAX　O748－86－6898

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 アークレイマーケティング株式会社

TEL：075－672－6386　　FAX　O75－671－8289

〔展示主要商品〕

全自動尿成分定量分析装置／オーションマスターTM　UM－3410

特長：尿定量項目専用の全自動分析装置。167テスト／時の高速測定，検査

前処理の自動化などで検査効率の向上を実現します。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査システム

・ オーションマスターTM　UM－3410

・ オーションジェットTM　AJ－4270

0糖尿病検査システム
・ アダムスマスターTM　DM－3310
・ グルコースオートアンドスタットTM　GA－1150

0簡易検査システム
・ スポットケムTMEZ
・ スポットケムTMBC
・ スポットケムTMIM
・ ポケットケムTMUA

O浸透圧検査システム
・ オズモスタットTM

SP－4430

SB－1410

SI－3510

PU－4210

・ オーションマックスTM　　AX－4280

・ オーションミニTM　　AM－4290

・ アダムスTMAlc　　　HA－8160
・ アダムスTMグルコースGA－1170

・ スポットケムTMEL　　SE－1520
・ スポットケムTMバイダス　SV－5010

・ ポケットケムTMBA　　PA－4130
・ ラクテート・プロTM　LT－1710

OM－6040　・オズモステーションTM　OM－6050

アイエスケー株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒ll3－0034東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日 昭和37年7月5日

資　本　金 2，000万円

代表者名 中島洋一

従業員数 25名

E－ma　l yes＠isk－tokyo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．isk－tokyo．co．jp

工場所在地 〒120－0003足立区東和3－5－4

TEL：03－3620－1003

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－3812－0191　　FAX　O3－3812－9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA　Neo

特長：●血球成分存在のまま，in　vivoにより近い条件下で測定できます。

●全血0．8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値

を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・ 看護用品
・ 介護用品

・ 集団検診用品
・ 臨床検査用品



103

、臨盟鵠曲nアイ・エル・ジャパン株式会社

〒105－0013東京都港区浜松町2－2－15浜松町ゼネラルビル

設立年月日 平成14年7月22日

資　本　金 4，000万円

代表者名 田中清一

従業員数
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 クリティカルケアー

TEL：03－3437　6350　　FAX　O3－3437－6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEMプレミア3000

特長：電極及び流体系に触れる事なく3週間にたった1度カートリッジを

交換するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガスからラクテー

トまで，臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

・ GEMOPL　CO一オキシメーター
・ チケットプリンター
・ 精度管理溶液

・ 測定用カートリッジ

アイテック阪神株式会社
〒553－0001大阪市福島区海老江1－1－31

設立年月日 昭和62年7月1日

資　本　金 2億円

代表者名 河原伸吉

従業員数 447名

E－mail
URL（ホームページ） http／／www．itec．hanshin．co．jp／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 医療営業部

識i露ill 5677－1490／大阪：06－64565223
3615　5066／大阪：06－6456－5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査自動化システム／MELAS－i

特長：MELAS－iは，あらゆる業務にスムーズに対応するクライアント／

サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査自動化システム「MELAS－i」

　・ルーチン（生化学，血清，血液，尿一般）系システム

　・細菌検査サブシステム

　・輸血検査サブシステム

　・生理検査サブシステム

■病理診断支援システム「Path　Mate」

■検査結果参照Webサーバシステム

■健康管理システム「TOHMAS－i」

　・総合健診システム

　・フォローアップシステム
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株式会社アイディエス
　　　　　〒862－0938熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日 1987年11月

資　本　金 5，000万円

代表者名 伊藤照明

従業員数 161名

E－mail ids＠idsma．com
URL（ホームページ） http：／／www．idsma．com

工場所在地 〒862－0938：熊本市長嶺東8－14－30

TEL：096－380－4225

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：096－380－4225　　FAX：096－389－2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／IDS－2000PLUS

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓

抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システム

ユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　lDS－880　1DS－780シリーズ

・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。

●小型検体前処理装置　lDS－2000シリーズ
・ 従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース前処理装置。

●検体前処理小型システム
・ 限られたスペースで，検査業務を自動化する前処理システム。

●分注チップ整列装置　AT－4000シリーズ
・ 検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。

●サンプルチューブ整列装置　ATF－3000シリーズ
・ 検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。

●採血管ナンバリング装置　SNSシリーズ
・ 検体受付業務を自動化する装置。

●検体自走車　・搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した，人の動

　線を確保できる搬送装置。

アジア器材株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒194－0022町田市森野2－27－12

設立年月日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　岩佐和彦

従業員数 50名

E－mail info＠ajiakizai．co．jp．　パスワードajik－10

URL（ホームページ）

工場所在地 〒229－1124：相模原市田名49

TEL：042－762－2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社営業部

TEL：042－723－4670　　FAX：042－728－0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験

管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。ま

た，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種

○試験管類　各種

○スポイト類　各種

○喀タン処理器　各種

○検査コップ　各種

○マイクロピペット及び自動分注機用チップ各種

○オートクレープ滅菌処理用バッグ

○病理用カセット（バリ取り作業が要らない）

○キャップレス試験管立

○キャップレス・サンプルカップ立
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⇒　株式会社アズウェル
　　　　　　　　　　　　〒540－8575大阪市中央区石町2－2－9

設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　金 84億7，000万円

代表者名 横井　太

従業員数 3，898名

E－mail info＠azwell．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．azwell．co．jp／

工場所在地 〒709－4321　岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868－38－5341

研究所所在地 〒567－0806茨木市庄2－24－3

TEL：0726－22－4941　　FAX　O726－24－5302

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業推進部

TEL：06－6941－0308　　FAX　O6－6941－4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS－1000

特長：○便中ヒトヘモグロビンの精密測定　○自動希釈機能　○軽量，コ

ンパクトで高速処理（200検体／時間）　○キャリーオーバー排除　○検体

の随時追加が可能　○反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　○生化学検査用

　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品

　○免疫血清検査用

　○免疫学的便潜血用

　OPOCT試薬：感染症関連製品，尿中HCG
　O血液検査用：血色素検査用製品

○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品

○臨床検査機械・器具器材

　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1

　0フィンピペットシステム

　○尿沈渣プレート，アズウェルディスポ製品

日アボット ジャパン株式会社
〒106－8535東京都港区六本木1－9－9

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，646万円

代表者名 ジェラルド・リマ

従業員数 約2，000名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．abbott．co．jp

工場所在地 〒270－2214：松戸市松飛台278

TEL：047－385－2211

研究所所在地 〒270－2231：松戸市稔台344

TEL：047－362－2177

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL：0120－031441 FAX
〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／

ARCHITECTアナライザーi2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。

1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど

多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査

　「AxSYM　アナライザs－一一一」「ARCHITECT　アナライザーi2000」

　「ARCHITECTアナライザーi2000SR」「IMxアナライザー」「TDxア
　ナライザー」「TDx　FLxアナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ

　（1）セルダイン4000　（2）セルダイン3700　（3）セルダイン3200

　（4）セルダイン1700　（5）セルダインSMS

■簡易測定シリーズ

　メディセンス　エキストラ（血糖自己測定器），イージーセンス（血糖

　自己測定器），ソフタック（血糖自己測定器）
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　　　ALOKAアロカ株式会社
〒181－8622三鷹市牟礼6－22－1

己叩Qpe株式会社アンペール
　　　　　　　〒160－0023東京都新宿区西新宿7－5－3斎藤ビル

設立年月日 1950年1月20日 設立年月日 1971年10月7日

資　本　金 64億円（2002年3月31日現在） 資　本　金 2億100万円

代表者名 取締役社長　吉川義博 代表者名 草梛高志

従業員数 1，058名（2002年3月現在） 従業員数 70名

E－mail cle－sle2＠am．aloka．co．jp E－mail kusanagi＠ampere．co．jp　sales1＠ampere．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．aloka．co．jp URL（ホームページ） www．ampere．co．jp

工場所在地 〒 工場所在地 〒309－1703　茨城県西茨城郡友部町鯉淵6612－49

TEL： TEL：0296－77－6188

研究所所在地 〒 研究所所在地 〒

TEL： TEL：
商品間合せ先 担当部門 医用分析システム営業部 商品間合せ先 担当部門 営業1部

TEL：0422－45－5502　　FAX　O422－45－7751 TEL：03－5330－6801　　FAX　O3－5330－7027

担当部門 バイオサイエンス部 〔展示主要商品〕

TEL：0422－45　5132　　FAX　O422－45－7751

〔展示主要商品〕
自動分注装置／TPS－384／96／24

検体前処理システム／免疫反応測定装置／バイオ関連装置

特長：検体受付時の煩雑な分注処理を自動で行う，バーコード対応の検体

前処理システムを中心に展示します。これらのシステムは大規模～中小規

模の検査施設の検査室向けに，自動分析装置などと組み合わせて自由に構

築できる検体前処理システムで，検体処理工程の大幅な効率化に役立ちま
す。

　更に，近年ますます研究が盛んになっているバイオテクノロジー分野関

連で，新しい各種遺伝子解析・前処理装置を展示します。

特長：TPSシリーズは，コンパクトで使いやすいマイクロプレート自動

分注装置。ESPチップを採用しており，低トルクでの自動チップ交換を

実現。統合システムに組込みやすい，オープンなプラットフォームです。

〔取扱い商品〕

マルチチャンネル自動分注装置

マルチチャンネル溶媒乾燥装置

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置
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MB■J株式会社医学生物学研究所

〒460－0002名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 22億2，860万円

代表者名 西田克彦

従業員数 179名

E　maiI info＠mbl．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．mbl．co．jp

工場所在地 〒396－OOO2　伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL　O265－76　1777

研究所所在地 〒396－0002　伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL　O265　76－1777

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O52－971－2083　　FAX　O52－950－1073

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫性甲状腺疾患検査試薬（抗サイログロブリン抗体，抗甲状

腺ペルオキシターゼ抗体），抗皮膚抗体検査試薬（抗デスモグレイン1抗

体，抗デスモグレイン3抗体）全自動ELISA測定装置（phDシステム）。
〔取扱い商品〕

機器
・ 細胞診　Prepstain　Slide　Processor，　PrepMate

・ 遠隔医療支援システム　Doctor　T
・ 全自動ELISA測定装置　phDシステム
臨床検査試薬

・ IF法ANA，抗DNA，抗セントロメア，　AMA／ASMA，　ANCA
・ ELISA法ANA，抗ds／ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミト
　コンドリアM2，抗カルジオリピン，　RF，ヘリコバクター・ピロリ，

　抗LKM－1，　MMP－3，　ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗
　体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペル

　オキシターゼ
・ 免疫比濁法試薬　「TAC－2，　TAC－3，　TAC－4，　TAC－Lテスト」各種

　血漿蛋白などに対応
・ 病理染色　フローサイトメトリー用など各種

株式会社工イアンドティー

〒220－0005横浜市西区南幸2－20－5東伸24ビル

設立年月日 1978年5月25日

資　本　金 4億3，761万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 322名

E－mail info＠alice．aandt．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．aandt．co．jp／

工場所在地 〒023－1101　江刺市岩谷堂字松長根63－2

TEL　O197－35－0005

研究所所在地 〒252－0816　藤沢市遠藤2023－1

TEL　O466－86－8660

商品間合せ先 担当部門 営業ユニット

TEL　O45－317－1253　　FAX　O45－317－1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLlNILOG

臨床検査情報システム／CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム　　：CLINILOG

総合臨床検査情報システム　：CLINILAN　Series

臨床検査情報ブラウザ　　　：CLINIWeb

検査室管理支援システム　　：CLINILAN　LM

個別検体データ検証システム：CLINIEEL　Server

自動分析装置　　　　　　　　：502X

電解質分析装置　　　　　　：EAO6T／R，　EAO7

グルコース分析装置　　　　：GAO3T／R，　GAO4，　GAO5

尿中有形成分分析装置　　　：UMO1

血液凝固分析装置　　　　　：CGO1

血球計数装置　　　　　　　：PENTRAシリーズ

液状安定化試薬　　　　　　：ラボサーチシリーズ，オラッセイ21シリー

　　　　　　　　　　　　　　ズ，イムノティクルスオートシリーズ

血液凝固分析装置専用試薬　：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。



1°8 ④栄研化学株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3－8408東京都文京区本郷1－33－8

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　　金　　　68億9，700万円

代表者名　’　黒住忠夫

従業員数　 668名

E　mall webmaster＠eiken．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eiken．co．jp

工場所在地 〒329－0114　栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL　O280－56－1221

研究所所在地 〒329－0114　栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－一　56－1221　　FAX　O280－56－0443

商品間合せ先　　担当部門 営業管理部

TEL：03　3634　2311　　FAX　O3　3634－2256

〔展示主要商品〕

便潜血全自動免疫化学分析装置／OCセンサーneo

特長：OCセンサーシリーズの新たな世紀にスタートする次世代のneo誕

生。①サンプルカップー体型専用採便容器とノズル分注の組み合せによ

り，フルオートの高精度測定を実現②ディスクトップで250検体／h，多

くの施設で使用可能な余裕の高速処理能力

全自動尿分析装置／US－3100R

特長：高性能のまま小型化。USシリーズのノウハウを結集した，カラー

CCDセンサ画像解析システム。①ノズルタイプで1時間あたり250検体の

高速処理②外来，入院や健診，ドックなどの検体を分けずに測定可能③

ウロペーパー（専用試験紙）の豊富なバリエーションの中から選択

全自動化学発光酵素免疫測定装置／ルミスポットLS－2000

特長：HCV抗原の定量では，これまでにないフェムトテクノロジーの世

界を構築。①20分の迅速測定②最大8項目のランダムアクセス③最大

100テスト／時の処理能力④検量線はカードで簡単登録⑤試薬・キャリブ

レータは自動溶解イージーセッティング⑥試薬はバーコードによる残

数・ロット管理⑦検体バーコード対応可能⑧検体搬送システムに接続可

能

〃tu”1エムシーメデイカル株式会社
M　c　M　E　D　　c　A　t

〒160－8355東京都新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビル11F

設立年月日 平成元年10月16日

資　本　金 6億円

代表者名 山本一

従業員数 152名

E－mail
URL（ホームページ） www．mcmed．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 DSI事業部

TEL　O3－5330－7863　　FAX　O3－5330－0499

〔展示主要商品〕

VES－30／WBAアナライザー

特長：VES－30：ESR　1時間値を10分，2時間値を15分で測定できます。

　　　WBAアナライザー：全血1mLで血小板凝集能を測定できます。
〔取扱い商品〕

電解質分析装置：NOVA　CRTシリーズ
血液ガス分析装置：スタットプロファイルフォックス

血液凝固測定装置：KCシリーズ

赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ

血小板凝集能測定装置：WBAアナライザー，ヘマトレーサー

POC機器：ニコカードリーダーII，ニコカードHbAl，，　CRP

エム・シー・メディカルは特徴のある商品を提供し，医療に貢献します。
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繊大塚製薬株式会社
　　　　　　　　　　　〒101－8535東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日 1964年8月10日

資　本　金　　60億円

代表者名　 樋口達夫

従業員数　5，224名

E－mail
URL（ホームページ）　　http：／／www．otsuka．co．jp／

工場所在地　　〒

TEL：

研究所所在地　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 くすり相談室

TEL：03－3292－0021　　FAX：

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT－lR300，

uBiT－lR専用オートサンプラー／uBiT－Aslo

特長：簡便な操作性，迅速な測定，優れたコストパフォーマンスを求めて

開発された呼気中i3CO，分析装置です。コンパクトな設計により，ベット

サイドにも設置可能です。

〔取扱い商品〕

H．砂10ガ感染診断試薬

①「ウリネリザH．ピロリ抗体」

　随時尿を検体として，H．砂10万感染のスクリーニングが可能，血清分

　離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実施（ELISA法）

②「ラビランH．ピロリ抗体」

　わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」

　短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

牢・rth・－Cli・ical　Di・g…ti・・

　　　　　・S・e・…”・S・bU・”・。mpany

　　　〒135－0016東京都江東区東陽6－3－2 イースト21タワー

設立年月日 1981年3月

資　本　金　　10億円

代表者名　　寺岡国一

従業員数　200名
E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．ocd．co．jp

工場所在地
研究所所在地

商品間合せ先 担当部門　テクニカルサービスセンターTEL：0120－03－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス950，ビトロス250，ビトロスECi，　HCV抗原検査，オートビュ

ー，BTD5，カセットディスペンサーCDmini

〔取扱い商品〕

乾式全自動臨床化学分析装置：ビトロス950，ビトロス250／多層フィルム

式ドライケミストリー機器で，生化学の検査で使用。微量な検体量で高度

なデータが得られ，ルーチン検査，緊急検査に最適。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロスECi／化学発光の全自動測定機

器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機

能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能。

感染症検査関連製品／各種フォーマットによるC型肝炎ウイルスの抗体，

抗原の検出をはじめ，B型肝炎，大腸菌0157など感染症の診断，治療モ

ニタリングが可能。

全自動輸血検査システム：オートビュー／日本語ソフトによる簡単操作を

実現した信頼のWalkAway全自動システム。輸血検査に関わる幅広い項

目を測定でき，高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現。

小型自動分注器：カセットディスペンサーCDmini／バイオビューカセッ

ト（輸血検査用試薬：カラム凝集法）専用の小型分注機で，小スペースの

本体にタイマー付き恒温槽を付属，1台二役の機器です。検査モードを選

択するだけで，血球浮遊液作成等，全ての分注を確実に実施。夜間帯，オ

ー トビューのバックアップなど様々な運用に適し，簡単な操作でどなたで

も使用が可能。
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株式会社オービーシステム
〒559－0031大阪市住之江区南港東8－2－19

設立年月日 1972年8月25日

資　本　　金　’　7，475万円

代表者名 山田　孝

従業員数 384名

E　mall CLip＠obs．co．jp

URL（ホームページ〉 http：／／www．obs．co．jp

工場所在地’　〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 システムソリューション第2本部

TEL：06　6612　8878　　FAX　O6－6612－8854

〔展示主要商品〕

臨床検査システム　臨床検査システムCLip

特長：豊富なユーザーカスタマイズ機能

　　　進化し続けるシステム

　　　操作性を追求

〔取扱い商品〕

臨床検査システム

健診システム

Wed結果参照システム

病理システム

細菌システム

画像ファイリング

　　システム

生理システム

CLip

CLip－MEX
CLip－Web

CLip－PTH
CLip－BCT
CLip－AiA

CLip－PRS

株式会社オムコ医研
〒536－OOO4大阪市城東区今福西5－6－13

設立年月日 昭和51年8月

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　上滝元

従業員数 18名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 特販部一課

TEL：06－6934－8111　　FAX：06－6934－8115

〔展示主要商品〕

リハビリ用マッサージ機／SM－8000はだし健山

特長：足の裏はツボの宝庫です。砂利道ウオーキングの効果で，血行促進

が実感できます。軽くてどこでも使えます。身体全身に使えます。

ぜひ一度お試し下さい。
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Ecological］y　Clean

オルガノ株式会社
〒136－8631東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日 昭和21年5月1日

資　本　金 82億2，549万円

代表者名 取締役社長　傳田　正彦

従業員数 730名

E－mall kiki－1＠organo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．organo．co．jp／kiki／

工場所在地 〒300－2646　つくば市緑ヶ原2－3

TEL　O298－47　8381

研究所所在地 〒335－0015戸田市川岸1－4－9

TEL　O48－446－1881　　FAX
商品間合せ先 担当部門 機器事業部

TEL　O3－5635－5191　　FAX　O3－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライトPRO－0100

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水製造装置です。

送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚

で扱える手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「ピューリックMX　II」キャビネットタイ

プ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「G

シリーズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサー

ク」「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」

「SAAシリーズ」ホモジナイザー「ストマッカー」ATP測定器「OR－

100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ1カップ式自販機用浄水

器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロボア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置

　　　　水処理薬品　イオン交換樹脂　など

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社
〒163－0914東京都新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス

設立年月日 1919年（大正8年）10月12日

資　本　金 408億3，200万円（2002年3月末日現在）

代表者名 代表取締役社長　菊川　剛

従業員数 4，847名（2002年3月末日現在）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．olympus．co．jp

工場所在地 〒411－0943　．　静岡県駿東郡長泉町下土狩128三島オリンパス㈱

TEL　O559　73　1311

研究所所在地 〒192－8512　八王子市久保山町2－3

TEL　O426－91　7111

商品間合せ先 担当部門 オリンパス光学工業㈱　分析機国内営業部

TEL　O3－3340－2237　　FAX　O3－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる2つの条

件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコス

トパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，　AU2700，　AU640，　AU400

自動電気泳動装置：AES320，　AES630

自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180

輸血検査用システム：ID－Gelstation，　ID－Micro　Typing　System

臨床検査システム：OLCOS600

0LCOS輸血システム
OLCOS同定支援システム
在庫管理サポート

患者照合システム：Nursing　Pass



112 K1e株式会社力イノス
　　　　　　　　　　　　　〒川3－0033東京都文京区本郷2　－38－18

設立年月日　’　昭和50年5月1日

資　本　　金　’　8億3，141万円

代表者名 中村利通

従業員数 140名

E－－mall　．
URL（ホームページ） http：／／www．　kainos．　co．　jp

工場所在地’　〒309－1635笠間市稲田字弥六内3－5笠間西工業団地

TEL　O296－74　4811　　FAX　O296－74－4871

研究所所在地 〒414－0055伊東市岡字旭1274－7

TEL　O557　36　9155　　FAX　O557－36－9157

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－－3816－4480　　FAX　O3－3816－6544

〔展示主要商品〕

全自動ELISIAシステム「MAGO　PIus」

特長：最大4プレート設置可能，検体希釈分注機能有り，液面感知機能有

り，他

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートシリーズ，各種自動分析装置用カイ

　　ノスオートシV一ズ，1，5AG測定試薬他

2．EIA試薬／クオルタスシリーズ　ELISA試薬／PLATEIAカイノス

3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異IgE

　　測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb（クラミジアトラコマチス

　　IgA，　IgG測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモ

　　ニエIgA，　IgG測定試薬）セラテスタム梅毒

4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，　Rh，その他）

　　クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他

5．輸血管理システム

6．遺伝子検査／NASBA増幅試薬，コスモアイ（電動泳動），

　　DNAチップ，　RNAチップ，　ULTRASPEC　RNA（RNA抽出液）
7．機器／QUARTUS　Immunocube（EIA），　MAGO　PIus（ELISA）

e：e：e協和メデックス株式会社
　KYOWA　　　　　　　　　　　　　〒104－0042東京都中央区入船2－1－1

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 所　洋

従業員数 291名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．kyowamx．co．jp

工場所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600　1

TEL　O55－988　6000　　FAX　O55－988－6005

研究所所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600　1

TEL　O55－988－6018　　FAX　O55－988－6020

商品間合せ先 担当部門 営業本部・営業部

TEL　O3－3297－8103　　FAX　O3　3297－8114

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレート化学発光分析装置／AP－96c（BNP・トロポニンーT）

特長：少数検体でも経済的に，高感度にラボの理想を実現するケミルミア

ナライザーです。

　96以下の少数検体にも柔軟に対応・省スペース，コンパクト設計
・ 高速，高精度な全自動測定を実現・最大12試薬の設置ができ，3項目同

　時測定が可能・大型機並の多機能を装備しています。

　BNP・トロポニンーTが専用試薬で発売中です。

〔取扱い商品〕

1．液状タイプ生化学検査試薬

　脂質・含窒素等測定試薬

　（TC，　TG，　HDL－C，　LDL－C，　TG，　UA，　UN，　CRE等）

2．自動免疫測定装置

　DM－JACK，　DM－JACKII（糖尿病検査項目自動分析装置）

　HM－JACK（便中ヒトヘモグロビン自動分析装置）

　AP960，　AP96（全自動マイクロプレートEIAシステム）

　AP96C（全自動マイクロプレート化学発光分析装置）

3．自動免疫組織染色装置　（OptiMax・i6000）

4．BBI社・感染症関連液状管理血清

　ACCURUNシリーズ・TQSトータルクオリティシステム



κL屡07Z1 久保田商事株式会社
　　　　〒目3－0033東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日 昭和37年3月12日

資　本　金 5，000万円

代表者名 久保田史彦

従業員数
E－mail sales＠kubotacorp．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kubotacorp．co．jp／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3815－1331　　FAX　O3　3814－2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930

　　　特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えま

　　　す。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラス1］の安全キャ

　　　ビネットがセットできます。（オプション）

　　　〔取扱い商品〕

　　　KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売
　　　　と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。

　　　遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます

　　　多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

　　　取り扱い商品は，下記のとおりです。

　　　高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバー

　　　サル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小

　　　型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心

　　　機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各

　　　種，その他の理化学機器
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怠　　　　⊂LINIQA，M　CLINIQA　Corporation

　　　　　　　　　　　　I432　South　Mission　Road　Fallbrook，　CA92028

設立年月日 1974年

資　本　金

代表者名 Granger　Haugh

従業員数
E－mail jlanUza＠Cliniqa．COm

URL（ホームページ） Www．Cliniqa．COm

工場所在地 774North　Twin　Oaks　Valley　Road，　Suite　C　San　Marcos，　CA92069

TEL　760　744　1900　　FAX　760－941　9593

研究所所在地 同上

同上

商品間合せ先 担当部門 Global　Sales　Director　Controls

TEL：800－728－5205　　FAX　760－728－2902

日本代理店 ㈱ベリタス営業販売部／技術営業部

TEL：03－3593　3211　　FAX：03－3593　3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor　Marker　Control／Cardiac　Marker　Control

特長：1．2～8°C保存で24ケ月安定な液状品

　　　2．マルチコントロール
〔取扱い商品〕

1．Immunology　Control

　　　　測定項目：23項目，3濃度

2．Tumor　Marker　Control

　　　　測定項目：14項目，3濃度

3．Cardiac　Marker　Control

　　　　測定項目：6項目，3濃度

4．hCG　Contro1

　　　　測定項目：hCG，3濃度

5．hs－CRP　Control

　　　　測定項目：hs－CRP，3濃度

6．Combined　Apo　AI／Apo　B　Controls

　　　　測定項目：Apo　AI／Apo　B，3濃度
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　　　　　　　　　　　　　　　　　〒460－8625名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日 昭和14年11月

資　本　金 38億4，000万円

代表者名 三輪芳弘

従業員数 2，100名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒431－2103　浜松市新都田1－3－1

TEL：053　428　5711　　FAX　O53－428－5719

研究所所在地 〒305－0856　つくば市観音台1－25－5

TEL：0298－36－4611　　FAX　O298　36　4609

商品間合せ先 担当部門 生体機器営業課

TEL：03－3279－7514　　FAX　O3－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA－20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。

　　　2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。

　　　3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。

　　　　　　小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。

　　　4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA－200

高感度混入白血球計数装置　LD－2000　system

8チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置

細胞マイクロレオロジー測定装置　MCFAN

株式会社コスモテック
〒101－0032東京都千代田区岩本町1－3－9

設立年月日 昭和62年12月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 前田義雄

従業員数 13名

E－mall info＠cosmo－t．com

URL（ホームページ） http：／／www．cosmo－t．com／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5687－5787　　FAX　O3－5687－5980

〔展示主要商品〕

ビステック20311／ピペッティング方式分注・希釈・撹拝装置／BIST　EQUE203　11

特長：384／96ウェルプレートを使用した検査，研究で行われる分注，希

釈，撹拝，トランスファーといった作業を1台で行います。ディスポーザ

ブルチップ自動交換方式により，キャリーオーバー，コンタミネーション

の心配はありません。クリーンベンチ内にも設置可能です。

〔取扱い商品〕

■1536／384／96ウェル同時分注・希釈自動化装置　　　　　HTStation　50011

■1536／384／96ウェル同時自動分注装置　　　　　　　HTStation　1200

■チップ自動交換方式1536／384／96ウェル同時自動分注装置　　　　HTStation　800

■チップ自動交換方式1536／384／96ウェル同時自動分注装置　　　　HTStation　500

■ピペッティング方式分注・希釈・撹拝装置　　　　BISTEQUE　20311

■1536／384／96ウェル対応lchピッキング装置　　　　ピッキング装置

■1536／384ウェル連続分注装置　　　　　　　　　　HTStation　102

■質量分析前処理装置　　　　　　　　　　　　　　Single　Station　107

■自動連続処理プレートシーラー　　　　　　　　　HTSealer　2100

■384／96ウェル対応プレートウォッシャー　　　　　CELTEQUE　802

■自動高速処理用スタッカー　　　　　　　　　　　HTStacker　250
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⑪小林記垂鷹熟鷲15
設立年月日 昭和21年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 小林祥浩

従業員数 1，600名

E－ma　　1 iryou＠kobayashikk．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kobayashikk．cojp／iryo／IRYO＿MAIN．htm

工場所在地 〒448－8656：刈谷市小垣江町北高根115

TEL：0566－26－5310

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 医療事業部

TEL：052－222－3121　　FAX　O52－222－7135

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres

特長：採血管オートラベラーに採血台をドッキング。新しいコンセプトの

採血管準備装置です。採血業務をより正確・安全に行うための仕組みを追

求した採血作業者や患者さんにとってやさしいシステムをご提案します。

〔取扱い商品〕

1．システム開発

　　・臨床検査システム　SIMS

　　・検査報告照会システム　TRAS

　　・バーコードラベル発行システム

　　・移動健診支援システム

　　・EAN128バーコード発行システム

2．臨床検査自動化システム対応各種装置

　　・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，　ipシリーズ

　　・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ

　　・採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種

　　カード，医療用記録紙

AsyAaTVt“株式会社サトー
　　　　　　　　　　　　〒150－0013東京都渋谷区恵比寿4－9－10

設立年月日 昭和26年5月16日

資　本　金 47億5，370万円

代表者名 藤田東久夫

従業員数 2，189名（2003年3月連結）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．sato．co．jp

工場所在地 〒024－OIO2北上市北工業団地1－25

TEL：0197f6－4801
研究所所在地 〒330－0852　さいたま市大宮区大成町1－207

TEL　O48－－663－8116　　FAX　O48－651－6662

商品間合せ先 担当部門 営業本部営業部

TEL：03－5449－4410　　FAX　O3－5449－4464

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／L’esprit　T　8／12，　R　8／12シリーズ

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心

を支える各種バーコードシステムを出展します。またEAN－128コード活

用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシ

ステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力

化・効率化支援システムを出展します。

〔取扱い商品〕

・バーコードによる医療過誤防止システム
・ 国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
・ 各種オーダーラベル発行システム
・ 薬袋発行効率化支援システム
・ クリニック予約システム
・ 各種シール製品



”6　u三光纏離i驚総1＿6
設立年月日 1954年5月26日

資　本　金 52億6，248万円

代表者名 代表取締役社長神保正男

従業員数 236名

E－mail webmaster＠sanko－junyaku．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．sanko－junyaku．co．jp／

工場所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12

TEL：0298－89－2241

研究所所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12

TEL　O298－89－2241　　FAX　O298－89－2104

商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL：03－3863－3271　　FAX　O3－3864－5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉ピコルミPIVKA－II，エイテストPIVKA－　II，ピコルミKL－6，

エイテストKL6，ピコルミCA・RF，エイテストCA・RF，クリニサ

ー チCA・RF，エイテストIgGRF，キャプチャーRレディー・スクリー
ン，キャプチャーRレディーID，バイオクリットーHBs，バイオクリットー

抗HBs，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，サンテスト

液状シリーズ，アルブシュア，ネオエスト，チェックラインヘモ，EXA

リキッドコントロール，ラナTPオート，セパジーンシリーズ，正常ヒト

細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，ディフコ培地

〈機器・器具〉ピコルミ8220，SGRシリーズ，フォトBHメーターVI型

◎シオソギ製薬
　　　　　　　　　　　　〒541－0045大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日 大正8年6月5日
資　本　金 212億7，924万円

代表者名 代表取締役社長　塩野元三

従業員数 5，582名

E－mai1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒566－0022　摂津市三島2－5－1

TEL：06－6381－7343

研究所所在地 〒553－0002大阪市福島区鷺洲5－12－4

TEL：06－6458－5861

商品間合せ先 担当部門 診断薬部

TEL：06－6381－7343（内）5535FAX　O6－6381－4281

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE
・ 総IgE同時測定検査装置。25μL以下の少ない検体量で約1時間で測定。

特異IgEの検出感度は0．061U／mLと高感度・高精度の結果が得られる。
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株式会社システムバイオティックス

　〒230－0046横浜市鶴見区小野町75－1リーディングベンチャープラザ5F

設立年月日 平13年9月21日

資　本　金 1，000万円

代表者名 桐栄純一

従業員数 5名

E－ma11 info＠systembiotics．com

URL（ホームページ） http：／／www．systembiotics．com

工場所在地 〒228－0821：相模原市相模台6　－25－1　103

TEL：042　745－7351　　FAX　O42－745－7329

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

12連自動分注装置／PlatePrep　400

特長：12連の分注装置で，マイクロプレートばかりでなくマイクロチュー

ブ，スライドグラスへの分注も可能です。ヘッドはチップに合わせて変更

可能で特注にも応じます・専用ソフトで各種キットに柔軟に対応します
す。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリン

トできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容

器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動コロニーピックアップ装置

自動タンパク質精製装置

DNA精製装置
プレート用シール

バーコード用ラベル

TipPick300

ProteomePrep700

DNAPIatePrep600

HTSheet
BarCodeLabel

Sy5me》《　シスメックス株式会社

　　　　　　　　　〒651－0073神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日 昭和43年2月20日

資　本　金 55億872万円

代表者名 代表取締役社長　家次　恒

従業員数 1，610名（2002年5月31日現在）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．sysmex．co．jp

工場所在地 〒675－OOII　　：加古川市野口町北野314－2　　〒675－1322小野市匠台17

TEL：0794－24－1171（加古川工場）　　TEL　O794－62－7001（小野工場）

研究所所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－4－4

TEL：078－991－1911　　FAX　O78－991－1917

商品間合せ先’　担当部門 営業推進本部

TEL：078－－265－0513　　FAX　O78－265－0529

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作

製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システ

ムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム

多項目自動血球分析装置

自動網赤血球測定装置

多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置

全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置

全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬

免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬

臨床検査情報システム

血液検査用データ処理装置

血液細胞画像ファイリングシステム

血液ガス分析装置・電解質分析装置

輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬
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躍株式会冷炎
　　　　　　　　　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部精一

従業員数 320名

E　mall mail＠jokoh．com
URL（ホームページ） http：／／www．jokoh．com

工場所在地 〒439－0037静岡県小笠郡菊川町西方154

TEL：0537－36－1577

研究所所在地 〒213－8588川崎市高津区宇奈良731－1

TEL：044－811－9211　　FAX　O44－811－9209

商品間合せ先 担当部門 第一営業サービス本部

TEL：03－3815－1717　　FAX　O3－3815－1759

〔展示主要商品〕

透析液／血液測定用電解質分析装置　EX－D　新登場

特長：新開発の透析液用校正液と高性能電極により，これまで難しかった

調製済透析液やA液，B液の測定がきちっと出来るようになりました。

校正は2週間に1回でOK。これまでより，ランニングコストが安くなり

ました。20検体連続測定可能なオートサンプラーを内蔵しています。ま

た，採血管よりの直接測定もOK。
〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：検体自動分注システムCTE－9000，　CTE－780

＊全自動アイソザイム，蛋白分画測定装置：ALC－760

＊デンシトメータ：CR－20

＊血液ガス分析装置：JBA一アルファ，　JBA－200，携帯型アーマ2000

＊電解質分析装置：Na，　K，　Cl　EX－2000，　EX－Z

＊透析液分析装置：EX－D

＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100（レート変法）

＊全自動グリコヘモグロビンAlc分析装置：HS－12

＊リボ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー

＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー

＊アルツハイマー診断システム：ディメンション

住友製薬バイオメディカル株式会社

〒541－0044大阪市中央区伏見町2－1－1

設立年月日 平成13年4月1日

資　本　金 4億8，000万円

代表者名 村野　敦

従業員数 50名

E　mall info＠ssbm．co．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒669－1339　三田市テクノパーク9－1

TEL：0795－68－3539

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部学術グループ
TEL：06　6229－5645／03－5159－2550
FAX：06－6228－6070／03－5159－2947

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

骨吸収マーカー　オステオリンクス「DPD」

骨吸収マーカー　オステオリンクス「BAP」

コントロール血清　アクエックー10，アクエックータイプII

イムノクロマト法によるA型及びB型インフルエンザウイルス抗原検出用

試薬　ラピッドビュー　インフルエンザA／B

副甲状腺ホルモン測定試薬　Whole　PTH「住友」

　　　　　　　　　　　　　Intact　PTH　IRMA〔S〕
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ダ生イ㌫蒸鰻鷲1－5
設立年月日 昭和22年6月2日

資　本　金 38億4，040万円

代表者名 榎　史朗

従業員数 470名

E－mail lal＠seikagaku．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．seikagaku．co．jp／

工場所在地 〒380－0001　高萩市大字赤浜字松久保258－　5

TEL：0293　23－1181

研究所所在地 〒207－0021東大和市立野3－1253

TEL：042－563－5811

商品間合せ先 担当部門 機能化学品事業部LALビジネスユニット

TEL：03－3270－0536　　FAX　O3－3242　5335

〔展示主要商品〕

血漿及び血清（1→3）一β一D一グルカン測定用キット／

ファンギテックGテストMK

特長：深在性真菌感染症の迅速かつ高感度の検査が可能

〔取扱い商品〕

■　血漿及び血清中のβ一グルカン測定用キット

　　ファンギテックGテストMK

　　ファンギテックGテストTE
■　エンドトキシン

　　エンドスペックESテストMK
　　エンドスペックESテストTE

（3C欝砲コチ琉泥科学貿易
〒1ロー0052東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日 昭和42年6月20日

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役　下田孝一郎

従業員数
E－mail tokyo＠cscjp．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．cscjp．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5820－1509　　FAX　O3－5820－1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA－EX　II

OAPEC　グルコースアナライザー
○ダイヤグルカ　グルコースアナライザー

○マルチドロップ384／S60スタッカー

OM384アトラスウォッシャー／タイタンスタッカー

○高精度分析装置　Digiflex　TP（アベルケンダル用）

○空中浮遊菌採取装置　RCSエアーサンプラー

○小型ヘマトクリット用遠心機iHemataSTAT　II

O高速遠心機　STAT－60

0プレートリーダー，ウォッシャー

○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン

○微量送液ポンプシステム

○ランセット

○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）
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㊨第一イ∵鷹竺鷺rll5
設立年月日 昭和22年7月10日

資　本　金 12億7，525万円

代表者名 橋浦十八

従業員数 647名

E－ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．kensa－daiichi．jp／kensa／

工場所在地 〒301－0852　竜ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL　O297－62－7551

研究所所在地 〒301－0852竜ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL　O297－62－7551

商品間合せ先 担当部門 学術企画部　学術担当

TEL　O3－3272－0681　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

脂質関連測定試薬／コレステストNHDL，

コレステストCHO，コレステストTG

コレステストLDL，

特長：高乳ビ検体でも測定できます。
〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステストN　HDL，　LDL，　CHO，アポA－1，A－
　　　　　　　　II，　B，　C－　II，　C－III，　E，　Lp（a），　LCAT他

○生化自動分析用試薬：ピュアオートS，（TG，　GLU，　AMY，　CRP，

　　　　　　　　　　　CHO，　CRE）

○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアグレックス800

　　　　　　　　　　（試薬）ナノピアP－FDP　テストチームS　AT
　　　　　　　　　　　　　　III，　APL，　PLG，プロテインC他

OTDM関連試薬：セディア，ディーアールアイ
　　　　　　　　　（テオフィリン，ジゴキシン，フェニトイン

　　　　　　　　　フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸）

○感染症関連試薬：ピロリセットドライ，ラピッドテスタロターアデノ

○消化器関連試薬：クォンティプレックスHCV－RNA，　HBV－DNA，
　　　　　　　　　パナッセイIV・C，アクアオートカイノスTBA試薬

○糖尿病関連試薬：ルシカGA
Oリウマチ関連試薬：パナクリアMMP－3「プレート」

av
“党

口A■CHI

株式会社第一器業
　　　　　　〒ll4－0024東京都北区西ヶ原3－25－1

設立年月日 昭和47年6月15日

資　本　金 2，000万円

代表者名 片桐孝子

従業員数 18名

E－ma　　l dai－1＠bd5．so－net．ne．jp

URL（ホームページ） http：／／www．dai・1．co．jp／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒300－3261　つくば市花畑1－15－19

TEL　O298－64－4311 FAX　O298　77－1262

商品間合せ先 担当部門 本社／北区西ヶ原3－25－1

TEL　O3－3918－5496　　FAX　O3－3917－6062

〔展示主要商品〕

マルチ人工タンパク質／リピジュア「BLシリーズ」

特長：①リン脂質系高分子を原料としている完全合成のマルチ人工蛋白質

　　　　です。

　　　②分子量及び親水／疎水の比率を自由にコントロールできます。

　　　③ロット間差や交差反応がなく，変性しません。

〔取扱い商品〕

●「CRYSTAL　1」バーコード・レーザープリンティングシステム

　レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガ

　ラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。

　どんな溶剤にもどんな染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコー

　ドや日付などをプリントするシステムです。

●「CRYSTAL　l」バーコード・スキャンニングシステム

　バーコード自動読込後必要情報の自動印字及びマッペ間の仕分けやキャ

　リアへの収納を行うシステムです。また，ハンディーターミナルとパソ

　コンの連携により迅速かつ正確な検索機能がプラスされました。
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．411）Dme－SANGro大扇童業株式会1±

　　　　　　　　　　　〒534－0021大阪市都島区都島本通1－15－17

設立年月日 1963年

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役　合田昭男

従業員数 24名

E－mall daisentk＠dc．mbn．or．jp

URL（ホームページ） http：／／www．daisen－sangyo．co．jp．

工場所在地 〒930－0401　富山県中新川郡上市町広野新269

TEL　O764－73－0336

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O3－3985－3466 FAX　O3－3985－3477

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARDシリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血

清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動分注装置（LTA－III）

○自動開栓装置（APNシリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

　　　　　　　　（ARDシリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

‘e）DakoCytomationダコ・サイトメーション株式会社

〒600－8493京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役社長小畑勝利

従業員数 54名（2003年4月現在）

E－mall cs－dakoj＠mail．dako．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．dakocytomation．jp／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒600－8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

TEL　O75－211－3655　　FAX　O75－211－1755

商品間合せ先 担当部門 特販部

TEL　O3－5256－6436　　FAX　O3－5256－－6431

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，
OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

●免疫組織化学染色用機器

●免疫組織化学染色用試薬（EPOS，　ENVISIONシステム，　LSAB法，

　CSA法等関連試薬）

●OEM及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬

●遺伝子関連試薬（PNAプローブ，　CSA－ISH法，アポトーシス関連，

　サザンプロッティング法）

●ELISA用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類

●比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体

●各種自動分析機用の免疫関連試薬

●グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免

　疫固定法等関連試薬及び特異抗体
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　　　T・CHATANI＆C・・，LTD・茶谷産業株式会社

〒541－0052大阪市中央区安土町1－8－15野村不動産大阪ビル

設立年月日 1919年

資　本　金’　1億円
代表者名　’　茶谷康弘

従業員数 400名

E－mall bio－tky＠chatani．co．jp

URL（ホームページ） http：〃www．bio．chatani．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 東京営業所　バイオメディカル事業部

TEL：03　3478　6121　　FAX　O3－3478－5323

〔展示主要商品〕

携帯型簡易血液化学分析器／Piccolo（ピッコロ）

特長：6．9kgの軽量コンパクトタイプで僅0．1mLの全血で15分以内最大

15項目測定可能である。同製品の測定精度は現在一般的になされているク

リニカルラボラトリーと同程度で迅速な測定が特徴。

〔取扱い商品〕

QRS社ポータブル心電図測定器（医師用）

QRS社ポータブル呼吸機能測定器

デイドベーリング株式会社　DADE　BEHRING

〒164－8603東京都中野区本町2－46－1中野坂上サンブライトツインllF

設立年月日 平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）

資　本　金 47億5，800万円

代表者名 代表取締役社長　坂野弘太郎

従業員数 約280名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 お客様支援センター

TEL：0120－543－455　　FAX　O120－506－155

〔展示主要商品〕

　デイドベーリング株式会社は，免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，感

染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サ

ー ビスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：マイクロスキャンWalkAway　96　SI

　　　　　　　　　　　　マイクロスキャンWalkAway　40　SI

　　　　　　　　　　　　マイクロスキャンautoSCAN－4

全自動免疫化学分析システム：BNプロスペック

　　　　　　　　　　　　　　ベーリングネフェロメータII

臨床化学自動分析システム：ディメンションXpand

　　　　　　　　　　　　　ディメンションRxL

　　　　　　　　　　　　　ディメンションRxL　Max

　　　　　　　　　　　　　ディメンションARx

自動免疫蛍光測定システム：ストラタスCS

全自動ELISA分析システム：べ一リングELISAプロセッサーIII

自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180
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幽株式会社テP7Ptデヤカ
　　　　　　　　　　　　〒224－0041横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日 昭和62年9月8日

資　本　金 1億9，600万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 135名

E－mail info＠TechnoMedica．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．TechnoMedica．co．jp

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒224－0041：横浜市都筑区仲町台5－4－9

TEL：045－948－5901

商品間合せ先 担当部門 営業（直通）045－948－1984

TEL：045－948－1961　　FAX：045－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－585

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつ

けして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプシ

ョンがあり，シェアは80％あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO－585

ネットワーク型自動採血管準備装置；BC・ROBO－580

小型採血管準備システム；BC・ROBO－mini40

採血台搬送整理番号表示システム　自動検体仕分け装置；SS・ROBO－800

ハルンカップラベラ；HARN－570自動尿分取装置；UA・ROBO－600A／B

一般検査前処理システム；UA・LABELER－1　PIS患者認識システム

全自動血液ガス分析装置；GASTAT－3

全自動血液ガス電解質分析装置；GASTAT－5

全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT－600，　GASTAT－601，　GAS－

TAT－602i

電解質分析装置；STAX－2

ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT－mini

自動血沈測定装置；ESR－quick　15赤血球沈降速度測定機ESR－6000BP

■

Oデンカ生研株式会社

〒103－0025東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ピル

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 10億円

代表者名 代表取締役社長石井正司

従業員数 341名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．denka－seiken．co．jp

工場所在地 〒959－1836　五泉市南本町1－2－2

TEL：0250－43－4111

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 学術営業推進部

TEL：03－3669－9091　　FAX　O3－3664－1005

〔展示主要商品〕

インフルA・B一クイック「生研」

特長：1．A型又はBのインフルエンザ抗原の鑑別検出が可能です。

　　　2．操作が簡便で，約15分間で判定ができます。

　　　3．モノクローナル抗体使用により，高い特異性を有します。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　CRE－S，　UA－S，　GLU－S，　TG（S），　T－CHO（S），　HDL－

　EX，　PL－S，　Mg－S，　IP－S，　GOT－JS，　GPT－JS，　LD－JS，　ALP－JS，

　γ一GT（IF）－S，　CK－JS，　AMY－S

ラテックス試薬シリーズ

　CRP，　RF，　ASO，　AFP，　BMG，　Mb，　IgE，　FER，　Lp（a），αMi

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　U－ALB
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ガ（撫゜ 株式会社東機貿
　〒106－8655東京都港区東麻布2－3－4

設立年月日 1955年6月9日

資　本　金 9，180万円

代表者名 佐多保彦

従業員数 500名

E－mall hiroaki．obata＠tokibo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tokibo．co．jp

工場所在地

研究所所在地 〒140－0012　品川区勝島1－5　21東神倉庫内
（技術センター） TEL：03　5762－3005　　FAX　O3－5762－3035

商品間合せ先 担当部門 第1営業部

TEL：03－5461　3031 FAX　O3　5461－3041

〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／lLシンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO一オキシメーター値を一台で同時測

定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分

りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

圃東京頸鷺鷺…≧＿1
設立年月日 昭和12年2月17日

資　本　金 5億円

代表者名 和田篤武

従業員数 約650名

E－mall tkk3u＠jb3．so－net．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒201－8555狛江市和泉町1　－35－　1

TEL　O3－3489－1130

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 産業事業部　営業部

TEL：03　3489　1130　　FAX　O3　3489－1182

〔展示主要商品〕

微生物分類同定装置／抗酸菌鏡検装置

特長：抗酸菌検査における目視検査を自動化し，優れた画像判定機能で熟

練度による個人差を解消，更なる信頼性向上へ大きく貢献できる装置で
す。

①抗酸菌を正確且つ瞬時にキャッチ。

②高度なカラー処理で正確な検出結果。

③省スペース且つワンタッチ操作。

④検査像の保存と表示の機能。

⑤「検出結果一覧」自動作成。

⑥検出位置再現機能で目視再確認が容易。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置
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⑭〉東京貿易株式会社
　　　　　　　　　　　　〒104－8510東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日 昭和22年10月30日

資　本　金 5億1千万円

代表者名 取締役社長　立野嘉之

従業員数 281名

E－mall uehiro＠tokyo－boeki．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tokyo－boeki．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒197－0815　あきる野市二宮東2－3－63

TEL：042－550　7271

商品問合せ先 担当部門 医療プロジェクト室

TEL：03－3555－7353　　FAX　O3　3555－7271

〔展示主要商品〕

多項目自動分析装置／プレステージ24i

特長：①パソコン採用で操作が簡単　②生化学，免疫反応に適した反応管

と撹拝を採用　③反応管洗浄使用によりランニングコストを軽減

〔取扱い商品〕

臨床自動分析装置　TMS－1024，1024H

　240T／H，2試薬系で24項目同時測定，登録可能数60

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5mL設置可能

臨床自動分析装置　プレステージ24i

　240T／H（ISE付で400T／H），24項目（オプションで36＋ISE　3計39）

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5，7，10mL設置可能

　検体／試薬IDバーコードリーダ，　ISE（Na，　K，　C1）オプション

’

「OSHIBA東芝ラ，fi’Xテ：カル株式会社

〒ll3－0033東京都文京区本郷3－40－H

設立年月日 平成9年12月1日

資　本　金 1億円

代表者名 笠井康平

従業員数
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA－200FR　NEO，　TBA－120FR，　Accute，　C8000

特長：同時100項目を最大2000テスト／時で高速処理。ロスのない試薬ピ

ペッティング方式の操作性の良いデュアルサンプラーシステム。ランニン

グコストを低減するフレックスレート機能。

〔取扱い商品〕

自動分析装置　TBA－200FR　NEO，　TBA－120FR，　Accute，　C8000

検体前処理搬送システム

臨床検査試薬
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TOSOH　　　　　　　　　　〒105－8623東京都港区芝3－8－2

設立年月日 昭和IO年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 代表取締役社長土屋　隆

従業員数 2，493名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．tosoh．co．jp

工場所在地 〒746－8501周南市開成町4560

（他2工場） TEL：0834－63－9800

研究所所在地 〒252－1123：綾瀬市早川2743－1

（他2研究所） TEL　O467－77－2211

商品間合せ先 担当部門 科学計測事業部営業部

TEL：03－5427　5181　　FAX　O3－5427－5220

〔展示主要商品〕

全自動ElA装置AlA－1800，自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723G7

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－60011）

②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－1800）

③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－21）

④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）

⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723G7）

⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA　II）

⑦自動VMA／HVA分析計（HLC－726VMA・III）

（IEIi］i）東洋器材科学株式会社
TOVO　KIZA口
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒335－0003蕨市南町4－7－10

設立年月日 昭和47年12月1日

資　本　　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長佐藤英輔

従業員数 45名

E　mail tykkizai＠toyo7kizai．co．jp

URL（ホームページ） http／／www．toyo－kizai．co．jp

工場所在地 〒335－OOO3蕨市南町4－7－10

TEL　O48－447－3381

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：048－447　3381　　FAX　O48－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管

特長：環境にやさしく，軽量，コンパクトな採便管です。自動塗抹機も使

えますので作業の自動化がはかれます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・ スピツツ

・スポイト

・ チューブ

・ シヤーレ
・ サンプルカップ
・ 採便管
・ カツプ類
・ 採水瓶
・ スワフ
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西）東洋紡東洋紡績株式会社
〒530－8230大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日 1914年6月1日

資　本　金 433億円

代表者名 取締役社長　津村準二

従業員数 4，000名

E－mail techoskoobio．toyobo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．toyobo．co．jp

工場所在地’　〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL：0770　22　7641

研究所所在地 〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7643

商品間合せ先 担当部門 バイオケミカル事業部・診断システムグループ

TEL：06－6348－3335　　FAX　O6　6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置lU－SCANNER

特長：1）検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2）

Auto　Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析し

ます。3）赤血球（変形赤血球）・白血球・上皮細胞（偏平，移行，尿細管）

円柱（硝子，ろう様，頼粒）・細菌・膿尿・無晶性塩類と充実した測定項

目です。4）撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検

率化に成功しました。以上の性能を有する“U－SCANNER”は尿検査の

効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

・ 尿中有形成分分析装置

・ニコカード　HbA，，

・ニコカード　CRP

U－SCANNER

長瀬産業 △云
〒103－8355東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 96億9，970万円

代表者名 長瀬　洋

従業員数 約1，100名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　nagase．　co．　jp／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒651－2241神戸市西区室谷2　2－3

TEL：078－992－3162 FAX　O78－992－1050

商品間合せ先 担当部門 ヘルスケア事業部，メディカルケア製品部

TEL：0336653174，3288，3208　FAX：033665－3723，3752

〔展示主要商品〕

総合感染症コントロールシステム

特長：感染症総合情報処理システム及び感染症検査機器システムや病院総

合医療情報システムの連携によって，感染症をリアルタイムにモニタリン

グし，早期診断，適正治療，院内感染の防止及び教育，研究を支援しま
す。

〔取扱い商品〕

1．自動細菌検査システムMIC2000自動培養ストッカー　　IS60

2．MIC画像処理判定システム：IA20MIC
3．総合感染症コントロールシステム

4．臨床検査情報処理システム：SUN臨床検査総合システム

5．イメージ入力システム：From　CATCHER
6．赤沈自動測定装置：QuickEye（クイックアイ）
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　　　　　　　　　〒IOI－0032東京都千代田区岩本町2－4－IO共同ビル

設立年月日 昭和19年5月25日

資　本　金．　3，000万円

代表者名 伊東義人

従業員数 60名

E－mail n－sales＠nichiryo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．nichiryo，co．jp

工場所在地 〒343－0822：越谷市西方2760－1

TEL：048　989－1301

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先．　担当部門 国内営業部

TEL：03－5820－2411　　FAX　O3－5820－2410

〔展示主要商品〕

自動分注希釈装置／NSP－7000111

特長：NSP－7000111はディスポーザブルチップを用いた自動分注希釈シス

テムです。付属のパソコンソフトで誰でも簡単にプログラムを作成でき，

オプションでスタッカや384穴プレート用ノズル等が選択できます。

〔取扱い商品〕

・ 電動・マニュアルハイブリッドピペット：Nichipet　HB
・ デジタルマイクロピペット：オートクレーバブルNichipet　EX
・ マルチチャンネルピペット：Nichipet　7000
・ シリンジディスペンサ　　：ニチメイトステッパー
・ ボトルディスペンサ　　　：アキュペンサージュニア

　　　　　　　　　　　　　：ディスペット
・ ピペットコントローラ　　：Pipette　Mate
・ 自動分注システム　　　　：NSS－100011

　　　　　　　　　　　　　：マイリューター一　III

　　　　　　　　　　　　　：マイティーペッター

e日水製薬株式会社
　　〒170－0002東京都豊島区巣鴨2－ll－1

設立年月日 昭和10年4月6日

資　本　金 44億5，000万円

代表者名 富本善久

従業員数 510名

E　ma　　l diag－sale＠nissui－pharm．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．nissui－pharm．co．jp

工場所在地 〒307－0036結城市北南茂呂1075－　2

TEL　O296－35－1221　　FAX　O296－35－1217

研究所所在地 〒 同上

TEL：0296－35－1225　　FAX　O296－35－1579

商品間合せ先 担当部門 マーケティング戦略部販売企画グループカスタマーサポート担当

TEL：03　3918－8171　　FAX　O3－3918－4515

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①菌種同定と薬剤感受性検査を1台のシステムで同時に行うことが

　　　　できる

　　　②同定・感受性成績ともに最短で3時間で得られる

　　　③操作は菌液をセットするだけで，菌液希釈も装置が行い，自動的

　　　　に接種・培養・判定する
〔取扱い商品〕

、全自動蛍光免疫測定装置：エバネットEV20

全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－1800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－60011

精度管理用凍結プール血清：L一コンセラー1，II

　　　　　　　　　　　　　LコンセーラII　EX（CRPを添加）

　　　　　　　　　　　　　L一スイトロール1，II

免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラ1，II

細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート
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ニッ」」r吉一メデ》カ／b株式会社

〒103－0007東京都中央区日本橋富沢町5－5

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名 向井雅彦

従業員数 60名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 学術課

TEL：03－3660－8595　　FAX　O3－3660－8602

〔展示主要商品〕

無遠心真空採血管／“TUBE21”

特長：①凝固放置時間，遠心操作の不要な真空採血管。

　　　②採血から血清採取までわずか2分間。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，　BUN，　CPK他）

免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，　M，　C3，　C4他）

血液凝固因子測定試薬（AT－III，　PLG等）

腫瘍マーカー（CSLEX）

理化学用洗浄剤

尿沈渣管

NfPPN　ニップンテクノクラスタ株式会社

　　　　〒169－0075東京都新宿区高田馬場1－30－　5千寿ビル4F

設立年月日 1998年1月5日

資　本　金 3，000万円

代表者名 大桃惣右ヱ門

従業員数 17名

E－mail tci＠ro．bekkoame．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
アプリケーションラボ 〒169－0075　新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル5階

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5287－6761　　FAX　O3－5287－6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から

製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシス

テムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

●BioDot社イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造シス

　　　　　　　テム

●Cartesian社マイクロアレイシステム作製システム

●Corbett　Research社　リアルタイムDNA増幅検出装置

●Bangs　Laboratoroes社各種Microspheres

●S＆S社各種メンブレンフィルター

●Adhesives　Research社各種粘着テープ
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NIP？O　ニプロ株式会社
　　　　　　　〒531－8510大阪市北区本庄西3－9－3

設立年月日 昭和29年7月8日

資　本　金 225億6，300万円

代表者名 佐野　實

従業員数 1，914名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．nipro．co．jp／

工場所在地 〒018－5751：大館市二井田字羽貫谷地8　7

TEL：0186－49－5111

研究所所在地 〒525－0055：草津市野路町3023

TEL：077－564　0500

商品間合せ先 担当部門 輸液・検査商品営業部

TEL：06－6373　3168　　FAX：06　6373－8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズー450

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，

自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプ

ション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

《｝日7Knyミコ，株式言社
〒IOI－8678東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日 昭和25年6月16日

資　本　金 39億8，500万円

代表者名 山ロー城

従業員数 600名

E　malI ncdd＠chemiphar．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．chemiphar．co．jp／ncdd

工場所在地 〒308－0112：茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799－1

TEL：0296－37－2211

研究所所在地 〒341－0005：三郷市彦川戸1－22－1

TEL：0489－53－8265　　FAX：0489－53－8269

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部　営業推進室

TEL：03－3851－2974　　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異lgE測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相としたセミドライシステムによる酵

素免疫測定法（EIA法）による装置。

処理能力30テスト／25分でわずか16分で検査結果が得られる迅速処理を可

能とした。

〔取扱い商品〕

・ アレルギー特異IgE測定装置　DiaPack2000
・ 全自動酵素免疫測定装置　MIO1
・ 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC－723G7

・ヘモグロビンA1。血糖　測定用搬送システム
・ 全自動電気泳動装置　EPA－696
・ 臨床検査迅速報告システム　DiaLAN
・ 電気泳動用染色試薬
・ 糖尿病関連診断薬
・ その他　医療用具用各種洗剤
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株式会社日本抗体研究所
〒370－0021高崎市西横手町351－1

設立年月日 1977年11月8日

資　本　金 7，500万円

代表者名 代表取締役会長足立正一，代表取締役社長青山順吉

従業員数 132名

E－mail jimro＠jimro．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．jimro．co．jp

工場所在地 〒370－0021　高崎市西横手町351－1

TEL：027　353－1411

研究所所在地 同上

TEL：027－353－1411　　FAX　O27－353－1770

商品問合せ先 担当部門 学術部

TEL：0120－677－170（フリーダイヤル）FAX　O3－3469　9352

〔展示主要商品〕

RLP一コレステロール／RLP一コレステロール

特長：レムナントリポ蛋白は，カイロミクロン（CM）や超低比重リボ蛋

白（VLDL）がリボ蛋白リパーゼによって分解されて生ずる遺残型リボ蛋

白で，動脈硬化の発症及び進展に関連します。本キットは，レムナントリ

ポ蛋白コレステロールの定量検査であり，FDAより2000年7月に冠動脈

疾患のリスク評価に有用である事が認められました。

〔取扱い商品〕

レムナント様リボ蛋白コレステロール測定キット：RLP一コレステロール

「JIMRO」II

リンパ球幼若化能測定キット：JIMRO　FBT

変異原性試験キット：ウムラック

サイトカインELISAキット

各種免疫研究用試薬

芽球高純度回収試薬：BLASTRETRIEVER

匿NIHON　KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒161－8560東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 75億4，400万円（2003年3月31日現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 2，610名（グループ）（2003年3月31日現在）

E－ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．nihonkohden．co．jp／

工場所在地 〒 ：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 日本光電企画センタ株式会社

TEL：03－5996－8028　　FAX　O3－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8222

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，

全自動血球計数器です。全血55μL。オートサンプラとマニュアルオート

サンプラを内蔵し80検体／時の高速処理速度を有します。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサ

イドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心

臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，携帯型心電

図伝送システム，画像診断装置，心臓カテーテル検査システム，救急モニ

タ，基礎医学研究用機器，各種センサなど
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒196－8558昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日 昭和24年5月30日

資　本　金 44億2，650万円

代表者名 代表取締役，取締役社長兼COO原田嘉曇

従業員数 1，160名

E－mall www－master＠jeol．cojp
URL（ホームページ） http：／／www．jeol．co．jp／

工場所在地 〒196－8558昭島市武蔵野3－1－2

TEL：042－543－1111

研究所所在地 〒 同上

TEL：042－542－2316 FAX　O42－542－2386

商品間合せ先 担当部門 メディカル営業本部

TEL：042－528－3325　　FAX　O42－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty　JCA－BM1250／1650／2250／9030／9020

特長：①最少反応液量60～80μL②シングル高速処理1250・1650・2250

テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か2μLで多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty　JCA－BM1250／1650／2250／9030／9020

■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200／600

■検体自動搬送システム　JLA－701T

■臨床検査情報処理システム　JCS－33L

■全自動便潜血免疫分析装置　JIA－HB2010

■全自動アミノ酸分析機　JLC－500／V

■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置

　素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム

　応用装置・医用診断装置

：θ’・・　日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒ll6－0014東京都荒川区東日暮里5－7－18コスモパークビル

設立年月日 1979年10月16日

資　本　金 4億円

代表者名 増岡邦明

従業員数 150名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．bio－rad．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業本部

TEL：03－5811－6290　　FAX　O3－5811－6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥，液状シリーズ

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップと

UNITY　PCを利用した精度管理システム
〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール

②精度管理用PCプログラム　“UNITY”

③精度管理用プログラム　“EQAS”

④腸管出血性大腸菌検査キット　“ノパパスベロ毒素　EIA”

⑤ALA／PBGカラムテスト
⑥全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis

⑦ノパパス680マイクロプレートリーダー

⑧ノパパス1575マイクロプレートウォッシャー

⑨パルスフィールド電気泳動装置

⑩ゲルドツク2000

⑪自動マイクロプレートEIA装置PhDシステム
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Bl。M坐IEuX 日本ビオメリュー株式会社
〒107－0061東京都港区北青山2－12－28青山ピル

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億8，000万円

代表者名 代表取締役社長　フレデリック・ベノリエル

従業員数 150名

E－mail cs＠biomerieux．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．biomerieux．com／jp

工場所在地 〒350－0207　坂戸市大字青木宿東894

TEL：0492－80－4330

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 カスタマーサービス

TEL：03－5411－8799　　FAX　O3－5411－8777

〔展示主要商品〕

自動細菌分析装置／バイテック2

特長：バイテック2はNASAの技術により開発されたバイテックシリー

ズの最新機種です。オーダーに合せた検査，完全自動化，自動結果検証シ

ステムなどにより，細菌検査の経済性・効率性・信頼性の向上に貢献しま

す。

〔取扱い商品〕

・ 生培地各種
・ 用手法細菌検査キット　アピ／ID32シリーズ（同定），　ID32シリーズ

　　　　　　　　　　　　（感受性），ラテックス凝集法　スライデックス

　　　　　　　　　　　　シリーズ（検出）

・ 自動細菌分析装置

・ 自動免疫蛍光測定装置

・ 情報処理システム

・ 自動血液凝固分析装置

バイテック／バイテック2（同定・感受性），

バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）

ミニバイダス／バイダス（感染症・下垂体およ

び性腺ホルモン測定，他）

バイオリンク（オンライン・疫学統計）

MDA　II，コアグーA一メイトMTX，ラックロ

ー ター／コンパクトXR

⑰BD日本ベクF；，．．ディッキンソン株式会社

　　　　　　　〒107－0052東京都港区赤坂8－5－26赤坂DSビル

設立年月日
1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）

資　本　金 6億8，750万円

代表者名 レックス・バレンタイン

従業員数 420名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　bdj．　co．．jp

工場所在地 〒960－2152：福島市土船字五反田1

TEL：0245－93－2311

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 お客様情報センター（BDダイヤル）

TEL：0120－8555－90　　FAX：024－593－5761

〔展示主要商品〕

全自動同定感受性検査システム／BDフェニックス

特長：一般細菌の同定感受性検査を迅速に完全自動で行なえる装置であ

る。最大100パネルまでランダムアクセスで迅速に測定する事ができる。

耐性菌の検出及び抗生剤の適切な選択をする上で必要な報告を迅速にかつ

正確，精密に行なうシステムである。

〔取扱い商品〕

1

2

3

4

5

6

7

8

全自動抗酸菌検査装置（バイテック⑱MGITTM960）

細菌検査試薬・器材，生培地（BBL⑧）

感受性検査用ディスク（センシディスク⑧）

同定検査キット（BBL　CRYSTALTMシリーズ，　BBL⑧ミニテックシリー

ズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチューブ）

血液培養システム（BACTEC⑥，9240，9120，9050システム）

自動細胞解析装置（FACScanTM），全自動細胞解析分離装置

（FACSCalibur，　FACS　VantageTM），モノクロナール抗体

プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON⑧），研究

用試薬（cBP），接着分子抗体（cAMfolioTM）

滅菌済真空採血管（バキュティナ⑧システム），微量採血システム

（マイクロテイナー⑪システム）
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㊥日馴蹴鮒
〒141－0030東京都品川区西五反田｜－5－1

設立年月日 1982年7月1日

資　本　金 8億5，000万円

代表者名 井上理一

従業員数 384名

E－mall takeshi－saito＠pall．com

URL（ホームページ） http：／／www．pall．com

工場所在地 〒300－0315　茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL：0298－89－OOOI

研究所所在地 〒300－0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL：0298－89－1951

商品間合せ先 担当部門 バイオサイエンス部

TEL：03－3495－8301　　FAX　O3－3495－8366

〔展示主要商品〕

高非対称　血漿分離膜　BTSシリーズ

特長：高非対称のポリスルホンの材質で，一次側，二次側で孔径のサイズ

が違い，あらゆる量の全血から澄明な血漿を得られます。多くの種類をそ

ろえているため，あらゆる全血サンプルを対象とした免疫クロマト法など

広く臨床検査に応用が可能です。

〔取扱い商品〕

　当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多

孔質膜を各種取り揃えております。血漿分離膜BTSやプレゼンスはクロ

マトグラフィーの原理により全血から血漿を効率よく分離することができ

ます。血漿分離膜には全血を水平方向あるいは垂直方向に展開して分離す

る膜を用意し，お客様の用途に合わせてお使いいただけます。また，免疫

クロマトキット用の展開膜プレデターはニトロセルロースの持つ問題点を

解決した画期的な製品で，ポリエーテルスルホン表面にニトロ基を修飾し

た膜です。高い比表面積を有し，抗原，抗体その他タンパクを効率よく固

定化でき，O．45～5．0μmの孔径を用意しています。更に，コンジュゲー

ト塗布膜，吸水膜があり金コロイドや着色ラテックスビーズ等の微粒子を

安定して流すことができ，プレフィルトレーション用低タンパク吸着材質

は検体の組織を維持しながら粒子を除去し，検体を効果的にろ過します。

MILLIPORE日本ミリポア株式会社
〒108－0073東京都港区三田1－4－28三田国際ビルヂング

設立年月日 平成13年1月30日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 代表取締役社長合田豊治

従業員数 201名

E－mall jpmtd－tech＠millipore．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　millipore．　com／nihon

工場所在地 〒992－1128米沢市八幡原2－4736－3

TEL：0238－29－0037

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メンブレンテクノロジー事業部

TEL：03－5442－9789　　FAX　O3－5442－9736

〔展示主要商品〕

Hi－Flow　Plusメンブレン

特長：メンブレンイムノクロマトの検査薬に推奨されているミリポアの

Hi－Flowメンブレンに新しくHi－Flow　Plusメンブレンが加わりました。

高いタンパク結合量と，優れた再現性を持ち，アッセイの効果が得られま

す。hCG，　LH（ホルモン），　PSA，　Hemoglobin　Occult　blood（腫瘍マー

カー），タンパク，アレルギー等，多くのアプリケーションに推奨されて

います。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター

コンジュゲートパッド

吸収パッド

他各種メンブレンフィルター

アッセンブリーキット

LabinABox等
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Oニューコン株式会社
　　　　　　　　　　　　〒116－OOl4東京都荒川区東日暮里5－41－12

設立年月日 1991年12月

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役社長　王春華

従業員数 120名

E－mail sales＠newcon．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．newcon．co．jp

工場所在地 〒116－0014　荒川区東日暮里5　－41－12

TEL　O3－3805－2584

研究所所在地

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 医療情報システム事業部　営業部

TEL：03－3805－2584　　FAX　O3－3805－2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC－Win／Net（LABO）

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／

クライアント方式の臨床検査システム。WindowsNT，　Windows2000対

応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム　PC－Win／Net（LABO21）

2．人間ドック・健診システム　PC－Win／Net（HEALTH21）

3．輸血管理システム　PC－Win／Net（BLOOD21）

4．輸血安全管理支援システム　PC－Win／Net（SAFETY21）

5．Webドクター支援システム　PCWin／Net（DOCTOR21）
6．病理・細胞診システム　PC－Win／Net（PATH／CYTO）

7．細菌検査システム　PC－Win／Net（PACT）

8．医用画像情報管理システム　PC－Win／Net（PACS）

9．染色体画像解析システム　カリオビジョン　CA－2000K

N・teωαreノートウェア株式会社
〒io5－OOl2東京都港区芝大門2－12－9　浜松町矢崎ホワイトビル6F

設立年月日 1981年2月

資　本　金 4，000万円

代表者名 赤澤治行

従業員数 20名（内米国6名）

E－ma　l infnw＠noteware．com
URL（ホームページ） http：／／www．noteware．com

営業所在地 〒700－0902　岡山市錦町1－1

TEL　O86－234－6045　　FAX：425－596－8242

研究所所在地 米国カリフォルニア州トーランス市

TEL　310－543－9630　　FAX　310－543－9639

商品間合せ先 担当部門 営業

TEL：03－5472－8790　　FAX　O3－5472－8796

〔展示主要商品〕

WebLinkシステム／検診システム／臨床検査システム

特長：弊社は臨床検査分野専門に20余年の経験と500システム以上の納入

の経験をもつ独立系システムハウスです。自動分析器メーカー様への

OEM提供や大手ソフト会社様受託システムへのソフト提供を始め直取引

も行っております。常に最先端の技術を取り入れユーザーサイドに立った

製品の開発を心がけております。Linuxを始めライセンスフリーソフトが

べ一スのWebLinkサーバーを始め，マイクロソフト社の製品群がべ一ス

のWin2k＋（．　net）製品も提供します。

〔取扱い商品〕

細菌検査システム，一般検体検査システム，検診システム（巡回，集団

等），WebLinkサーバー（既存の検査サブシステムと病院ホストシステ

ムとを低価格で接続します），OEM製品，特注品，その他
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　　　　ハイエルメディカル株式会社

〒150－0013東京都渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル

設立年月日 1967年2月1日

資　本　金 20億円

代表者名 目黒昭一郎

従業員数 384名

E　ma　l
URL（ホームページ） http：／／www．bayermedical．co．jp

工場所在地 〒一

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 最寄の支店・営業所又は代表03－3440－2411

TEL FAX
〔展示主要商品〕

ADVIAシリーズ，クリニテックシリーズ，　Rapidlabシリーズ等

特長：検査室，POC，核酸診断，自己測定，環境診断までの幅広いライ

ンナップで検査のニーズにお応えします。常にクオリティの高いデータを

得るために確立した「トータルサポートシステム」は，技術サービス，学

術サポート，精度管理，コントロールサーベイ，カスタマートレーニング

から構成される定評あるサポート体制です。

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器

尿検査製品　（クリニテックアトラスXL，クリニテック500，クリニテック

200十，クリニテック100，クリニテック50マルティスティックスシリーズ）

糖尿病検査製品　（デキスター－ZII，アントセンスII，　DCA2000システム）

血液学検査製品　（ADVIA120，　ADVIA60，　ADVIA70）

血液ガス・電解質分析製品　（バイエル860，バイエル850，バイエル840，

Rapidpoint400，　Rapidpoint405，バイエル348，バイエル248，パラトレ

ンド7，Rapidchem744，　Rapidchem754）

生化学検査製品　（エクスプレスプラス，オペラ，バイエル644，バイエル654）

免疫自動分析製品　（ACS180，　ADVIAケンタウルス）

血液塗沫標本作製・染色装置　　（ADVIA　S60）

核酸診断キット　（TMAアッセイHCV）

唖ノ1”ウオテ1当三7株蓑会社
　　　　　　　　〒113－0034東京都文京区湯島2　－29－　4古沢ビル

設立年月日 1979年3月1日

資　本　金 3，000万円

代表者名 長倉　誠

従業員数 19名

E－ma　　I info＠biotec．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．biotec．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－3816－6931 FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
　　セラウォッシャーMW96シリーズ

　　オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器

　　全自動血球凝集反応装置

　　凝集像自動読取装置

　　オートドロッパーEDR－500A

■HLA研究機器
　　セラドット6072シリーズ，イムノビーズウォッシャーIBW－12

■EIA，　RIA用ビーズウォッシャー

　　プレート用BW－20，　BW－25

　　チューブ用TW－50N

■DNA分注器，核酸抽出装置　　　　　■その他特注品

■分注装置（創薬ゲノム関連）

マルチステージ・ディスペンスステーションADS－384－8

テーブルトップ・ディスペンサーEDR－384S　II

シングルライン・ディスペンサー　mini－Gene　LD－Ol

　ハルクス・オート1

　APAS－2000
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癖 株式会社ピー・エム・エル

〒151－0051東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－3

設立年月日 昭和30年7月

資　本　金 60億4，558万6千円

代表者名 代表取締役社長荒井元義

従業員数 1，613名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．bml．co．jp／

工場所在地 〒151－0051　渋谷区千駄ケ谷5　－21－　3

TEL：03－3350－0111

研究所所在地 〒350－1101川越市的場1361－　1

TEL：049－232－3131　　FAX：049－232－3132

商品間合せ先 担当部門 メリッツ　電子カルテ開発課

TEL：049－233－7074 FAX　O49－232－0597

〔展示主要商品〕

病院版電子カルテシステム／Medical　Station－HOSPITAL

特長：400床以下の中小規模病院向け電子カルテシステム。

〔取扱い商品〕

　Medical　Stationは4年前より診療所向け電子カルテの販売を開始し，

おかげさまで導入稼働実績はトップシェアを保っております。（月刊新医

療データブックシリーズ　医療機器システム白書掲載）

　その実績で培ったノウハウを基に，これまで困難とされてきた400床以

下の中小規模病院向け電子カルテシステムを本来3月より販売を開始致し

ました。

病院版「Medical　Station－HOSPITAL」

　電子カルテ機能，オーダリング機能のみならず各部門での用途に則した

機能を豊富に盛り込んであります。目指したものは「病院内全ての業務の

電子化」です。多用化する医療事務・病院業務の中で，病院職員が本来の

仕事に集中できる環境を作り出すことが重要です。省力化による医療の質

と患者サービス向上の基盤となるべきシステムをご提案いたします。

診療所版「Medical　Station－CLINIC」

　レセプトコンピューター一体型の電子カルテとして，多くの導入実績を

有する電子カルテです。

日立ハイテク 株式会社日立ハイテ久ロジーズ

〒105－8717東京都港区西新橋1－24－14

設立年月日 昭和22年4月12日

資　本　金 79億円

代表者名 執行役社長　林　將章

従業員数 3，105名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．hitachi－hitec．com／science／

工場所在地 〒312－8504　ひたちなか市市毛882

TEL：029－273－2111

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 ライフサイエンス事業統括本部　事業企画本部　販売促進部

TEL：03－3504－7211　　FAX：03－3504－7756

〔展示主要商品〕

モジュールアッセンブリ方式　自動分析装置

特長：検査業務の効率化を目的とし，異なる分析装置を1つのシステムと

して統合したモジュールアッセンブリ方式の自動分析装置に免疫分析モジ

ュールと組み合わせることが可能となりました。業務の内容や形態に合わ

せて柔軟なシステムを構築し，効率化，省スペース，省コスト，操作環境

の統一など，様々なニーズをおこたえします。

〔取扱い商品〕

21世紀を迎えた現在，IT，バイオ，ナノテクノロジーなど時代の最先端

を支えている技術分野においては，市場は目まぐるしい変化を遂げてお

り，企業は様々なビジネスニーズへのスピーディな対応が強く求められて

おります。株式会社日立ハイテクノロジーズは，日製産業の商社機能と日

立製作所の設計・製造機能との有機的な結合により半導体製造装置やバイ

オ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，

サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置

をはじめとする多種多様な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限

りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術とサービスをお

届けしています。
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フィンガルリンク株式会社
　　　　　　　　　　　〒130－OOO5東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日 1990年

資　本　金 1，000万円

代表者名 名郷根正昭

従業員数 21名

E－mai1 finggal＠finggal－link．com

URL（ホームページ） http：〃www．fingga1－link．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒020－0033：盛岡市盛岡駅前北通5－6MDIビル

TEL：019－626－6543　　FAX　O19－626－6545

商品間合せ先 担当部門 企画管理部

TEL：03－3625－6543　　FAX　O3－3625－6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEG

特長：Supeior　Management　of　Acute　Haemostasis　Disorders

止血血栓の緊急異常時における最も効果的かつ包括的な検体情報データ，

治療方法のコスト，危険性及び副作用のリアルな情報提供が可能です。弊

社が目指すPOCTネットワーク第一弾
〔取扱い商品〕

■検査機器

■システム

トロンボエラストグラフ

赤血球沈降速度自動測定装置

尿沈渣分析装置

血小板凝集測定装置

簡易迅速検査システム

人間ドック健診システム

画像ファイリングシステム

生活習慣病予防ヘルスケアシステム

病理検査業務支援システム

ROTEG
test1，　microtest

DiaSys　Work　Station

クロノログシリーズ

FL検体システム

FL検体システム

FL画像システム

FL健康レポート

Fj　Wing　type　P

（富士テクノサプライ提供）

▽7i”7，i7・：Ei子fi”art⑨
FU頁VOA

　　　　　　　　　　　　　〒ll3－8483東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　金 43億8，700万円

代表者名 福田孝太郎

従業員数 2，224名

E－ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．fukuda．co．jp

工場所在地 〒270－1495　白井市中305－　1

TEL：047－492－2011

研究所所在地 〒113－8420文京区本郷2－35－8

TEL：03－3814－1211

商品間合せ先 担当部門 商事センター

TEL　O3－5800－5631　　FAX　O3－5800－5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL－275CRP

特長：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前

処理不要・測定時間は約4分20秒
〔取扱い商品〕

　1．生体検査装置

　　　心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシ

　　　ステム／ポリグラフ／超音波診断装置／血圧計・心拍出量計／血球

　　　計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

　II．医用監視装置

　　　集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

　III．治療装置

　　　デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動

　　　脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテ

　　　ーアル

　IV．その他

　　　記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品
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PHA　RMA‘7A　Diagno∫ticsファルマシア有限会社

　　　　　〒163・－1439東京都新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティーピル39F

設立年月日 組i織変更日　2003年7月30日

資　本　金 195億7，950万円

代表者名 木村誠r

従業員数 80名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．diagnostics．com

工場所在地 〒300－4247：つくば市和台23

TEL：0298－64－6810

研究所所在地 〒

TEL：同上
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－5365－8338　　FAX：03－5365－8336

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：感度，精度，信頼性に定評のあるCAP　Systemをコンパクトに一

体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室

からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■UniCAP　System
　機器：ユニキャップ100，ユニキャップ250

　測定項目：アレルギー検査

■CAP　System
　機器：フローロカウント96，オートキャップ他

　測定項目：アレルギー検査

ぽ富士墜驚鷲＿＿
設立年月日 昭和5年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 壼井剛之介

従業員数 6名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：03－3814－3621　　FAX：03－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：3D3一ワイドレンジ0～4，000mOsm／kgH20。スタンバイ5分。自

動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセ

ー ジボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　39003D33300

　　　　　　　　　　ミルク・クライオスコープ

米国マノスタット社…クレット光電光度計

米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティ

　　　　　　　　　　ンリムーバー

ドイツ　ホフマン社…電気バーナー

米国ドラモンド社……CMピペット

他にストップウォッチホルダー等を販売



14°　FjTSe株式会社富士テクノサプライ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒359－ll45所沢市山ロ1146－4

設立年月日 2000（平成12）年4月20日

資　本　金 1，000万円

代表者名 加納　侑

従業員数 12名

E－mai1 supPort＠fjts．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．fj　ts．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 コンピュータ事業部　営業

TEL：042－903－1811　　FAX　O42－903－1810

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Fj－Wingシリーズ

特長：Windows2000，　SQLによりハイパフォーマンスを実現，高信頼性

のクラスターシステム採用，検査状況と検査業務画面が見やすく切り替わ

る独自のスイングステージを開発，拡張性の高いシステムを提供。

〔取扱い商品〕

　1．臨床検査システム

　2．生理検査システム

　3．病理検査システム

　4．細菌検査システム

　5．輸血管理システム

MJ」富士フイルムメデイカル株式会社
MEDICAL

　　　　　　　　　　　　　〒104－0061東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日 昭和42年

資　本　金 3億円

代表者名 白壁英次

従業員数 470名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．fujifilm．co．jp／fms／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部　販売部　ドライケムグループ

TEL：03－3545　3326　　FAX　O3－5565－7020

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケ

ムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査

結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの

数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

　富士ドライケム　300G　　　　：血糖専用生化学分析装置

　富士ドライケム　ミニネット　：富士ドライケム検査機器データー処理

　　　　　　　　　　　　　　　　支援システム

　富士ドライケム　3500シリーズ：採血管対応小型多項目測定装置（4タ

　　　　　　　　　　　　　　　　イプ）

　富士ドライケム　800　　　　：電解質専用小型測定装置

　富士ドライケム　100タイプN：アンモニア専用小型測定装置

　富士ドライケム　7000シリーズ：5検体まで自動連続処理，比色26項

　　　　　　　　　　　　　　　　目＋電解質3項目の小型多項目測定装

　　　　　　　　　　　　　　　　置（3タイプ）

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP－L，　H，　QN，　QE
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叱1：lll

富士Lじフ酷式会社
〒103－0007東京都中央区日本橋浜町2－62－5FRピル

設立年月日 1950年12月18日

資　本　金 39億6，232万円

代表者名 鈴木博正

従業員数 523名

E－mail
URL（ホームページ） http／／www．fujirebio．co．jp／

工場所在地 〒192－0031八王子市小宮町51

TEL　O426－45－0052

研究所所在地 〒 同上

TEL　O426　45－0071　　FAX　O426－46－8325

商品間合せ先 担当部門 学術サービス部

TEL　O3－5695－9210　　FAX　O3－5695－9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈

再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単

操作を実現。化学発光酵素免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉血清検査（PA・HA法）：TP，アンティHBs，　HTLV－1，　HIV

　　　－1／2，CMV，　ASK，　ATG，　AMC，　MYCO　II他

　　　（ラテックス凝集法）：HbAlc，　ASO

　　　（CLEIA法）：CA19－9，　CA125，　CA15－3，　AFP，　CEA，　PSA，

　　　シフラ，TSH，　IgE，β2M，αiM，フェリチン，　HTLV－1，

　　　HIV－1／2，　HCV，　HBsAg，　HBsAb，　HBcIgM，　HBcAb，　TP，

　　　FT3，　FT4，インシュリン，　LH，プロラクチン，　FSH，　E2，

　　　HBeAg，　HBeAb，　HCVcoreAb，　TgAb，　TPOAb他

　　　（FPIA法）：FDP，　D－Dダイマー，　AT　III，　HBsAb，　CRP，

　　　TP，　CK－MB
　　　血液凝固線溶検査：D－Dダイマー

〈機器〉ルミパルスノ，エバネットEV20，マグストリームAS，　JIA－

　　　HB2010

G　　　　　　

軍扶桑薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－0045大阪市中央区道修町1－7－10

設立年月日 昭和12年3月25日

資　本　金 107億5，820万円

代表者名 戸田幹雄

従業員数 1，377名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．fuso－pharm．co．jp／

工場所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2－3－11

TEL　O6－6969－1131

研究所所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2－3－30

TEL　O6－6969－3131　　FAX　O6－6964－2706

商品間合せ先 担当部門 営業部営業四課

TEL　O6－6969－1131 FAX　O6－6969－2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検

体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

　　　アナライザー200

　　　アナライザー300F－S

　　　アナライザー300F－N

　　　電子シミュレーター

　　　カートリッジ（10種類）

　　　その他

■白血球中細菌核酸同定検査

　　　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」
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プロメガ株式会社
〒103－OO11東京都中央区日本橋大伝馬町14－15マツモトビルlF

設立年月日 1995（平成7）年2月2日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長　上田昌宏

従業員数 26名

E－mail mktg＠jp．promega．com
URL（ホームページ） http：〃www．promega．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－3669－7981　　FAX　O3－3669－7982

〔展示主要商品〕

ゲノムDNA自動精製用試薬／MagneSi1

特長：シリカコートの磁性体粒子でDNAを捕促して精製するシステムで

す。一定量のDNAのみを捕促するため，精製後に定量する手間を省きま

す。自動分注装置で操作できるため，多検体の核酸精製に最適です。

〔取扱い商品〕

〈核酸精製試薬〉組織や血液からのゲノムDNA自動精製に最適な磁性体

粒子をはじめ，独自のメンブレン技術によりPCR産物，　RNAを自動精

製するシステムをご紹介いたします。（Wizard⑧，　MagneSilTM）

〈ルシフェラーゼ定量試薬〉発光酵素ルシフェラーゼの反応系は，生体分

子の検出・定量，細胞を用いたアッセイなど広く利用されているシステム

です。弊社のルシフェラーゼ定量試薬は，自動化に適した様々な特性を活

かし，多検体処理にも応用することができます。（Steady－Glo⑧，　Bright－

GloTM，　Dual－GloTM）

〈セルベースアッセイ試薬〉細胞における増殖性や障害性，ジグナル伝達，

アポトーシスの関連分子を，よりシンプルな操作性で測定することのでき

るホモジニアス法を採用した様々な試薬をご用意しています。（Cell　Titer

⑧，CytoTox－ONETM，　ApoONE⑪）

●，．wwベックマン゜コールター株式会社

　　C（）UUER・　東京都港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ピル

設立年月日 1977年7月1日

資　本　金 12億3，000万円

代表者名 リーランド・エフ・マッカーシー

従業員数 300名

E－mail bckkcas＠beckmancoulter．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．beckmancoulter．com

工場所在地 〒243－0021：厚木市岡田3－8－23

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 業務推進グループ

TEL：03－5404－8424　　FAX：03－3578－4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH700，　LH500

臨床化学自動分析装置／sYNcHRoN　Lx⑱　i725

全自動免疫化学分析装置／Unicel

全自動細胞解析装置／CytomicsTM　FC500

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみなら

ず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への

対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できま
す。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置：sYNcHRoN　Lx⑱　i725

生化学自動分析装置：SYNCHRON　CX⑧シリーズ，　LX⑧シリーズ

血液分析装置：LH700シリーズ，　Gen・STM　Cell　System2，　HmXTM，

　　　　　　　MAXMTMA／L－Retic，　Ac・TTM5diffCP，　Ac・TTMシリーズ

細胞分析／分取装置：CytomicsTM　FC500，　EPICS⑧XL－MCL　System2

免疫化学分析装置：Access⑧，　Access⑧　2，　IMMAGE⑱

電気泳動システム：Paragon　CZE⑧　2000

全自動電解質測定装置：SYNCHRON　EL－ISE⑧

各種試薬
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aレlirtett　Aしゴ研究所

　　　　　　　　　　〒330－0061さいたま市浦和区常盤9－21－19

設立年月日 昭和51年2月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 中里時亜

従業員数 40名

E－mail sales＠helena．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．helena．co．jp

工場所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常a9　9　－21－19

TEL：048－833－3208

研究所所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常盤9－21－19

TEL　O48－833－3208

商品間合せ先．　担当部門 営業部

TEL：048－833－3208　　FAX　O48　833　3273

〔展示主要商品〕

REP／1352　エパライザ／J111

特長　一台で，蛋白分画，

化〃

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置

　　　（REP）

全自動電気泳動分析装置

　　（エパライザ2）

デンシトメータ

支持体

アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動

泳動項目 τ霊口画ALP．CPK

泳動項目 瞳2籍6種アイソザイム

EDC
クリニスキャン2

アガロース膜

クイックジェルー

HOR■BA株式会社堀場製作所
〒601－85jo京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 1953（昭和28）年1月26日

資　本　金 65億7，800万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 951名

E－mall me　info＠horiba．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．horiba．co．jp

工場所在地 〒601－8510　京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL：075　313　8121

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上　　FAX　O75－321－5834

商品間合せ先 担当部門 医用システム営業部

TEL：075－313－5736　　FAX　O75－321－0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRAシリーズ

特長：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹染

色標本の作製を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室の

バックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，塗抹染色標本の作製

までを行う装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC－141，　LC－140，　LC－550，　LC－5000，　LC－5501J，

　　　　　　　　　LC－250

動物用自動血球計数装置　LC－152

自動血球計数CRP測定装置　LC－175CRP，　LC－275CRP

pHメーター　Fシリーズ，　Dシリーズ

自動塗抹染色標本作製装置　LX－9131

自動テオフィリン測定装置　LT－110

自動CRP測定装置　LT－120
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A株式会社三菱化学ヤトロン
　　　　　　　　　　　　　　〒101－0031東京都千代田区東神田2－1－11

設立年月日 平成15年7月1日

資　本　金 3億円

代表者名 代表取締役社長吉富敏彦

従業員数 420名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／mk－iatron．jp

工場所在地 〒276－0046　八千代市大和田新田1144

TEL：047－450－2261

研究所所在地 〒289－2247千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460－6

TEL：0479－76－3666

商品間合せ先 担当部門 コールセンター

TEL：03－3863－6259　　FAX　O3－3862－1769

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光システム／イムライズ2000

特長：豊富なラインナップ。CLEIAによる高感度アッセイ。24項目ラン

ダムアクセス。独自の洗浄法によるB／F分離（特許）。処理能力200テス

ト／時。17インチタッチパネル操作。測定プロセスモニタリング。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム

■全自動免疫化学発光システム　DPC社製　イムライズ2000／1000

■血液凝固測定装置　IL社製　ACL　Advance・ACL7000／9000

■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　TLC－FID／FPDイアトロスキャン

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

　　　　　　　　　　　　M

歴慧宏烈レcぎ盟繹 〒435－0057浜松市中田町447

設立年月日 昭和60年1月

資　本　金 1，000万円

代表者名 市川明広

従業員数 20名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒431－3102浜松市豊西町904の7

TEL：053－435－9881 FAX：053－435－9882

研究所所在地 〒 同上

TEL　　同上

商品問合せ先 担当部門 営業3課

TEL　O53－467－1166　　FAX　O53－467－1600

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラック

も1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ

処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）

分注システム（子検体ラベラー・有無）

採血管準備システム

バーコードプリンター

子検体容器

子検体ラベル

ディスポチップ

閉栓用ポリキャップ
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有限会社山久化成
〒206－0803稲城市向陽台4－2－C－1007

設立年月日 平成6年5月12日

資　本　金 300万円

代表者名 山田倫久

従業員数
E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．yamahisa－net．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：042－370－4744　　FAX：042－370－4745

〔展示主要商品〕

検査総合管理システム／マインズ

特長：検査の受付から報告まで，採血管の準備，検体の小分け，小検体用

容器へのラベル貼りを行う検査の総合管理システム。Windows2000対応，

バーコード対応，低価格。

〔取扱い商品〕

1．検査総合管理システム　・「マインズ」検査の受付から報告まで

2．自動検体小分け装置　　・SasuGer180　　　　・SasuGer200

3．自動検体容器ラベル貼り機

　　・AutoSuratt　SP　　　親検体用ラベル貼り機

4．HbA，。用検体希釈装置

　　・PiaTreat　50α・PiaTreat　30・PiaTreat　200

5．ラベルプリンター　　バーコード印刷，カラー印刷可能

6．喀疾溶解処理装置「ナルクマン」

7．万能型多品種小容器充填ユニット（製造用試薬分注装置）

　　多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注一中栓一キャッピング）

8．「ピーポール」・「ウロキャッチ」（採尿用具）

9．ピーポールカッター「Musashi　PP」　「ピーポール」を効率よく使

　　用する為に容器をカットし，そのまま測定装置にかけられます。

姫ゆ株式会社ユニフレックス
　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F

設立年月日 1976年8月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 服部　晃

従業員数 46名

E－mail info＠uniflex．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．uniflex．co．jp

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：　　FAX：
商品問合せ先 担当部門 受注サービス課

TEL：04－7147－3034　　FAX：04－7144－8242

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，サンプルカップ

特長：エルケイブランドのプラスチック消耗品は，高純度素材を使用して

いるので，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック器材です。

2000種を越す製品が用意してあります。

〔取扱い商品〕

エルケイブランドプラスチック消耗品
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　　　　§器言器器9璽ラジオメークートレーティング株式会社

　　　　　　　　　〒105－0003東京都港区新橋3－16－H西新橋東急ビル

設立年月日 平成2年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 ペーター・シャノー

従業員数 120名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL：

研究所所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業開発部

TEL：03－5777－3540　　FAX　O3－5777－3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL700シリーズ

特長：ABL700シリーズは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液

ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ

管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長がありま
す。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム

経皮血液ガスモニター

精度管理溶液

動脈血サンプラー

緊急検査データ管理システム

ABL700シリーズ，　ABL555シリーズ，

ABL77シリーズ，　ABL5

TCM3，　TCM400
クオリチェックプラスシリーズ

PICOシリーズ

RADIANCE

Roche ロシュ・タイアクソスティックス株式会社

〒105－0014東京都港区芝2－6－1

設立年月日 1998年8月1日

資　本　金 25億円

代表者名 小川渉

従業員数 650名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．rochedianostics．jp

工場所在地 〒247－0063：鎌倉市梶原200

TEL：0467－45－3591（代表）

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 TEL：03－5443－7041（大代表）FAX　O3－5443－5247

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての

分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信

頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「lmova－

ting　Health　Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

モジュールアッセンブリ方式全自動測定装置

　「モジュラーアナリティクスD．P．E」

〈生化学自動分析装置〉・COBAS　INTEGRA　800／400plus

〈免疫血清自動分析装置〉・エクルーシス2010　・COBAS　CORE　II

〈PCR自動分析装置〉・COBAS　AMPLICOR　・Light　Cycter
〈血液凝固自動分析装置〉・STA－R　・STA　Compact
〈血糖自己測定システム〉・アキュチェックコンフォート　・アキュチェ

　　　　　　　　　　　　　ックアクティブ・アキュチェックコンパクト

〈簡易分析装置〉・カーディアックリーダー　・ユリラックスS
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◎和光純薬工業株式会社
Wako
　　　　　　　　　　　〒541－8605大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年

資　本　金 23億3，956万円

代表者名 池添　太

従業員数 1，450名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．wako－chem．co．jp／

工場所在地 〒510－1222　三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2

TEL　O593－93－4881

研究所所在地 〒661－0963尼崎市高田町6－1

TEL　O6－6499－1501

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬　カスタマーサポートセンター

TEL：03－3270－9134　　FAX　O3－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置JIA－HB2010／小型便潜血分析装置QUICK　RUN

特長　全自動便潜血免疫分析装置JIA－HB2010

　　　・フルオート　高速処理機（200テスト／時間）

　　　・多機能・簡単操作

　　　小型便潜血分析装置QUICK　RUN
　　　・小型，簡単操作で定量測定（10検体／バッチ）

　　　・便潜血と尿／髄液タンパクの2項目が測定可能

Whatmanワソトマンジャパン株式会社

〒llO－0005東京都台東区上野5－6－IO台和上野ビルlF

設立年月日 1983年9月19日

資　本　金 5，000万円

代表者名 代表取締役　中村光宏

従業員数 17名（’03年6月現在）

E－mall japaninfo＠whatman．com
URL（ホームページ） http：／／www．whatman．com

工場所在地 〒 ・Whatman　International　Ltd．
’ Maidstone，　Kent，　England

TEL：

研究所所在地 〒 ．Whatman　Internatlonal　Ltd．
’ Maidstone，　Kent，　England

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3832－6707　　FAX　O3－3832－6457

〔展示主要商品〕

イムノボア

特長：イムノアッセイを用いた簡易診断薬用のメンブレンです。最適な処

理が予め施されているので迅速・容易にPOC診断薬開発ができます。

ロット間差・非特異的吸着などの問題が解決します。

〔取扱い商品〕

イムノボア（ラテラルフロー用処理済ニトロセルロースメンブレン）

ピュラバインドAおよびG（無処理のニトロセルロースメンブレン）

ラピッドおよびFO75（高性能コンジュゲートリリースパッド）

吸水紙（多種のセルロース／ガラスフィルター）

サンプル採取保存紙（血液，唾液，尿，便などの採取・保存用途等）

血球分離用フィルター

アノボア（セラミックフィルター，マイクロアレイやDNAチップ用途等）

サイクロボア（PET・PC製の均一な孔径のフィルター，薬剤徐放用途等）

医療デバイス用フィルター（バクテリア除去・加湿用途等）

FTAカード（血液等からのDNA分離抽出・輸送・保存が室温で可能）



148 AACC　Amer　cCan　Associatjon　fbrαinkcat　Chemisby　MEDICA運営事務局・デュツセルドルフ見本市会社

　AACCは，臨床化学，　Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病

理学などを専門とする10，000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協

会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

　AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical　Chemist－

ry　Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual　Meetingで

は，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展

示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40，000人を越える

見学者を迎えております。

　AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News　Letter」を発行して

おります。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質

⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白

およびリボ蛋白　⑪TDMおよび毒物学　⑫Laboratory一情報システム

Messe　DUsseldorf　GmbH
Stockumer　Kirchstrasse　61，40474　Dttsseldorf，　Germany

　AACC入会希望の方は，申込書および年会費＄130．00を下記あてに送付

して下さい．

American　Association　for　Clinical　Chemistry，　Inc．

2101LSt．，　NW，　Suite　202

Washington，　DC　20037－1526

Tel：1－202－857－0717，　ext．739

Fax：1－202－833－4576

E－mail：cdonnell＠aacc．　org

Home　Page：http：／／www．　aacc．　org

設立：1947年

代表者名：Wilhelm　Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）

従業員数：480名

本社：TEL：＋・49－211－456001　Fax：＋　49－211－4560668

問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

　　　　　　　TEL：03－5210－9951　Fax：03－5210－9959
　　　　　　　mdj＠messe－dus．co．jp

〈展示品＞

　　　　MEDICA国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション

　　　　MEDICAは1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機
　　　　器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2002年度の開催では

　　　　世界65力国から3，650社の企業の出展と78力国から133，000人の来場

　　　　者が記録されています。

　　　　MEDICAは最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反
　　　　映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させま

　　　　した。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

　　　　電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP

　　　　整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス

　　　　病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム

　　　　清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

　　　　　　　　　　　　　AACC総会予定

第56回　2004年7月25日～7月29日　ロサンゼルス

第57回　2005年7月24日～7月28日　オーランド

　Praxis

　und
Hosp‘t己‘

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

　Sherago　International　Inc．

　11Penn　Plaza・Suite　1003・New　York，　NY10001

　Tel：十1－（212）643－1750・Fax：十1－（212）643－1758／57

ME
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150 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
アー　ク　レ　イ　株式会社 本　　　社 601－8045 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5311

アークレイマーケティング株式会社 クリニケーション本部 601－8045 京都市南区東九条西明田町57 （075）672　6386 （075）671－8289

北ブロック 981－3133 仙台市泉区泉中央1－37－1 （022）218－4131 （022）218－4136

事　業　所 札幌SSO、青森SSO、盛岡SSO、仙台SSO、新潟SSO

東プロツク 104－0033 中央区新川2－9－9　SHビル2F （03）5541－3456 （03）5541－3455

事　業　所 東京SSO、さいたまSSO第一・第二、千葉SSO、横浜SSO、松本SSO、静岡SSO

西プロツク 601－8046 京都市南区東九条西山町4 （075）672－5316 （075）662－8951

事　業　所 名古屋SSO、京都SSO、金沢SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO

南プロツク 815－0081 福岡市南区那の川1－4－3　コモハラビル3号 （092）526－1407 （092）526－1409

事　業　所 岡山SSO、広島SSO、北九州SSO、福岡SSO、熊本SSO、鹿児島SSO

アイエスケー株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－9　12 （03）3812－0191 （03）3812－9284

認可工場 120－0003 足立区東和3－5－4 （03）3620　1003 （03）3620－0877

大阪連絡事務所 574－0062 大東市氷野3－5－12 （072）872－9484 （072）872－9484

アイ・エル・ジャパン株式会社 本　　　社 105－0013 港区浜松町2－2－15　浜松町ゼネラルビル （03）3437－6350 （03）3437－6352

アイテック阪神株式会社 本　　　社 553－0001 大阪市福島区海老江1－1－31 （06）6456－5223 （06）6456－5252

鎌倉事業所 247－0056 鎌倉市大船1　2629サンビル （0467）47－4141 （0467）46－2685

東京営業所 136－0076 江東区南砂2－36－7　南砂阪神ビル （03）5677－1490 （03）3615－5066

神戸営業所 652－0865 神戸市兵庫区小松通5　1－21　片田共同ビル1F （078）682－8571

京都営業所 600－8041 京都市南区東九条南烏丸町23－1　KM第2ビル （075）661－2690

株式会社アイディエス 本　　　社 862－0938 熊本市長嶺東8－14－30 （096）380－4225 （096）389－2077

東京事務所 150－0002 渋谷区渋谷1　4　6　ニュー青山ビル701 （03）5469－9314 （03）5469－9316

大阪事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－6－14第2日大ビル611号 （06）6370－1850 （06）6370－1851

広島事務所 733－0003 広島市西区三篠町3－5－1　フローラルミササ101 （082）230－1444 （082）230－1445

ア　ジ　ア器材株式会社 本　　　社 194－0022 町田市森野2－27－12 （042）723－4670 （042）728－0163

株式会社ア　ズ　ウ　ェ　ル 本　　　社 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （06）69410308 （06）6941－4861

札幌支店 060－0007 札幌市中央区北7条西13－9－1 （011）281－3000 （011）2813250

仙台支店 984－0046 仙台市若林区二軒茶屋1－6 （022）295－0631 （022）295－0635

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町3　6　2 （03）5695－4144 （03）5695－4190

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区丸の内2－6　11 （052）211－4641 （052）211－4645

金沢支店 920－0805 金沢市小金町9－20 （076）252－1921 （076）252－2167
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

大阪支店 571－0044 門真市松生町4－6 （06）6909－7645 （06）6909－4960

高松支店 761－0101 高松市春日町1706 （0878）41－3088 （0878）43－8148

広島支店 730－0016 広島市中区幟町11　4 （082）221－2954 （082）221－2969

福岡支店 810－0004 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054 （092）771－3678

アボット　ジャパン株式会社 本　　　社 106－8535 港区六本木1－9－9　六本木ファーストビル （03）3589－9441 （03）3589－9591

札幌事業所 060－0003 札幌市中央区北3条西1－1－1　ナショナルビル6F （011）219　1891 （011）219－1870

仙台事業所 980－0014 仙台市宮城野区榴岡4　2－3　仙台MTビル12F （022）792－6971 （022）792－6998

東京事業所 151－8563 渋谷区千駄ヶ谷5－25－5 （03）5367－3925 （03）5367－3926

名古屋事業所 460－0093 名古屋市名東区一社4　97 （052）702－3508 （052）702－3509

大阪事業所 541－0051 大阪市中央区備後町1　1－6　3F （06）6228－8630 （06）6203－5805

広島事業所 732－0052 広島市東区光町2－7－8　4F （082）568－1925 （082）261－0691

福岡事業所 812－0039 福岡市博多区冷泉町5－32　オーシャン博多ビル4F （092）291－6651 （092）291－4693

ア　ロ　カ　株　式　会　社 本　　　社 181－8622 三鷹市牟礼6　22－1 （0422）455111 （0422）45－7751

東京支店 113－0034 文京区湯島1　12　4　小宮ビル （03）5812－3791 （03）5812－3793

札幌支店 065－0033 札幌市東区北33条東10－5－15 （011）722－2205 （011）722－2208

仙台支店 980－0803 仙台市青葉区国分町3－9－8　田山ビル （022）262－7181 （022）261－5310

水戸支店 310－0905 水戸市石川2－4249　5 （029）255－1811 （029）255－1812

名古屋支店 468－0051 名古屋市天白区植田3－803 （052）805－2660 （052）805－2283

大阪支店 564－0051 吹田市豊津町41－35 （06）4861－4888 （06）4861－4860

広島支店 733－0035 広島市西区南観音5－9－7 （082）292－0019 （082）292－－6329

高松支店 760－0079 高松市松縄町字宮西291 （087）866－6012 （087）866－6021

福岡支店 812－0054 福岡市東区馬出4－3－10 （092）633－3131 （092）633－3621

熊本支店 860－0833 熊本市平成2－4－12 （096）370－5688 （096）370－5587

株式会社ア　ンペール 本　　　社 160－0023 新宿区西新宿7－5－3　斎藤ビル （03）5330－6801 （03）5330－7027

北関東営業所 309－1703 西茨城郡友部町鯉淵6612－49 （0296）77－6188 （0296）70－5011

株式会社医学生物学研究所 本　　　社 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）971－2081 （052）971－2337

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北七条西7－1－30　RICH　7・7BLDG　2　F （011）717－6547 （011）717－6546

東北営業所 960－1242 福島市松川町美郷4　1　1　㈱ゲノムサイエンス研究所内 （024）537－2480 （024）537－2481

首都圏統轄営業所 173－0004 板橋区板橋2　9－3　日本鋼管工事埼京ビル4F （03）5248－2861 （03）5248－2930

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）972－0470 （052）971－2065



152 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F （06）6305－2039 （06）6305－6255

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F （092）481－0530 （092）481－0537

伊那研究所 396－0002 伊那市大字手良沢岡字大原1063－103 （0265）76－1777 （0265）76－0584

株式会社エイアンドティー 本　　　社 220－0005 横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル （045）317－1252 （045）317－1280

札幌オフィス 003－0022 札幌市白石区南郷通13一南3－1 （011）864－1165 （011）864－1162

仙台オフィス 980－0802 仙台市青葉区二日町3－10 （022）712－3021 （022）712－3023

横浜本社オフィス 220－0005 横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル （045）317－1253 （045）317－1280

名古屋オフィス 460－0002 名古屋市中区丸の内3－17－6 （052）961－3661 （052）961－3662

大阪オフィス 560－0082 豊中市新千里東町1－4－2　千里ライフセンタービル17F （06）4863－7737 （06）4863－7750

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－16－19博多昭和ビル （092）414－4333 （092）414－4355

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　社 113－8408 文京区本郷1－33－8 （03）3813－5401 （03）3818－1207

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル （011）281－5401 （011）281－5404

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急ビル7F （022）712－2882 （022）712－2881

東京第1／2営業所 114－0002 北区王子5－26－20 （03）3913－6497 （03）3919－8953

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル （052）951－3022 （052）971ヨ146

京都営業所 604－0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　カーニープレイス京都烏丸ビル （075）212－7277 （075）212－7288

大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F （06）6264－5312 （06）6264－5322

広島営業所 733－0812 広島市西区己斐本町2－12－30SKビル （082）271－5319 （082）272－1272

高松営業所 760－0056 高松市中新町12－1　徳寿ビル （087）837－7787 （087）837－2393

福岡営業所 810－0001 福岡市中央区天神4－2－36天神栄泉ビル （092）751－2227 （092）711－7085

エム・シー・メディカル株式会社 本　　　社 160－8355 新宿区西新宿7－5－25西新宿木村屋ビル （03）5330－7861 （03）5330－0499

東京支店 160－8355 新宿区西新宿7－5－25西新宿木村屋ビル （03）5330－7863 （03）5330－7867

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2－1－10船場モンブランビル （06）6271－7855 （06）6271－1012

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－13－21　エフビル （092）476－0833 （092）476－0832

大　塚　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 101－8535 千代田区神田司町2－9 （03）3292－0021

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 本社，東京オフィス 135－0016 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （03）5632－7300 （03）5632－7338

北海道オフィス 060－0042 札幌市中央区大通西12－4 （0120）03－6527

東北オフィス 980－0021 仙台市青葉区中央4－10－3 〃

大宮オフィス 330－0844 さいたま市大宮区下町2－43－1 〃

船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18－10 ノノ
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3－20－12 〃

名古屋オフィス 460－0002 名古屋市中区丸の内1－4－12 ノノ

大阪オフィス 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－36 〃

広島オフィス 732－0824 広島市南区的場町1－2－18 〃

岡山オフィス 700－0976 岡山市辰巳22－103 〃

松山オフィス 790－0003 松山市三番町4－11－6 〃

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅前東2－14－1 ノノ

株式会社オーピーシステム 東京本社 140－0004 品川区南品川5－3－10　ミヤデラビル （03）3471－9862 （03）3471－9860

大阪本社 559－0031 大阪市住之江区南港東8－2－19 （06）6612－8878 （06）6612－8854

九州オフィス 812－0054 福岡市東区馬出1－13－8 （092）643－2338 （092）643－7288

上　　　海 200001 上海市延安東路500号延福大度25楼 （021）6360－6235 （021）6360－6219

株式会社オ　ム　コ　医研 本　　　社 536－0004 大阪市城東区今福西5－6－13 （06）6934－8111 （06）6934－8115

オリンパス光学工業株式会社 東京分析機グループ 163－0914 新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス （03）3340－2227 （03）6901－4916

札幌支店 060－0034 札幌市中央区北4条東1－2－3　札幌フコク生命ビル （011）222－2551 （011）222－2587

仙台支店 981－0911 仙台市青葉区台原2－10－32　KSビル2F （022）274－3121 （022）218－9179

大宮支店 330－0038 さいたま市宮原町2－16－14新正ビル （048）665－5396 （048）665－5332

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－19－21ユース平八堂ビル （052）201－4868 （052）201－8581

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）6252－6697 （06）6251－0094

金沢支店 920－0024 金沢市西念1－1－3　コンフィデンス金沢8F （076）222－3434 （076）262－2318

広島支店 730－0013 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921 （082）222－0184

福岡支店 810－0029 福岡市博多区古門戸町2－4　KSコモンドビル （092）262－1235 （092）281－8708

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 本社（機器事業部） 136－8631 江東区新砂1－2－8 （03）5635－5191 （03）3699－7220

札幌支店 060－0907 札幌市東区北7条東5－8－37 （011）704－1132 （011）751－2622

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町4－1－1 （022）261－6801 （022）264－3035

名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅4－5－20 （052）583－1861 （052）583－1866

大阪支店 564－0053 吹田市江の木町1－6 （06）6193－7605 （06）6192－8552

広島支店 730－0011 広島市中区基町12－3 （082）228－9977 （082）228－2811

福岡支店 810－0012 福岡市中央区白金1－17－8 （092）526－7833 （092）526－7922

株　式　会　社　カ　イ　ノ　ス 本　　　社 113－0033 文京区本郷2－38－18 （03）3816－4485 （03）3816－6517

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北7条西4－1－2 （011）737－5290 （011）737－5292
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仙台営業所 982－0012 仙台市太白区長町南3－3－43 （022）249－5527 （022）249－7544

東京営業所 113－0033 文京区本郷2　38－18 （03）3816－4481 （03）3816－4110

名古屋営業所 464－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70 （052）783－1364 （052）783－1365

大阪営業所 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）6370－1131 （06）6370－7710

広島営業所 739－0263 東広島市志和流通1　85 （082）224－1480 （082）224－1481

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－14－34 （092）441－6996 （092）441－6997

協和メデックス株式会社 本　　　社 104－0042 中央区入船2－1　1 （03）3297－8103 （03）3297－8113

東京支店 104－0042
ノノ （03）3297－8111 （03）3297－8115

大阪支店 530－0001 大阪市北区梅田1－12－17 （06）6346－4821 （06）6346－4826

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1 （011）261－5455 （011）261－5457

仙台営業所 980－0822 仙台市青葉区立町27－21 （022）213－3821 （022）213－3829

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370 （052）953－6010

広島営業所 732－0827 広島市南区稲荷町2－16 （082）261－9880 （082）261－9882

四国営業所 790－0001 松山市一番町3－2－11 （089）941－8807 （089）941－8905

九州営業所 812－8663 福岡市博多区博多駅前2－2－1 （092）474－5222 （092）452－3369

横浜出張所 220－0004 横浜市西区北幸2－8－4 （045）324－2591 （045）324－2597

久保田商事株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－299 （03）3815－1331 （03）3814－2574

札幌営業所 001－0032 札幌市北区北32条西2－3　12 （011）758－3920 （011）758－3921

仙台営業所 980－0004 仙台市青葉区宮町4－5－43 （022）223－4927 （022）223－4926

つくば営業所 305－0033 つくば市東新井26－17 （0298）56－3211 （0298）56－5811

新潟営業所 950－0982 新潟市堀之内南2－8－16 （025）241－8407 （025）241－8408

名古屋営業所 460－0007 名古屋市中区新栄1－17－24 （052）262－3705 （052）262－3706

大阪営業所 540－0013 大阪市中央区内久宝寺町4－2－17 （06）6762－8471 （06）6762－8473

広島営業所 730－0049 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243－6514 （082）243－6528

四国営業所 790－0038 松山市和泉北2　6－31 （089）946－1080 （089）946－1081

福岡営業所 812－0061 福岡市東区筥松1－6－11 （092）621－1161 （092）62仁1162

CLINICA　Corporation Fallbrook 1432South　Mission　Road　Fallbrook，　California　92028 （800）728－5205 （760）728－2902

San　Marcos 774North　Twin　Oaks　Valley　Road，　Suite　C　San　Marcos，　Califomia　92069 （760）744－1900 （760）941－9593

㈱ベリタス 105－0001 港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593－3216

興和㈱ライフサイエンス事業部 本社名古屋支店 460－8625 名古屋市中区錦3－6－29 （052）963－3296 （052）963－3297
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東京支店 103－8433 中央区日本橋本町3－4－14 （03）3279－7514 （03）3279－7541

大阪支店 541－8511 大阪市中央区淡路町2－3－5 （06）6204－6182 （06）6204－6188

札幌営業所 060－0061 札幌市中央区南1条西7－15 （011）209－9120 （011）209－9121

仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通1－1－26 （022）267－1784 （022）211－6969

広島営業所 730－0014 広島市中区上幟町8－20 （082）502－8571 （082）502－8570

福岡営業所 812－0025 福岡市博多区店屋町4－15 （092）271－2663 （092）282－0392

株式会社コスモテック 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町1－3－9 （03）5687－5787 （03）5687－5980

小林記録紙株式会社 本　　　社 448－8656 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）26－5310 （0566）26－5308

医療事業部 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）222－3121 （052）222－7135

株　式　会　社　サ　　ト　ー 本　　　社 150－0013 渋谷区恵比寿1－21－3　恵比寿NRビル （03）5789－2193 （03）5420－5683

営業本部 150－0013 渋谷区恵比寿4－9－10 （03）5449－4410 （03）5449－4464

東京支社 150－0013 〃 （03）5449－3105 （03）5449－9245

大阪支社 564－0051 吹田市豊津町10－2621センチュリービル （06）6369－5070 （06）6369－5071

札幌支店 007－0837 札幌市東区北37条東15－1－18 （011）702－4111 （011）702－4118

仙台支店 981－3133 仙台市泉区泉中央1－20－4 （022）772－5011 （022）772－5014

名古屋支店 451－0082 名古屋市西区大金町5－6 （052）523－8500 （052）523－8508

広島支店 731－0103 広島市安佐南区緑井3－18－12 （082）870－7100 （082）870－7102

福岡支店 811－2205 粕屋郡志免町大字別府680－1 （092）626－1311 （092）626－1300

他7支店17営業所

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町1－10－6 （03）3863－3271 （03）3864－5644

東京支店 101－0032 千代田区岩本町1－10－6 （03）3863－3261 （03）3862－3079

大阪支店 532－0003 大阪市淀川区宮原5－8－5 （06）6391－2501 （06）6396－6488

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－10－15 （092）482－2751 （092）482－2756

札幌営業所 060－0906 札幌市東区北6条東2－2－12 （011）711－3696 （011）742－1957

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－11－2 （022）267－2291 （022）267－2293

名古屋営業所 453－0839 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772 （052）412－7825

中四国営業所 730－0022 広島市中区銀山町1－11 （082）243－2678 （082）243－4942

塩野義製薬株式会社 本　　　社 541－0045 大阪市中央区道修町3－1－8 （06）6202－2161 （06）6222－1702

東京支店 150－0002 渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル （03）3406－8111 （03）5467－3405

診断薬部 566－0022 摂津市三島2－5－1　摂津工場508工場4F （06）6381－7343 （06）6381－4281
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株式会社システムバイオティックス 本　　　社 230－0046 横浜市鶴見区小野町75－1　リーディングベンチャープラザ5F （045）508－2601 （045）508－2602

シスメックス株式会社 本　　　社 651－0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1 （078）265－0500 （078）265－0524

仙台支店 981－3133 仙台市泉区泉中央1－23－4　ノースファンシービル2F （022）375－7751 （022）3758603

北関東支店 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町4－54－1　キャピタルビル7F （048）600－3888 （048）601－2272

東京支店 113－0033 文京区本郷1－24－1　本郷MFビル5F （03）3814－5046 （03）3815－0936

名古屋支店 465－0092 名古屋市名東区社台3－85－1 （052）775－8101 （052）775－5217

大阪支店 564－0063 吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F （06）6337－8300 （06）6337－8200

広島支店 730－0036 広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F （082）248－9070 （082）248－9075

福岡支店 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314 （092）474－3862

株　式　会　社　常　　　　光 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717 （03）3815－1759

東京技術研究所 213－8588 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211 （044）811－9209

札幌支店 060－0807 札幌市北区北7条西2 （011）736－1311 （011）716－4701

名古屋支店 460－0012 名古屋市中区千代田5－8－30 （052）25L3878 （052）251－3879

大阪支店 567－0811 茨木市上泉町9－37 （0726）24－4411 （0726）24－4477

福岡支店 812－0029 福岡市博多区古門戸3－12 （092）281－5757 （092）281－5760

仙台営業所 983－0045 仙台市宮城野区宮城野1－26－21 （022）292－7170 （022）292－7305

新潟営業所 950－0836 新潟市東中野山3－5－15 （025）277－3811 （025）277－0522

静岡営業所 439－0037 小笠郡菊川町西方154 （0537）36－1126 （0537）36－2169

広島営業所 734－0022 広島市南区東雲2－2－14－104 （082）508－0852 （082）508－0851

住友製薬バイオメディカル株式会社 本　　　社 541－0044 大阪市中央区伏見町2－1－1 （06）6229－5645 （06）6228－6070

東京支店 104－0031 中央区京橋1－12－2 （03）5159－2550 （03）5159－2947

生化学工業株式会社 本　　　社 103－0023 中央区日本橋本町2－1－5 （03）3270－0536 （03）3242－5335

株式会社セントラル科学貿易 東京本社 111－0052 台東区柳橋1－8－1 （03）5820－1500 （03）5820－1515

札幌営業所 001－0037 札幌市北区北37条西9－1－10 （011）746－4442 （011）746－4456

大阪支店 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－36 （06）6325－3171 （06）6325－5180

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482　4000 （092）482－3797

第一化学薬品株式会社 本　　　社 103－0027 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－0681 （03）3281－0510

首都圏営業所 103－0004 中央区東日本橋2－8－3 （03）3851－6161 （03）3851－7729

東日本営業所 103－0004 ノノ ノノ 〃

西日本営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31上村ニッセイビル16F （06）6350－5023 （06）6350－6582
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北海道営業所 003－0006 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345 （011）822－2489

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町3－5－21 （022）263－8560 （022）263－8560

中部営業所 460－0011 名古屋市中区大須4－1－65 （052）238－0211 （052）238－4300

中国営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19 （082）261－7862 （082）261－7863

九州営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－10　1　第一福岡ビル3F （092）451－0511 （092）474－4136

株　式　会　社　第　一　器　業 本　　　社 114－0024 北区西ヶ原3－25－1 （03）3918－5496 （03）3917－6062

中央研究所 300－3261 つくば市花畑1－15－19 （0298）64－4311 （0298）77ゴ262

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　社 534－0021 大阪市都島区都島本通1－15－17 （06）6928－7441 （06）6928－7445

東京支店 170－0005 豊島区南大塚3－47－1　オーエスビル6F （03）3985－3466 （03）3985－3477

摂津流通センター 566－0035 摂津市鶴野3－7－14 （0726）32－3666 （0726）32－0338

〈グループ企業〉

富山大扇工業㈱ 930－0401 中新川郡上市町広野新269 （0764）74－0336 （0764）73－0338

上海大扇塑料包装
有限公司 上海市青浦具半新鎮周浜村

ダコ・サイトメーション株式会社 本　　　社 600－8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル （075）211－3655 （075）211－1755

東京営業所 101－0041 千代田区神田須田町2－3－16　千代田パリオンビル （03）5256－6436 （03）5256－6431

茶　谷　産　業　株　式　会　社 大阪本社 541－0052 大阪市中央区安土町1－18－15野村不動産大阪ビル （06）6271－5657 （06）62715365

東京営業所 107－0051 港区元赤坂1－6－6　第2安全ビル （03）3478－6121 （03）3478－5323

九州事務所 895－1501 薩摩郡祁答院町下手4622 （0966）21－8145 （0966）21－8145

デイドベーリング株式会社 本　　　社 164－8603 中野区本町2－46－1 （03）5365－8200 （03）5365－8201

札幌ショールーム 060－0005 札幌市中央区北5条西6－2－2 （011）251－5035 （011）251－5135

仙台ショールーム 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45 （022）30仁9221 （022）301－9210

東京ショールーム 164－8603 中野区本町2－46－1 （03）5352－6556 （03）5352－6551

名古屋ショールーム 460－0008 名古屋市中区栄2－6－1 （052）211－2755 （052）211－2766

大阪ショールーム 564－0008 吹田市江坂町1－23－101 （06）6378－2801 （06）6378－2805

福岡ショールーム 810－0025 福岡市博多区店屋町1－31 （092）283－6388 （092）283－7285

株式会社テクノメディカ 本　　　社 224－0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1 （045）948－1961 （045）948－1962

名古屋支店 464－0850 名古屋市千種区今池4－4－9 （052）741－1516 （052）741－1517

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町1－28－6－501 （06）6337－3432 （06）6337－3482

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－11－35 （092）483－7333 （092）483－7334

札幌営業所 060－0063 札幌市中央区3条西12－325－2－305 （011）271－3770 （011）27仁3760
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仙台営業所 984－0032 仙台市若林区荒井字堀添65－1 （022）287－3771 （022）287－3772

甲信越営業所 380－0838 長野市県町460－2－102 （026）238－7715 （026）238－7716

広島出張所 731－0122 広島市安佐南区中筋2－3－4－101 （082）830－5103 （082）830－5104

金沢出張所 920－0342 金沢市畝田町西2－91 （076）266－8105 （076）266－8108

松山出張所 791－8055 松山市清住2－1100－6 （089）911－6331 （089）911－6332

北関東出張所 330－0841 さいたま市大宮区東町2－292 （048）650－8191 （048）650－8192

デ　ン　カ　生研株式会社 本　　　社 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル （03）3669－9091 （03）3664－1005

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西18－1－26 （011）615－2866 （011）615－2867

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－13　24 （022）264－1138 （022）268－6084

新潟営業所 950－0965 新潟市新光町17 （025）285－8641 （025）285－9872

名古屋営業所 464－0026 名古屋市千種区井上町49－1 （052）788－3981 （052）788－3985

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島4－7－18 （06）6307－7061 （06）6307－7091

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街8－20 （092）414－7071 （092）414－7073

株　式　会　社　東　機　貿 本　　　社 106－8655 港区東麻布2－3－4 （03）3586－1421 （03）3586－4385

東京営業部 140－8644 品川区東品川2－5－8　天王洲パークサイドビル （03）5461－3031 （03）5461－3041

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島1－14－17 （06）6308－8311 （06）6308－8353

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西4　エルムビル5F （011）717－0350 （011）758－3901

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34マルキンビル4F （022）211－4551 （022）211－4510

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社1－407 （052）775－7800 （052）775－7830

九州営業所 812－0031 福岡市博多区沖浜町11－10　サンイースト福岡6F （092）271－4695 （092）271－4669

東京航空計器株式会社 本社及び工場 201－8555 狛江市和泉本町1－35－1 （03）3489－1130 （03）3489－1182

羽田事業部 144－0041 大田区羽田空港1－8－2 （03）3747－7671 （03）3747－0374

名古屋営業所 460－0008 名古屋市中区栄1－11－3　白川アカデミービル （052）203－1801 （052）203－1824

東　京　貿　易　株　式　会　社 本　　　社 104－8510 中央区八丁堀2－13－8 （03）3555－7353 （03）3555－7271

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－3－9　第六広瀬ビル8F （022）264－9550 （022）264－9560

大阪営業所 541－0057 大阪市中央区北久宝寺町4－4－2　フットワーク住友生命ビル （06）4963－9397 （06）4963－9398

九州営業所 813－0034 福岡市東区多の津1－14－1　FRCビル4F （092）623－1689 （092）623－1789

東芝ラボメディカル株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－40－11 （03）3815－2921 （03）3815－4347

北海道営業所 065－0042 札幌市東区本町2条2－3－6 （011）785－3131 （011）785－1104

東北営業所 989－3204 仙台市青葉区南吉成2－17－2 （022）279－3510 （022）279－5701
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関東営業所 330－8630 さいたま市北区土呂町1－45－10 （048）651－9211 （048）651－8274

首都圏営業支店 104－0031 中央区京橋1－19－8 （03）3562－0211 （03）3564－2860

中部営業所 450－0003 名古屋市中村区名駅南1－4－12 （052）581－9310 （052）582－7615

関西営業所 530－0047 大阪市北区南森町2－1－29 （06）6362－3990 （06）6365－6424

中国営業所 730－0031 広島市中区紙屋町1－2－22 （082）248－2421 （082）247－5951

四国営業所 760－0023 高松市寿町1－3－2 （087）851－3786 （087）822－5685

九州営業所 816－0864 春日市須玖北2－8 （092）575－2711 （092）575－2705

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 105－8623 港区芝3－8－2 （03）5427－5181 （03）5427－5520

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町2－4－1 （022）266－2341 （022）267－5745

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）211－5730 （052）211－5740

大阪支店 530－0004 大阪市北区堂島浜1－2－6 （06）6344－3857 （06）6344－4186

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－13－2 （092）781－0481 （092）751－7015

山口営業所 746－8501 新南陽市開成町4560 （0834）63－9888 （0834）63－6627

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4－7－10 （048）447－3381 （048）431－4685

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　社 530－8230 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）6348－3335 （06）6348－3833

支　　　社 103－8530 中央区日本橋小網町17－9 （03）3660－4800 （03）3660－4951

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103－8355 中央区日本橋小舟町5－1 （03）3665－3174 （03）3665－3723

大阪本社 550－8668 大阪市西区新町1－1－17 （06）6535－2612 （06）6535－2470

名古屋支店 460－8560 名古屋市中区丸の内3－14－18 （052）963－5648 （052）963－5639

株式会社ニ　チ　リ　ョ　ー 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町2－4－10　共同ビル （03）5820－2411 （03）5820－2410

工　　　場 343－0822 越谷市西方2760－1 （048）989－1301 （048）989－1333

西日本営業所 630－8213 奈良市登大路町11－1　登大路プラッツ3F （0742）25－0808 （0742）25－0878

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3918－8161 （03）3918－4515

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西10－4 （011）242－8566 （011）242－8570

仙台営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台6F （022）717－3401 （022）717－3410

東日本産業試薬
営　　　業　　　所 330－0802 さいたま市大宮区宮町1－24 （048）644－7786 （048）644－7831

東京営業所 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3940－6461 （03）3918－8533

名古屋営業所 460－0024 名古屋市中区正木4－8－7 （052）682－2818 （052）681－7536

大阪営業所 550－0003 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）6449－1500 （06）6449－1505

広島営業所 730－0811 広島市中区中島町9　1 （082）243－2235 （082）241－4715
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福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多東2－5－37 （092）475－7511 （092）475－7666

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 103－0007 中央区日本橋富沢町5－5 （03）3660－8595 （03）3660－8602

大阪支店 541－0043 大阪市中央区高麗橋4－3－10 （06）6208－4957 （06）6208－4976

札幌営業所 003－0027 札幌市白石区本通り7一北1－33 （011）866－7001 （011）866－7012

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1－3－1 （022）266－8956 （022）266－8998

名古屋営業所 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）231－5138 （052）231－0158

広島営業所 730－0029 広島市中区三川町2－11 （082）241－8245 （082）541－8245

福岡営業所 812－0025 福岡市博多区店屋町8－30博多フコク生命ビル2F （092）281－1171 （092）281－1161

ニップンテクノクラスタ株式会社 本　　　社 169－0075 新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル4F （03）5287－6761 （03）5287－6765

ニ　プ　ロ　株　式　会　社 本　　　社 531－8510 大阪市北区本庄西3－9－3 （06）6373－3155 （06）6374－0697

札幌支店 060－0009 札幌市中央区北9条西19－35 （011）631－7311 （011）631－7314

盛岡営業所 020－0122 盛岡市みたけ5－20－44 （019）641－8999 （019）641－8998

秋田営業所 010－0877 秋田市山王2－1－40　田ロビル5F （018）834－3851 （018）831－2691

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町8－6　二日町島田ビル4F （022）268　7756 （022）268－7743

新潟支店 950－0915 新潟市鐙西2－29－15　ピュアコートベル2F （025）248－7518 （025）248－7506

関東北支店 331－0815 さいたま市北区大成町4－421－2 （048）666－3721 （048）666－3772

関東東支店 26仁0005 千葉市美浜区稲毛海岸3－1　フラワーヒル稲毛2F （043）242－2821 （043）248－7797

東京第一・第二支店 113－0033 文京区本郷4－3－4　ニプロビル2F （03）3818－0425 （03）3818－0469

横浜支店 221－0052 横浜市神奈川区栄町1－1　アーバンスクエア横浜11F （045）441－3222 （045）441－3256

西東京・山梨営業所 190－0022 立川市錦町2－7－10西野ビル1F （042）521－1471 （042）521－1476

山梨営業所 400－0035 甲府市飯田1－1－240SD－IIIビル3F （055）236－1700 （055）233－1208

長野営業所 390－0871 松本市桐3－2－45山本ビル2F－1 （0263）36－0522 （0263）36－5212

静岡支店 422－8051 静岡市中野新田305－1　東名第一ビル3F （054）283－6413 （054）283－8794

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－91　高柳本郷ビル （052）777－1010 （052）777－1015

北陸営業所 921－8005 金沢市間明町2－273　中元ビル2F （076）292－0245 （076）292－0216

京都支店 606－8204 京都市左京区田中下柳町36 （075）752－0820 （075）752－0824

関西第一・第二支店 531－0072 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）6373－0555 （06）6373－0385

神戸支店 650－0015 神戸市中央区多聞通4－1－3　ナカヤマビル7F （078）361－7585 （078）361－7587

岡山支店 700－0951 岡山市田中128－106 （086）243－7591 （086）244－0932

広島支店 731－0135 広島市安佐南区長束3－45－3 （082）238－8307 （082）238－8631
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四国支店 761－8013 高松市香西東町304－1　新栄ビル （087）882－2828 （087）882－7729

福岡支店 816－0935 大野城市錦町2－2－12 （092）574－3731 （092）574－1748

熊本営業所 862－0913 熊本市尾ノ上1－12－3　ファインパレス尾ノ上103 （096）331－7330 （096）331－7335

鹿児島営業所 890－0046 鹿児島市西田2－28－9　アスカIIlF （099）258－2775 （099）255－6303

日本ケミ　ファ株式会社 本　　　社 101－8678 千代田区岩本町2－2－3 （03）3851－2974 （03）3862－2645

東日本地区 101－8678 ノノ ノノ ノノ

新潟地区 950－0964 新潟市網川原1－15－23 （025）2814890 （025）281－4885

中部地区 460－0022 名古屋市中区金山5－15－9 （052）882－5310 （052）882－5323

近畿地区 550－0002 大阪市西区江戸堀1　26　20 （06）6448－1863 （06）6448－1866

中国・四国地区 730－0856 広島市中区河原町1－26 （082）296－4825 （082）296－4755

九州地区 812－0018 福岡市博多区住吉3－1－80 （092）272－4711 （092）291－1929

株式会社日本抗体研究所 本　　　社 370－0021 高崎市西横手町351－1 （027）353－1411 （027）353－1770

東京事務所 151－0063 渋谷区富ケ谷1－1－1　京王代々木ビル （03）3469－9351 （03）34699352

日本光電工業株式会社 本　　　社 161－8560 新宿区西落合1－31－4 （03）5996－8000 （03）5996－8085

販社、営業所 全国10販社、126営業所

日　本　電　子　株　式　会　社 本　　　社 196－8558 昭島市武蔵野3－1－2 （042）543－1111 （042）5463353

東京支店 190－0012 立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F （042）528－3341 （042）528－3439

札幌支店 060－0809 札幌市北区北9条西3－19　ノルテプラザ5F （011）726－9680 （011）717－7305

仙台支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル （022）222－3324 （022）2650202

筑波支店 305－0033 つくば市東新井18－1 （0298）56－3220 （0298）56－1639

横浜支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル （045）474－2181 （045）474－2180

名古屋支店 450－0001 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）581－1406 （052）581－2887

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）6304－3941 （06）6304－7377

広島支店 730－0015 広島市中区橋本町10－6　西日本銀行三井住友海上共同ビル （082）221－2500 （082）221－3611

高松支店 760－0023 高松市寿町1－1－12高松東京生命館 （087）821－8487 （087）822－0709

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル （092）411－2381 （092）473－1649

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 東京本社 116－0014 荒川区東日暮里5－7－18　コスモパークビル （03）5811－6290 （03）5811－6282

大阪営業所 532－0025 大阪市淀川区新北野1－14－11大阪新北野第一生命ビル （06）6309－5860 （06）6308－3064

日本ビオメリュー株式会社 本　　　社 107－0061 港区北青山2－12－28　青山ビル （03）5411－8711 （03）5411－8710

札幌オフィス 060－0062 札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル3F （011）281－0408 （011）28仁0402
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仙台オフィス 980－0811 仙台市青葉区一番町1－4－30　さのやビル8F （022）221－9784 （022）221－9763

東京オフィス 107－0061 港区北青山2－12－28　青山ビル （03）5411－8751 （03）5411－8750

名古屋オフィス 464－0851 名古屋市千種区今池南29－10川島第2ビル　203号室 （052）735－5711 （052）735－5762

大阪オフィス 531－0074 大阪市北区本庄東1－1－10RISE88　8F （06）6292－8680 （06）6292－8686

福岡オフィス 812－0011 福岡市博多区博多駅前3－9－1　大賀博多駅前ビル5F （092）412－7060 （092）412－7061

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 東京本社 107－0052 港区赤坂8－5－26赤坂DSビル （0120）8555－90 （024）593－5761

福島工場 960－2152 福島市土船字五反田1

札幌事務所 060－0003 札幌市中央区北3条西2－10－2　札幌HSビル8F （011）272－1290 （011）241－0968

仙台事務所 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－10大和ビル2F （022）266－3757 （022）266－3760

名古屋事務所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－17－29　丸の内iaビル6F （052）951－6510 （052）951－6530

大阪事務所 564－0054 吹田市芳野5－59 （06）6378－6241 （06）6378－6244

広島事務所 730－0806 広島市中区西十日市町9－9　広電三井住友海上ビル7F （082）234－6341 （082）234－6477

福岡事務所 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23朝日生命福岡昭和通りビル3F （092）262－4461 （092）262－4466

日　本ポール株式会社 本　　　社 141－0031 品川区西五反田1－5－1 （03）3495－8301 （03）3495－8366

日本ミ　リポア株式会社 本　　　社 108－0073 港区三田1－4－28　三田国際ビル （03）5442－9789 （03）5442－9736

ニ　ュ　ー　コ　ン株式会社 本　　　社 116－0014 荒川区東日暮里5－41－12 （03）3805－2584 （03）3805－2685

ノー　トウェア株式会社 本　　　社 105－0012 港区芝大門2－12－9 （03）5472－8790 （03）5472－8796

西日本事業所 700－0902 岡山市錦町1－1 （086）234－6045 （086）234－6068

バイオテック株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）3816－6931 （03）3818－4554

大阪営業所 533－0034 大阪市東淀川区東中島1－6－14第2日大ビル1001号 （06）6379－1555 （06）6379－1565

バイエルメディカル株式会社 本　　　社 150－0013 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル （03）3440－2411 （03）3440－2426

札幌支店 003－0027 札幌市白石区本通20一北1－72 （011）846－3255 （011）846－3155

盛岡営業所 020－0866 盛岡市本宮2－32－16オフィスタイラA （019）635－2651 （019）635－2825

仙台支店 982－0014 仙台市太白区大野田字観音堂66－1第三横山ハイツ （022）304－1468 （022）246－0118

東京第一支店 150－0013 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル （03）5475－0441 （03）5475－0421

東京第二支店 330－0064 さいたま市浦和区岸町7－5－21プリミエコート岸町ビル （048）825－9711 （048）825－9725

長野営業所 380－0921 長野市栗田1005大成コートワンビル （026）224－9901 （026）224－9484

金沢営業所 920－0022 金沢市北安江1－8－3　アリックスビル （076）260－0311 （076）260－0310

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－218 （052）778－6501 （052）778－6506

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）6380－0333 （06）6380－0368
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広島支店 733－0035 広島市西区南観音3　5　2　空港通りビル （082）295－8211 （082）295－8453

高松営業所 760－0017 高松市番町2－17－15第2讃機ビル （087）851－5430 （087）851－8362

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前3－10－24　藤i井ビル （092）474－3640 （092）474－3665

株式会社ピー・エム・エル 本社（営業本部） 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷5　21－3 （03）3350－0275 （03）3350－0182

札幌営業所 004－0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12 （011）807－6575 （011）807－6583

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町5－2－10 （022）236－4611 （022）236－4612

富山営業所 939－2708 婦負郡婦中町島本郷47－2 （076）422－1391 （076）422－7530

埼玉営業所 350－1101 川越市的場1361－1 （049）232－0205 （049）232－0112

名古屋営業所 461－0001 名古屋市東区泉1　8　33 （052）950－5050 （052）951－4141

大阪営業所 567－0034 茨木市中穂積3－15－24 （072）621－8811 （072）621－8817

広島営業所 733－0036 広島市西区観音新町1－2　21 （082）234－7366 （082）234－7367

松山営業所 790－0046 松山市余戸西6－1　4 （089）965－0105 （089）965－0288

福岡営業所 812－0062 福岡市東区松島1－44－12 （092）621－9991 （092）621－9995

株式会社日立ハイテクノロジーズ 本　　　社 105－8717 港区西新橋1－24－14 （03）3504－5841 （03）3504－7754

北海道支店 060－0005 札幌市中央区北5条西5　2　住友生命札幌ビル （Ol1）221－7241 （011）271－1327

東北支店 980－0021 仙台市青葉区中央3－2－1　青葉通プラザ （022）264－3211 （022）267－6453

中部支店 450－0002 名古屋市中村区名駅4－6－18　名古屋ビル （052）583－5791 （052）583－5800

関西支店 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31上村ニッセイビル （06）4807－2571 （06）48072559

中国支店 730－0011 広島市中区基町1113第一生命ビル （082）221－4514 （082）221－4513

九州支店 810－0001 福岡市中央区天神2－12－1　天神ビル （092）721－3502 （092）721－3518

四国営業所 760－0017 高松市番町1－1　5　日本生命高松ビル7F （087）825－9977 （087）823－1550

フィンガルリンク株式会社 本　　　社 130－0005 墨田区東駒形2－13　13 （03）3625－6543 （03）3625－6546

札幌営業所 065－0024 札幌市東区北24条東2－4－10 （011）711－7813 （011）711－7816

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－11新大阪プラザビル310 （06）6150－3939 （06）6150－3940

盛岡開発センター 020－0033 盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル （019）62卜6543 （019）626－6545

フ　ク　ダ電子株式会社 本　　　社 113－8483 文京区本郷3　39－4 （03）3815－2121

ファルマシア有限会社 東京本社 163－1439 新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティタワー39F （03）5365－8338 （03）5365－8336

大阪営業所 532－0004 大阪市淀川区西宮原1　8　29　テラサキ第2ビル2F （06）6350－2242 （06）6350－2197

筑波工場 300－4294 つくば市和台23 （0298）64－6810 （0298）64－7618

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－1　14 （03）3814－3621 （03）3814－3625
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株式会社富士テクノサプライ 本　　　社 359－1145 所沢市山口1146－4 （042）903－1811 （042）903－1810

富士フイルムメディカル株式会社 本　　　社 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－3321 （03）5565－7020

北海道営業所 060－0807 札幌市北区北7条西5－7－1　札幌北スカイビル （011）757－7777 （011）728－2010

東北営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台ビル （022）717－0741 （022）301－9198

東京営業所 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－3308 （03）5565－7024

西関東営業所 190－0037 立川市錦町1－8－13市川ビル （042）548－8701 （042）548－8740

北関東営業所 330－0081 さいたま市中央区新都心4－1 （048）601－0131 （048）601－0135

南関東営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2－13－13KM第1ビル5F （045）474－0722 （045）474－0725

東海営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル （052）221－7871 （052）203－4875

北陸営業所 920－0864 金沢市高岡町1－39住友生命金沢高岡町ビル （076）223－1722 （076）223－3179

四国営業所 760－0050 高松市亀井町8－11高松あおば生命ビル （087）834－8844 （087）833－4694

九州営業所 812－0018 福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル （092）218－3655 （092）282－1220

富士　レ　ビオ株式会社 本　　　社 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695－9210 （03）5695－9234

札幌出張所 060－0908 札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル （011）731－2500 （011）731－2501

盛岡出張所 020－0034 盛岡市盛岡駅前通り15－19盛岡フコク生命ビル （019）625－2363 （019）625－2484

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町1－1－6　ハサゼンビル （022）236－2206 （022）238－2646

北関東営業所 330－8545 さいたま市大宮区宮町2－81　日本生命アネックスピル （048）643－0321 （048）644－2724

東日本支店 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695－0711 （03）5695－0858

千葉営業所 260－0854 千葉市中央区長洲1－1－10K．C．Sビル4F （043）222－9260 （043）222－9553

横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜3－18－14住生新横浜第2ビル7F （045）478－3181 （045）475－4104

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081 （052）775－1833

京都営業所 615－0022 京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル （075）315－0508 （075）315－0625

西日本支店 532－0033 大阪市淀川区新高3－9－14MMビル4F （06）6150－5520 （06）6150－5530

広島営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル （082）264－3366 （082）263－7712

福岡営業所 812－0042 福岡市博多区豊2－5－7 （092）472－5661 （092）474－8555

扶桑薬品工業株式会社 本社事務所 536－8523 大阪市城東区森之宮2－3－11 （06）6969－1131 （06）6969－2341

札幌支店 003－0005 札幌市白石区東札幌5条1－2－20 （011）814－3811 （011）814－3815

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1－14－21 （022）221－2656 （022）262－2600

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2－4－5 （03）5203－7101 （03）5203－7088

名古屋支店 461－0001 名古屋市東区泉1－3－26 （052）962－5001 （052）971－6592
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大阪支店 541－0045 大阪市中央区道修町1－7－10 （06）6203－5671 （06）6231－6886

岡山支店 700－0834 岡山市天瀬南町9－12 （086）225－4505 （086）225－2329

広島支店 730－0016 広島市中区幟町3－59 （082）228－6591 （082）228－6594

福岡支店 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23 （092）271－0501 （092）291－6739

その他3支店

プ　ロ　メ　ガ　株　式　会　社 本　　　社 103－0011 中央区日本橋大伝馬町14－15　マツモトビル1F （03）3669－7981 （03）3669　7982

大阪事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1　17－5　ステユディオ新大阪347号室 （06）6379－7697 （06）63797698

ベックマン・コールター株式会社 本　　　社 105－0001 港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル （03）54048424 （03）3578－4605

札幌オフィス 003－0807 札幌市白石区菊水7条2－7　1　札幌流通倉庫東ビル （011）825－9244 ノノ

仙台オフィス 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台協立第2ビル （022）225－8072 ノノ

名古屋オフィス 461－0002 名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル （052）934－3082 ノノ

大阪オフィス 565－0083 豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル （06）4863－1674 ノノ

広島オフィス 732－0805 広島市南区東荒神町3－35　広島オフィスセンタービル （082）261－6863 〃

福岡オフィス 813－0034 福岡市東区多の津1－14－1　FRCビル （092）622－7392 ノノ

株式会社ヘレナ研究所 本　　　社 330－0061 さいたま市浦和区常盤9－21－19 （048）833－3208 （048）833－3273

大阪支社 540－0011 大阪市中央区農人橋2　1－31 （06）6945－1070 （06）6945－1055

株式会社堀場製作所 本　　　社 601－8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 （075）313－5736 （075）32仁0752

鯨セールスオフィス 101－0031 千代田区東神田1－7－8　東神田大治ビル5F （03）3861－8389 （03）5823－0144

西部セールスオフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－6－26　安川産業ビル6F （092）472－5041 （092）474－5289

株式会社三菱化学ヤトロン 本　　　社 101－0031 千代田区東神田2　1　11 （03）3862－1761 （03）3865－1610

札幌営業所 060－0061 札幌市中央区南1条西6－11 （011）271－6961 （011）271－4870

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町16－15 （022）723－5066 （022）723－5068

東京・関東営業所 10仁0031 千代田区東神田2　1　11 （03）3863－8991 （03）3863－6277

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1－253 （052）772－9561 （052）775－6569

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－18－31 （06）6325－3621 （06）6325－0057

広島営業所 730－0802 広島市中区本川町3－3－23 （082）291－4601 （082）292－0451

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－14　21 （092）471－7188 （092）474－2142

株式会社メディカルジャパン 本　　　社 435－0057 浜松市中田町447 （053）467－1166 （053）467ヨ600

工場所在地 431－3102 浜松市豊西町904　7 （053）435－9881 （053）435－9882

有　限　会　社　山　久　化　成 本　　　社 206－0803 稲成市向陽台4－2－C－1007 （042）3704744 （042）370－4745
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株式会社ユニフレックス 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）3816－1004 （03）3816－1392

柏センター 277－0861 柏市高田537－1 （04）7147－3751 （04）7144－8242

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1　17　18　新大阪ビル東館2F （06）6323－8344 （06）6323－8257

ラジオメータートレーディング株式会社 本　　　社 105－0003 港区西新橋3－16－11　西新橋東急ビル （03）57773500 （03）5777－3501

札幌営業所 001－0010 札幌市北区北10条西1－11浦野ビル （011）746－3390 （011）746－3395

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル （022）2683008 （022）268－4540

東京営業所 105－0003 港区西新橋3－16－11　西新橋東急ビル （03）5777－3555 （03）5777－3556

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル （076）231－4455 （076）231－4499

名古屋営業所 464－0075 名古屋市千種区内山3－17－4　スズシンビル （052）741－8211 （052）741－8214

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3　5　36　新大阪MT2ビル （06）6350－2000 （06）6350－2005

広島営業所 732－0814 広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル （082）568－6355 （082）261－2670

高松営業所 760－0079 高松市松縄町506　シブヤビル松縄 （087）815－1551 （087）865－8448

福岡営業所 814－0003 福岡市早良区城西1　8－36安田生命西新町ビル （092）822－2135 （092）822－3180

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－0014 港区芝2－6　1 （03）5443－7041 （03）5443－5247

札幌支店 060－0063 札幌市中央区南3条西10－1001－5　福山南三条ビル6F （011）251－1331 （011）231－1603

仙台支店 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビル6F （022）224－6491 （022）267－3877

大宮支店 330－0802 さいたま市大宮区宮町2－35大宮MTビル8F （048）658－5371 （048）658－5372

東京支店 105－0014 港区芝2　6－1 （03）5765－8081 （03）5765－8082

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F （052）220－5741 （052）220－5742

大阪支店 565－0082 豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F （06）4863－7621 （06）4863－7625

広島支店 730－0017 広島市中区鉄砲町8　18　広島日生みどりビル8F （082）223－6151 （082）223－8069

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4　4　安田生命博多ビル12F （092）461－1021 （092）461－1025

和光純薬工業株式会社 本　　　社 540－8605 大阪市中央区道修町3－1－2 （06）6203－3747 （06）6203－4640

東京営業所 103－0023 中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル2F （03）3270　9131 （03）3241－5752

北海道営業所 060－0001 札幌市中央区北1条西13－4　タケダ札幌ビル4F （011）271－0285 （011）271－0835

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F （022）222－3072 （022）264－2228

北関東営業所 330－0802 さいたま市大宮区宮町4－150　1　金源ビル3F （048）64仁1271 （048）641－1469

横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜3－1－4　プラスタリアビル7F （045）476－2061 （045）476－2067

東海営業所 465－0018 名古屋市名東区八前2－914 （052）772　0788 （052）775－9413

中国営業所 735－0024 安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）285－6381 （082）286－2033



社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
九州営業所 813－0062 福岡市東区松島3－22－30 （092）622－1005 （092）621－9345

ワットマンジャパン株式会社 本　　　社 110－0005 台東区上野5－6－10　台和上野ビル1F （03）3832－6707 （03）3832－6457
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2003日本臨床検査自動化学会・

日本臨床検査医学会　共催展示会

2003　EXHIBITORS’CATALOGUE

編集後記

　今年も展示会は日本臨床検査自動化学会と日本

臨床検査医学会との共催展示会です。

　今年は東日本は梅雨明けが遅く，展示目録の最

終校正をしている頃やっと夏らしい日になりまし

た。地球温暖化による異常気象でしょうか。

　第35回大会も，特別講演，シンポジウムと興

味盛りだくさんの企画で，ご期待ください。

　共催展示会の盛会を祈ります。（N．W。記）
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　　　〒113－0033東京都文京区本郷3－19－6
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　　　　　　　　　Tel．03（5689）5910
　　　　　　　　　Fax．　03　（5689）　5917

印刷：壮光舎印刷株式会社

2003年9月17日印刷・発行
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