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ご　挨　拶

　この展示目録は，2005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す。

　自動化振興会の事業の一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報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。大会の方の申込み演題数，展示出展

メーカー数もほぼ昨年と同じですから，例年と同じく7，000人以上もの参加で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床

検査医学会との共催で例年と変わらぬ盛況になると期待しています。

　大会については，大会長杉浦哲朗教授によって“先端医療を支える臨床検査”をテーマに斬新な好企画が用意されています。

大会，展示会ともに参加されて，新しい検査情報をとり入れ検査室のレベルアップに役立てて下さい。

　最後になりますが，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万々の御苦労に感謝する次第です。

平成17年9月28日

日本臨床検査自動化学会

会長中井　利昭





ご　挨　拶

　2005年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際し一言挨拶を致

します。3年前の平成14年に日本臨床検査医学会は日本臨床検査自動化学会との間で共同で機器

展示を施行する事が合意されました。その後は本展示会に参加者が大勢来られて盛況が持続してお

ります。展示に無駄な経費をかける事なく効率的に行うのは機器・試薬メーカー各社にとっても大

きなメリットでありますが，展示を見るユーザーにとっても大変有効であります。本年も今までと同様な形で開催されますので，

多くの参力ロ者で賑わいを見せるものと期待する所であります。

　本目録の中には臨床検査機器および試薬の性能が大変うまくまとめられております。目録をご覧になりながら，展示をご覧に

なれば各ブースでの機器・試薬に関する理解が進むので是非ご参照下さい。

　展示を見て係の方に話しを聞くだけでは，機器・試薬の使い勝手が十分理解できないとのご意見も時に伺います。しかし，何

ごともまずイントロダクションが重要でありますので，本目録でのご理解が大事と思う訳であります。

　目録には企業からの最新の情報が記載されておりますので，検査室にお持ち帰りになった後に，落ち着いて読まれる事もお薦

め致します。何と言っても機器・試薬の選択は検査室にとって非常に大切であります。特に昨今は経済事情が厳しいので，余計

に検査室にあった機器・試薬を選ぶ必要性が生じてきています。そういう意味で本目録をしっかり活用して頂き，適正な機器・

試薬の購入をされる事を期待する者であります。

　今後とも臨床検査が患者の診断・治療，疾患予防に益々有用となるのは間違いない所であります。

　臨床検査に携わる関係各位の益々のご支援とご協力をお願いする所であります。

　最後に本目録を作成して頂きました関係諸氏のご尽力に深謝致します。

平成17年9月28日

日本臨床検査医学会

会長渡辺　清明
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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

UBiT－IR300 120mL以上 約5．5 100／3 31×62×31 22．5 187 呼気中の’3CO、測定

大　　塚　　製　　薬
POCone ノノ 約2 100／2 22×36×27 約10 96 〃

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

スポットケムTMEL
SE－1520

22 60 Na，　K，　Cl 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 〃 〃 〃 〃 〃 49×47．7×
59

38 〃

〃07 27 〃 ノノ 〃 〃 100／2 28×57．6×
54．7

25 〃

ノノ

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

〃－D 〃 〃 〃 ノノ ノノ ノノ 〃 〃 オートサンプラ内蔵

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

EG－Pro 50 120 グルコース 〃 〃 ノノ 〃 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×
54．7

25 250

セントラル科学貿易

STAX－3 110 120 Na，K，C1，

　Hct
内部 有 100／3 26×40×38 17 330

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 〃 〃 ノノ 〃 260

Rapidchem　744 55 〃 50 37×18×32 7．3

〃

〃　　　754 ノノ 〃 〃 ノノ 〃

エリーゼ 50 120 2～6 内部 有 50 64×46×54 23
Na，　K，　C1，Li，T－CaおよびT－
CO、が測定可

ベックマン・コールター
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電解質分析装置Roche　9180シリーズ

95
プリントアウト有45サ

ンプル／hプ1ルトアウ

ト鉦6けンプノレ／h

Na，K，CI，
　Ca，　Li

無 100
31．5×29．5×

33．5
6 C1，　Ca，　Li選択

ロシュ・ダイアグノスティックス

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

会　　　社　　　名
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・プロ刑

LT－1710
5 1分／検体 乳酸 電極法 3Vリチウム

電池×2
5．5×1．45×
8．38

0．05

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
グルコカード
ダイアメーター

2 15秒／検体 グルコース 〃 ノノ
5．1×1．45×
8．7

0，045 販売：アベンティスファーマ㈱

　　ノノ

ダィアメーターα
ノノ 〃 〃 〃 〃

5．6×1．45×
9．78

0．06 〃

〃

　　〃
Gメーター

0．6 〃 ノノ ノノ 〃×1
5．2×1．6×
9．0

0，053 〃

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 1．8 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 ノノ 〃 〃 ノノ 9．9×5．9×

2．1
0．05 L2 記憶容量150テスト

ソフタック 〃 〃 〃 〃 9Vリチウム
　　電池 13．5×9×4 0．31 2．5

痛みの少ない，前腕上腕での測定，穿刺

測定機能一体型，記憶容量450テスト
ノノ

プレシジョン
Q・1・D

3．5 〃 〃 ノノ 9．7×4．8×
1．45

0．04 1．45

プレシジョン
PC．

〃 ノノ 〃 ノノ
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

ノノ

ニコカードCRP
／HbA1。

5 CRP／HbA1。 固相免疫測
　定法 20×17×3 0．5

エム・シー・メディカル

ニコカードCRP 25 20×17×7 0．5 22．8

東　　洋　　紡　　績
〃　　HbAlc 5 ノノ 〃 〃

〃　　U－Alb 50 ノノ ノノ 〃

〃

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 1度のセットで10回測定
バイエルメディカル

アントセンスII 5～50
60秒／

　　テスト
ノノ 〃 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
アセンシアブリーズ

3
30秒／

　　1テスト
ノノ 〃

リチウム

　3V×1
6．8×2．8×
11

0．1 1．43
1度のセットで10回測定，ハンドル
を「引く，押す」だけの簡単操作

〃

アントセンスIII 5～20
45秒／

　　1テスト
〃 〃 100 20×18×6．5 0．8



10 4．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）
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

会　　　社　　　名
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「MGA－1151
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TMグルコース

GA－1170
30 156 〃 〃 180 53×45×53 31

アダムスマスターTM
DM－33ユ0 3～50 167 グルコース，1凪

尿中μ一Ab尿［㎞
450 53×68．5×

50
50

ノノ

GAO3T
　30／5

自動切換 160～200 グルコース GOD固定化
酵素電極

1〔〕0／2．5 26×60×59 35 アットウィルより販売

エイアンドテイー
〃　03R 〃 〃 〃 〃 〃 49×47，7×59 38 〃

〃　04 〃 1800 〃 〃 〃 100／3 52×62×56。3 55 ノノ

〃

〃　05 〃 ノノ 〃 〃 〃 100／2 28×57．6×54．7 25 ノノ

〃　08 〃 〃 〃 〃 55x43．4×46．5 40 〃

〃

DCA200〔｝システム 1 6分／テスト
7分／テスト

HbA，，尿中微量アルブ

ミン，クレアチニン

ラテックス凝
集阻止反応

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
アントセンスIII 5～50

45秒／　　1テスト

GLU 酵素電極法 〃 20×18×6．5 0．8 グルコース専用POCT機器

〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

堀　場　製　作　所

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

504X 2～20 60～180 max　800 45 3K 120×80×127 350 3，600

エイ　アン　ドテ　イ　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

〃5421
ノノ 〃 5000　　〃 〃 200／50 376×114×126 1300 〃

AU2700 1．6～25 120～430 2134　　〃 51 100／60 200×114×126 700 〃

〃

〃640 2～50 25～300 1200　　〃 〃 100／40 185×80×124 530 〃

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

〃
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Piccolo
ピツコロ

90 L2／分 14 100／1 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
〃　Xpand　Plus 〃 437 ノノ 〃 129×79×114 348 2，600

ビオリス24‘
（プレステージ24の 3～30 20～330 240 24 100／6 80×64×52 95

東　　京　　貿　　易
TMS－1024 2～30 20～300 〃 ノノ 100／5 65．7×52．9×48．5 60

〃　－1024H ノノ 〃 ノノ ノノ 〃 65．7×53．5×109 70
ノノ

TBA－200FR　NEO 1．5～35 80～ 2，000 100 200／15 189×112×110 680
東芝メディカルシステムズ

〃　－120FR 〃 〃 1，200 〃 〃 160×87．5×122 570

Accute 2～25 120～ 400 35 100／15 103×79×105 320
〃

C8000 2～35 160～ 1，200 206 200／15 201×125×122 650

Compolyse－450 2～35 20～400 180 52 100／5．5 77×62×50．5 125 980 ISEオプション
ニ　　　　プ　　　　ロ

JCA－BM1250
BioMajesty

2～30（0．1
μ五ステップ）

15～150（0．1
μLステップ）

1，250テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大3K

分析部：148×93×113
操作部：70×70×148

630 4，100
・

検体前希釈方式（1～5625倍）・最終反応液量：80μL・45秒サンプル分注サイクル

日　　本　　電　　子
JCA－BM1650
　　　〃

〃 〃
1，650　〃

　（〃　）
〃 〃 〃 〃 4，960

・
検体前希釈力’式（1～5625倍）・最終反応液量：80μL・3秒サンプル分注サイクル

JCA－BM2250
　　　ノノ

〃
10～100（0．1
μLステップ〉

2，250　〃
　（　〃　）

〃 〃
分析部：170×93×115

操作部：70×70×148
700 5，660

・
検体前希釈方式（1～5625倍）・最終反応液量：60μL・2秒サンプル分注サイクル

〃

JCA－BM9030
　　　〃

1．48～30（0．1

μLステツプ）
15～150（0ユ
μLステップ）

L650　〃
　（　〃　）

最大103
（　〃　）

〃
分析部：148×93×113

操作部：70×70×148
630 5，380

血球成分（HbAlc）
血漿成分（Glu）の同時測定

JCA－BM　9020
　　　ノノ

〃 〃
1，250　〃

　（　〃　）
〃 〃 〃 〃 4，530 〃

〃

JCA－BM　6010
　　　〃

1～25（0．1
μ五ステツプ）

5～300（0．1
μLステップ）

1，200　〃

　（　〃　）
最大103
（　〃　）

〃
分析部：122×85×111

操作部：70×70×148
450 3，870

緊急検体割込ポートサンプル
詰リセンサー

JCA－BM　8060 〃

　　　（05～70　　　　　1

μLステツプ）
9，000　〃
　（　〃　）

最大603
（　〃　） 12K 耀：：習澱』1 2，350 17，390 ・ 最小反応液量50μL

〃

JCA－BM　8040 〃 ノノ 6，600　〃
　（　〃　）

最大403
（　〃　） 8．6K

分析部：輔×1田×110

操作部：74×73×148
1，730 12，090 〃

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
（〃）

〃　－030S 〃 〃
〃　2400

〃

ノノ 〃／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 ノノ 〃
〃　4000

〃

　　86
（ISE付89）

〃／40
485×11〔〕×165

　　（〃）
約1800
（〃）
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〃

〃　－200S 2～20
ノノ 〃　4800

〃

　　32
（ISE付35）

〃／30 365×110×165
　　（〃）

約1550
（〃）

〃－210S 構戎により異なる 〃
〃　5600

〃

　　76
（ISE付79）

〃／40 485×110×165
　　（〃）

約1950
（〃）

〃

〃　－220S 〃 〃
〃　6400

〃

　　86
（ISE付89）

〃／50 605×110×165
　　（〃）

約2350
（〃）

〃　－300S 2～20
ノノ 〃　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
（〃）

ノノ

7700 Dモジュール2～20
PモジュールL5～35

〃
構成により異なる
撮大800～8000テスト／h）

構成によ腰なる〔16～86）

（ISE付19～89） 轍によ嘆なる 構成により異なる 構成によ哩なる オプション：増設用Eモジュー
ル（免疫項目測定）（販売元ロシ
ユ・ダイアグノスティツクス㈱）

7180 1．5～35 〃 最大800テス）h 　　86
（ISE付89）

100／30
分析部：145×細×123

　（分析部のみ）

分析部：約400

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

〃

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

100／15 72×72×108．5 約190

9000 1．5～35 100～250 最大1，000〃 最大63
（ISE含む）

100／30 187．5×101．5×130
　（分析部のみ）

　約460
（分析部のみ）

LABOSPECT　OO3
ノノ ノノ 最大320　〃 　〃　42

（ISE付45）
100／20 132．5×85．9×126 約270

〃

〃　　　008 1．5～15 〃 最大2，000〃 　〃　70
（ISE付73）

200／20 289×120×135
（分析部のみ）

　約960
（分析部のみ）

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 〃 ノノ 1，440 41 〃 177．8×104．1×

152．4
727 〃

〃　　CX5 〃 ノノ 600 29 1．77K 154×77×176 367 〃

〃

〃　　LX20　PRO 〃 〃 1，440 41 1．76K
177．8×104．1　×
152．4

727 〃

ユニセルDxC　600　PRO ノノ 〃 990 65 1．81K
157．5×104．1　×
157．5

713．5 ノノ

〃

〃　1，800PRO ノノ 〃 1，440 70 L89K
177．8×　104　．1　×

157．5
782．4 緊急モジュールで11項目を

約2分30秒で報告

COBAS　INTEGRA400ph］s 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 ノノ 1，600 86 〃 365×110×108 1，250

ノノ

　　〃
〈DD＞ 2～20

ノノ 4，800 32 〃 365×110×169 1，550

　　〃
〈DP＞ 2～35 〃 3，200 60 〃 〃 1，400

ノノ

　　〃
〈DDD＞ 2～20 〃 7，200 48 〃 485×110×169 2，100

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

ノノ

　　〃
〈DDP＞

ノノ 〃 5，600 76 〃 485×110×169 1，950

　　〃
〈DPP＞

〃 ノノ 4，000 86 〃 〃 1，800
ノノ

　　〃
〈DDDP＞

〃 ノノ 8，000 〃 〃　　　　1 605×110×169 2，500
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〃

　　　　〃

〈DDPP＞
ノノ 〃

6400　，

〃 〃 605×110×169
2350　，

　　　　〃

〈PPPP＞
〃 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

〃　　350 〃 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 アンモニア専用
〃

　　〃
30（JG

〃 2　〃 〃 300 40×38．5×28 20 190 血糖専用

　　ノノ

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 40×45．5×28 21 340
和　光　純　薬　工　業

　　　ノノ

FDC－7000
10 180 29 100／3 54×42×45 40 490

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

スポットケムTMSG
SG　1220

70 40 電極法 8 200 20×23×33 7．2

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

GEMプレミア3000 135～150 20 9 100／1 30　　5×30．7×
432 13．4 380

アイ・エル・ジヤパン

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

アーマ2000 180 60
ディスポカートリッジ

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一アルファ 100 30 電極法 14 100／2 37×18×32 7 ディスポ式電極



14 〃　　　E 〃 〃 21 〃 〃 〃

〃

GASTAT－600 100 30 電極法 4 100／1．5 36。6×47．1×48．7 15 300 pH，　pCO2，　pO2，　Hct
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－601 〃 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 400 〃　　（パソコン内臓）

〃　　－602i 〃 〃 〃 8 〃 〃 〃 600 pH，　pCO2，　pO2，　Hct，　Na，

K，Cl，　Ca
〃

〃　　－603ie 〃 ノノ 〃 10 ノノ 〃 〃 800
pH，　pCO2，　pO2，　Hct，　Na，
K，Cl，　Ca，　Glc，　Lac

　　　　・・〃　　　mln1 50 15 センサーカ
　ード式

6 100／1 23×10×7 1．2 150 携帯型でプリンター内蔵
ノノ

SP－CCX 60～210 23～38 電極法 19 400 56．7×43．7×43．8 27．3 1，380

ノバ・バイオメディカル
〃－pHOx＋ 50～110 50 〃 11 200 38×38×30

8．2　　’ 680

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

バイエルメディカル
〃　　850 70～110 〃 〃 7 ノノ ノノ ノノ 1，240

〃　　860 95～125 〃 〃 9 ノノ ノノ ノノ 1，390
〃

〃　　840CO 140 ノノ 〃 7 ノノ 70．0×50、3×47．8 37．4 1，470

〃　　850CO 160 〃 ノノ 11 ノノ ノノ ノノ 1，690
〃

〃　　860CO 175 ノノ ノノ 13 〃 ノノ 〃 1，840

Rapidpoint　400 100～200
ノノ 〃 9 150 55×30×42 15．5 600 電極，試薬一体型カートリッジOCDオ

キシメーターEモジュール，電極．試薬一体型カートリッジ

〃

405 〃 ノノ 〃 14 ノノ 〃 ノノ

アイ・スタット200 40～100 20 12 9V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 ノノ 〃 ノノ

9Vリチウム電池

専用充電地
7．6×23．6×5．8 0．575一刈．590 150～160 〃

ABL　835　FLEX 35～195 電極法 17 70×53×55 33．9

ラ　ジオ　メ　ー　タ　ー

〃　800　〃
ノノ 〃 15 ノノ 〃

〃　700シリーズ 〃 18～25
ノノ 16 250 70×55×43 30

〃

〃　555シリーズ 〃～125 19～20 〃 7 ノノ 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

Roche　OMNI
モジュラーシステム1

46 40 〃 4 160 53×47×42 40
ロシュ・ダイアグノスティックス

〃　〃　　　　　2 84 〃 5 〃 〃 ノノ

〃　〃　　　　　3 ノノ 〃 10 〃 〃 〃

〃

〃　〃　　　　　　4 76 ノノ 9 〃 〃 〃
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〃　〃　　　　　5 115 〃 10 〃 〃 〃

〃

〃　〃　　　　　6 129 〃 15 〃 〃 〃

ノノ　〃　　　　　7 174 ノノ 11 〃 〃 〃

〃

〃　〃　　　　　8 ノノ 〃 12 ノノ 〃 ノノ

〃　〃　　　　　9
〃 〃 17 〃 ノノ 〃

〃

〃　〃　　　　　7EX ノノ 〃 12 〃 〃 〃

〃　〃　　　　　8EX ノノ 〃 13 〃 ノノ 〃

〃

〃　〃　　　　　9EX ノノ 〃 18 〃 〃 〃

デスクトップ型血液分析
システムOMNI　C

68 30 〃 10 150以下 35．4×41×46．7 約17
〃

Roche　OMNI　S　3 112／148 31 〃 11 100／2 51．2×58．7×54．9 48

〃　　　S4 〃 〃 〃 17 〃 〃 〃

〃

〃　　　S5 172／210 30 〃 14 〃 〃 〃

〃　　　S6 〃 〃 〃 20 〃 〃 〃

〃

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×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

AES320 25～50 60 100／10 98×67×148 220
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

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　1210

1 6min／12検体 〃 30×46×33 20 DNA・RNA解析
カ　　　イ　　ノ　　　ス

ALC－760 25 65 セパラックスSP 100／10 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 〃 リボ蛋白全自動機

CTE－880 〃 65 セパラックスSP

ザルトリウス
〃 92×65×117 150 80，000検体メモリ

〃

〃　－9000 ノノ 266 〃 〃 116．9×75．7×118．7 280 検体自動搬送

〃　L800 〃 100 〃 〃 92×65×117 150
ノノ

エパライザ2 30 30～80 クィックジェル 100／6 80×65．5×55．5 70 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 91×75×147 170 高電圧で泳動可能
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〃

SPIFE　3000 15 6 SPIFE用ジェル 100／15 85×58×30 35 IFE（免疫固定法）専用機器

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

電子冷却ECP－10 　寒天
アガロース

100／2 31×41×20 15 35

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

パ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48×43×175
漆魏橿4；3駕ツぷ114

ポンプ16×18×12

1闘・29

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

Pix－10 PCプリンタ 100／2 　95×42×37
（PCプリンタ除く）

250 250 CCD画像処理方法
常　　　　　　　　光

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

EDC 0～4．0 PC経由印刷 100／6 80×76．2×142 108
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

クィックスキャン 0～21 〃 100／2 52×55×18 15 可視光測定用デンシトメーター

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

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（Cln） 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

D－10システム 全血5 20 180 40．2×47．6×53．4 35

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
VARIANT　II　TURBO 37
自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723G7

3 50 160 53×56×48（90SL時） 49．5（90SL時）

東　　　　ソ　　　　ー 全自動カテコールアミン分析計〃－725CA　II

3 500 68×60×78＊ 90＊ ＊分析部のみ



全自動HVA／VMA分析計〃－726VMA　III

250 4 〃 〃 〃 〃

〃

HLC－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 ノノ 50 160 53×55．5×48．2（90SL時） 49．5（90SL時） 〃 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（cln） 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仕様で，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
Accu　FLEX　Lumi400

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

　本体約26×36×25
分注ユニット約16×20×2「［

約10
約4．3

168

ア　　　　　ロ　　　　　カ

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

プランジヤーポンプ
TSMP－50～1000

小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性 〃

17



18



核医学（RIA）機器

免疫血清検査機器



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

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 櫛こよる 市販ピーズ固相，チューブ固相RIA
試薬に幅広く対応する令白動分析装
置

ア　　　　　ロ　　　　　カ
オートウェルガンマシステム
AccuFLEXγ7000シリーズ

〃 7001：350
7010：450

7001約99×98xl42
7010約133×98×142

訓1：約550
7〔〕10：約480

LlOO～1，3α1

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 プレパック

方式
180 54×53×44 38

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

全自動酵素免疫測定装置MIO1

アレルギー
特異IgE他 5～100

最大400
テスト／h 5～100 L5K 120×70×130 350

エイアンドテイ　ー 全自動化学発光免疫測定装置MIO2

　心疾患マーカー他
〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

AIA－21 33 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 37 10～100 60 〃 250 81×62×51 72 〃

AIA－360 33 〃 36 〃 40×40×52 29 〃

〃

ノノー1800 37 〃 180 〃 500 165×93×125 300 ノノ

Immuno　Cube 27 5～80 100 50～200 700 73×68×73 115 950
専用試薬バーコード対応

カ　　イ　　　ノ　　ス
全自動ELISAシステム
「MAGO　PIus」

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

AP－960
EIAプレート
搭載項目 10～200 項目で変動 10～200 100／15 92×76×65 150 1，600

協和メ　デッ　ク　ス
AP－96

ノノ 〃 〃 〃 100／6 59×63×52 80 1，200

サンライズ
プレートリーダー

項目による 項目による 項目による 110 33×32×17 6．8 75～
カラータッチパネル式ディス
プレイ

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン
ジェニオスシリーズ
　　　　〃

ノノ ノノ 〃 200 38×42×17 18．8 350～

ジェニオスプロ
　　　　〃

〃 〃 〃 250 51×55×28 38．5 520～ インジェクター装置搭載可能
〃

サファイア2
　　　　〃

ノノ 〃 ノノ 350 53×58×28 〃 563～ モノクロメーター搭載型

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
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自動エンザィムイムノァッセィ装置

AIA－36｛〕
33 10～100 36 パック 250 40×40×52 29

東　　　　ソ　　　　ー
　　　　〃
〃－60011

37 〃 60 〃 〃 81×62×51 72

全自動エンザィムイムノアッセイ装置〃－1800ST

〃 ノノ 180 〃 500 165×93×125 300
〃

　　　　　〃
〃・］800LA

〃 ノノ 〃 ノノ ノノ 165×110×125
ノノ

AIA－60011 38 10～100 60 200 81×74×51 70 980

日　　水　　製　　薬
〃　－1800ST 〃 10～100 180 500 165×93×125 300 2，480

〃　－1800LA 〃 ノノ 〃 〃 165×110×125 〃 2，680
〃

〃　－360 34 ノノ 36 250 40×40×52 29 360

アレルギー特異IgE測定装置
Diapack2000

54 50 30テスト／25分 260～310 500 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　54 5～100 最大400

テスト／h
ノノ 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 項目により
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，ホル
モン，心筋マーカー，他計

50以上
ノノ 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

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 μL 検体／h μ」L V／A W×D×H（cm） kg 万円

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

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

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
〃『　・FS1200 23 20～100 180 1．5K 142×80×128 360 1，600

ストラタスCS 4 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 血中薬物自動分析装置
Viva－Eシステム

1～30 133 0～400
ハロゲンランプ］2V．20W

ワ」ルグユニット細 115×56×49 85 824

エバネットEV20 22 8～150 18 200 52×47×26 28 350

日　　水　　製　　薬
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三菱化学ヤトロン

LPIA－A700 40 3～70 118 20～250 1．5K
U靱：』‘，毛鵠，0 250

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

アレイ360 28 7～20 80 47 100 91×61×66 68

ベックマン・コールター
IMMAGE，　IMMAGE　800 36 3～8 180 21 〃 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，　ASO 50 6～8

ブレパツク
　方式

100 33×22．4×18．5 6

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

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
ノノ ノノ 70　　〃 480 76．5×56．6×58．2 68

ノノZ30 〃 〃 45　　〃 ノノ 64×54×43．5 65
〃

バイェルイムノ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－110 テオフィリン 4 6 100 28．9×41×41．5 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

〃－128 CRP 8 13 〃 〃 〃 ノノ 全血，血漿，血清でCRP測定

LPIA－S500 49 3～50 150 20～300 1K ，繁9、㌶㍉0 150

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

　本体：95×71×60

Uボックス：35×65x50
250

〃　－NV7 49 2～35 200 〃 1K
　本体：71x72x50
Uボックス：23x45x38

150
〃
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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 μL 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 ノノ 〃 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：23×46x40
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
　本体：71×72×50

Uボックス123x45×38
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 4．7K（最大） 173×112×122 522 2，980

アボッ　ト　ジャパン
〃　　　　ゴ2000SR 〃 〃 〃 3．OK（最大） 155×125×122 490 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

ビトロスECiQ 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 10～90 180テスト／h 100／15 125×75×69 230
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

MM－100形ルミノメーター
（MM－O！OO）

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

ADVIA　Centaur 30 10～200 240 50～450 220／15 184×105×131 545 3，220

協和メ　デ　ッ　ク　ス
ACS－180　SE 13 〃 180 〃 2K 149×59×61 160 2，220



24 〃　－180Plus 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 2，000
〃

AllegroLite 7 〃 170 カートリッジ

　方式
115／4 134×67×63 90 1，850

AP－96　C 2 〃
96穴マイクロ
プレート1枚 10～200 100／6 63×74×52 〃 1，200

〃

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

LIAISONシステム 5～100 180 項目による 100／5 130×66×63 95 DiaSorin社製
日本シエーリング

ACS：Centaur 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×131 545 3，220 特異IgE　59項目，感染症項目追加

バイエルメディカル
〃　：180SE 13 〃 180 ノノ 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
〃

免疫発光測定装置パスファースト
BNP，ミオグロビン

トロボニンLCK．MB
360 37．5×57×51 約33 390

フ　ク　ダ　電　子

ルミパルスゾ（フォルテ） 40 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
UniCel　Dxl　800 〃 400 200 170×94×172 521．6

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 〃 200／6 152×76×119 403．7 2，500

〃　　　　1000 〃　12 ノノ 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（株）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 μ．L 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）

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

DM－JACK 3項目選択 ～ 10 180 ～250 100／3 42×46×43 25 850 HbA　1、，　GLu
1．5AG，　GA

協和メ　デッ　クス
DM－JACK　II 〃 〃 〃 〃 100／6 107×70×107 100 1，600

HbA　2，，　GLu
1．6AG，　GA

〃　　Upgrade 〃 〃 〃 ノノ 〃 43×47×52 33 850 〃

〃

Freedom　EVO
100／150／200

96ウェルELISA用全自動システム採血管や粗分注され
たMTPからのサンプリング可能．　IVD指令に準処 600～

107／145／205

　×78×87
106～

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

ELISA用連続分注・
洗浄装置　ALCS－2000

110 225×92×54 100

バ　イ　オ　テ　ツ　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） 〃 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＞ 〃 〃 365×110×114 1，350

〃　　　　〈PE＞ 〃 〃 〃 1，300
〃

〃　　　　〈EEE＞ 〃 〃 485×110×114 1，805

〃　　　　〈PPE＞ 〃 〃 〃 1，710
〃

〃　　　　〈EEEE＞ 〃 〃 605×110×114 2，260

25
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血液検査機器



28 23．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Multiple　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×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
スポットケムTMCL
SB－1420

30 60 〃 18 190 31．5×37×
　　47．5

21 微量血モードあり

スポットケムTMCL
SB－1430

55 ノノ 22 250 38．2×48．5×

　　52
38 〃

〃

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

32 1．9K撮大） 109×81×74 148．3 CD61，　CD3／4／8測定可

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

〃　　3200 20～250 60～70 〃 24 800（最大） 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

〃　　　1800 30 60 〃 〃 900撮大） 66×53×45 55 600 10，000検体分の検体記憶容量
〃

多項目自動血球分析装置XT－2000i サンプラモード　150
クロズドモード15｛〕

　　　　　　ド4《）マニ　コ　アノレペ：

キャピラリ＿そニド40
80

RF／DC検出方式
フローサイ　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ヨ800i

ノノ ノノ 〃 24 〃 〃 〃

　　　　　〃
XE－2100

サンプラモード13〔｝
CPモード2｛〕0
キャピラリーモード4〔〕

150～113
RF／DC検出方式フローサイ　トメ　ト

リー法
32 1K 70．6×53．5×

　　71．1
134．5

〃

　　　　　〃
SE－9000

葦三霧涯舗 120 RF／DC
検出方式

23 1．86K 110．8×61．8x72 165

多項目自動血球分析装置
自動網赤球測定ユニット
SE9000／RAM　l

〃 120～70
ノノ 28 3．03K 150．8×82×72 204

ノノ

多項目自動血球計数装置
K－4500

…三㌶鷲軍撒 80 ノノ 18 600 58×63×60 50

　　　　　ノノ
SF－3000

サンプラモード：27〔｝

㌻彦ケこごド、】2 〃 フローサイト
メトリー法

23 〃 58×73×60 62．5
ノノ

　　　　　ノノ
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

　　　　　〃
POCH－100　i

全血モード：約15
希釈　〃　：20 約24 〃 8 約150以下 18．5×46×35 約14

〃

　　　　　〃
POCH－100　iv（動物用）

全血モード：約15 〃 〃 〃 〃 〃 〃

自動血球計数装置
F－820

20 86 ノノ 15 160 38．7×39．7×
　　32．5

20
〃

　　　　ノノ

F－520
〃 144 5 105 25．2×39．7×

　　32．5
12．5

自動網赤血球測定装置
R－3500

嘉藷窟：鰯； 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
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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 USBポートで高速データ転送

日　本光電工　業 　　　ノノ　　E

MEK－7222
〃 ノノ 〃 250 38．2×48．5×52 38 515 静脈血微量血の選択

　　　ノノ　　　α

MEK－6318
30 60 電気抵抗法 18 190 31．5×37×47．5 21 385 〃　30μL／10μL

〃

　　　ノノ　　　α

MEK－6308
ノノ ノノ ノノ 8 ノノ ノノ ノノ 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
ロビン法

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）

〃

〃　　2120 175 120 光学法 75 100／15 141／68／86 193 3，700 CSF（脳脊髄液測定）モード
標準搭載

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
　　　　〃
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

LH755 550 105
アキュカウントテクノロジー

V（Sフローサイトテクノロジー
29 2，080

本体102×61×89
スライドメーカー75x6gぷ

スライドステイナーmx7叙m

器36

ベックマン・コールター
〃750 300 110 1 〃 1，220 102×61×89 93

〃500 185 75
アキュカウント500テクノロジー

V〔S500フローサイト秒ノロジー 26 1，440 62×62×85 95
〃

HmX 〃 〃
　電気抵抗法
VCSテクノロジー

24 〃 ノノ 〃

Ac・Tdiff 12 50 電気抵抗法 18 250 44×50×58 15
〃

〃　　10 〃 ノノ 〃 10 ノノ

38×39×42 〃

〃　　8 〃 ノノ 〃 8 〃 〃 ノノ

〃

LC－250　CBC 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－278CRP
CBC＋CRPモード18

CBCモード10
CBC＋CRPモード13

　CBCモード48

　1喧気抵抗法
霧ン：噺銑　濁rate法

89

150 30×40×41 18 488
国内ではフクダ電子よりFL－278CRPとして販売

〃－152 12 37
電気抵抗法シアンメトヘモグロビン法

8 最大150 36×32×42 14 420 動物用自動血球計数装置
〃

ペントラ60LC5000 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

LC478CRP CBC十CRPモード18

CBCモード10
48
13

電気抵抗法
葬ンζ磯毒琵濁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
シアンメトヘモグロビン法

18 80 ノノ 16 398 白血球3分類測定

ペントラ80LC－5501J 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
〃



30 24．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

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×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

CGO2 25 粘稠＆散乱光
　　方式

PT，　APTT，

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

エイアンドティ　ー

KC　1デルタ 全量法 磁気センサー法
PT，　APTT，

Fib，因子他
40 14×21×8 1．2

エム・シー・メディカル
〃　4　〃 半量法 〃 ノノ 150 35×45×12 6．5

コアグレックス800
91｝領孟1翌講取DD．10

300
散乱光度法，

　吸光度法
顯13合成基質6
ラテックス比濁6

1，100 58×66×119 150 　998
（本体のみ）

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
全自動血液凝固測定装置
CA－7000

｛翻1曇『：・言゜

外因ブ些量’5

500テスト／h ノノ

♀干～艦εlll；ぜ路量AT川．αンPLPLG，1℃FDPユ）Dダfマー

1，450 105×62×76、5 145

　　　　　　ノノ

CA－6000

PT．APTT　　　　5〔｝

冤躍亘㍗　 300　〃 〃

1；襯嚇縫PC　FI）PJ）Dグイマー

930 87×55．2×86 75 ※合成基質，免疫比濁はオプ
ション

〃

　　　　　　〃
CA－1500

PT．APTT：5rレ
120　〃 〃

鷺1・轍61：縫PC　H）PJ）Dダイマー

720 78×78×50 84．5

　　　　　　ノノ

CA－550
PT．APTT：50
粋～」！’払、：1°TK）：以）

AT　HI　FDP’10
最大50〃

光散乱検出方式

比色法方式

Ill・闇；辱・：運1℃H）PDDダでマー

400 54×49×47 45
〃

　　　　　　〃
CA－510

PT・APTT．：5｛〕

早裾糊“1° 〃　　　〃
光散乱検出
方式

PT，APTT．Fbg，

　TTO，HPT
〃 ノノ 〃

　　　　　　〃
CA－530

1謝慾留AT川　　　10

ノノ
光散乱検出方式

比色法方式
PT，APTT，Fbg，
TTO，HPT，ATIII

〃 〃 ノノ

〃

自動血液凝固測定装置
CA－50

PT，APTT：50
早紺膓5：1°

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擬固分析モード）

180（標準モード）

凝固時間法
合成基質法
ラテックス比濁法

20 57×65×120 100

第　一　化　学　薬　品

エバネットEV　20 8～150 18 蛍光免疫法
FM，　FDP，　P－FDP，　D

ダィマrAT　m，PIC
200 52×47×26 28 350

日　　水　　製　　薬

MDA－II 5～ 180 透過光
1‡轍li繊邑FI）P，1）Dダィマー

200／7 130×79×163 386 1，480

日本ビオ　メ　リ　ュー
コアグーA一メイトMTX 2～ 70～80

ノノ

c拙1｝；1晶・ε鐘AT　IILα」）LPLG

100／4 78×50×54 60 850

ラックローター 5～ 項目によ嘆なる 〃 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 〃 ノノ ノノ 〃 〃 72×65×39 51 660 〃

ROTEM－Gamma 全血300 4 ローテーション・トロン

ボェラストメト／イー
190 40×45×45 20 止血血栓のトータルマネジメント

フィ　ンガルリ　ンク

ACL　100 10～50
110（PT－FIB同

　時預掟） クロット法 凝固 300 75×63×45 52 180 PT－FIB　1試薬同時測定

三菱化学ヤトロン
〃　200 〃 〃

　クロット法
発色性合成気質法 凝固・線溶 〃 〃 〃 200 〃

〃　　7000 〃
175（PT　FIB

同時測定）
ノノ 〃 300 〃 〃 600 〃

ノノ

〃　　8000 〃 〃

　クロット法
発色性合成基質法
ラテックス凝集法

〃 350 92×60×60 63 780 　　　　　　ノノ

凝固・線溶ランダム測定
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〃　9000 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 880 〃

〃

〃　10000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 920 〃

〃　Advance
ノノ

240（PT－FIB
同時測定）

〃 〃 300 104×63×59 84 1，100 〃

〃

〃　TOP 〃
360（PT－FIB

同時測定）
〃 〃 330 151×76×73 150 1，880 〃

STA－R
25～200
5μL毎可変 最大300

ピスコシティ・
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 ノノ 〃 100／15 98×66×64 125 〃

COAG　2 25 粘稠＆散乱光
　　方式

PT，APTT
Fib，TB，HPT

100／1．8 21×23×10 3 95 （株）エイアンドテイー製

和　光　純薬　工　業

25．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 オプション：データーアナライザー

ア　イ　エ　ス　ケ　ー

MCMヘマトレーサー
313M

100／200 12 透光度法 200 46×38×13 17

エム・シー・メディカル

WBAカルナ 200（全血） 4 細口吸引圧
　検知法

〃 32×42×40 18

PA－20 300 2
杉ザー散乱光，

LED濁度法
100／2 41×33×13 8．5

興　　　　　　　　和
〃　－200 〃 4 ノノ 〃 55×32×15 14

ET－800 100・200 8 光透過法 〃 52×40×20 15 350 東京光電社製
〃

TPA－4　C 200 4 〃 〃 31×19×13 3．5 190 〃

26．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 μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ベスマティック60 1，000 60 ウェスタグ
レン変法

100 56×32×27 17

エム・シー・メディカル
〃　　　　20 ノノ 20 〃 60 40×27×27 18

ミニベス 〃 4 ノノ 9／0．3 38×46×13 17
〃

ベスマティック30 〃 30 〃 65 51×50×35 20

モニター100 1．28 100 レート法 100／1 29×44×18 7 バーコードリーダー

常　　　　　　　　光
〃　　40 〃 40 〃 ノノ 33×31×20 5 〃



32 〃　　20 〃 20 〃 〃 29×26×18 4 〃

ノノ

〃　　12 〃 12 〃 〃 24×26×20 3

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 〃 300 バーコード対応

〃

〃　－1000 ノノ 10 〃 ノノ

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

擁369 ii；‖430

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

Micro　test　1 30 1 キャピラリー
ホトメトリー

250 31×35×58 19．2 310 1検体測定20秒
フィ　ンガルリ　ンク

Roller　20 150 〃 〃 100 51×56×63 23．2 210 処理能力18検体10分

Test　l　TH 〃 〃 ノノ 250 51×56×64 39．5 380 ラック方式60検体20分
〃

27．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 30～200 80～120 1．5K 84×89×71 120 ウェッジ法
アボッ　ト　ジャパン

塗抹標本作製装置
SP－1000‘

200 120 650 87×86×66 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 遠心塗抹装置HEG　NSP
ノノ 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

謬線鋸編編9省59秒可能・
〃

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



33

28．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

　50×55x47
80

シ　ス　メ　　ッ　ク　ス

29．細胞分類装置（lnstrument　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　I　I 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
4 3K 87×58×51 84．8 4カラー，オートサンプラ内蔵

ベックマン・コールター

〃　ALTRA
ノノ 100 〃 6 〃 178×198×132 300 高速セルソーター

Cytomics　FC500　CXP ノノ 120 〃 5 〃 90×74×61 80 5カラー，オートサンプラ内蔵
〃

30．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

オーソ・オートビュー
イノーバ

血漿40
RBClO

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

Immucor　Gamma
GALILEO 50～100 1000

・ABORh
・不規則抗体検査・クロスマッチ 800 160×95×175 200（395） 1，900

カ　　　イ　　　ノ　　　ス

31．その他（Miscellaneous）

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

プラビーズ・カラム 2．5mL
コラーゲン

ビーズカラム法
ラージサイズ
　ビーズ

血小板粘着能測定用
ア　イ　エ　ス　ケ　ー

〃　　　　・PAG 〃 ノノ スモールサイズ
　　〃

〃



34 ISKシリンジポンプ 可変式 100／2 23．8×17×15．6 3．7 プラビーズカラム及びラボ用
〃

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。

オ　　リ　　ン　　パ　　ス

血液流動性測定装置エムシーファンHR　300

細胞の流動性を視覚的に観察できる 100／2 42×45×55 32 アルファテクノ社製

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 〃

グリコヘモグロビン
A、c分析装置HS－12 分／検体処理

前処理なしで，安定型グリコヘモグロビンA1。を1．5 100／2 57×62×61 65 キャップーピアス方式

常　　　　　　　　光

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

自動血球計数CRP測定装置FL－278CRP

150 30×40×41 18 488

フ　ク　ダ　電　子

CBC　8項目＋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

自動血球計数CRP測定装置LC－178CRP

測定方式：上記に同じ
白血球3分類含むCBC　18項目＋CRP定量 150 30×40×41 18 530

〃
自動CRP測定装置LT－128

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

血液流動性測定装置MCFAN

血液流動性の測定と観察 42×45×55 32

山　　久　　化　　成

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

〃

　　　　〃
カード用恒温機ID－lncubator　37S　I

〃 200 31×34×19 6 32

　　　　〃
カード用恒温機ID－Incubator　37S　II

〃 〃 36×42×21 9 68

〃



細菌検査機器

尿検査機器
病理検査機器



36 32．微生物分類同定装置（lnstrument　for　Bacterial　ldentification）

会　　　社　　　名

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

〃 〃 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
〃

RAISUS 蛍光／比色法 1K 84×90×127 180 1，500

日　　水　　製　　薬

バイオテック2コンパクト30 比色 100／5 72×68×60 75 890

日本ビオメリュー
〃　　　　　60 〃 ノノ 〃 ノノ 1，500

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

（バイテック2）

　100
（バイテック2）

　1，800
次世代の全自動細菌分析装置

〃

〃　　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

〃

33．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 〃 〃 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置
〃

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

　88．2
80 880

長　　瀬　　産　　業
DPS　MIC 画像判定 120 〃 〃 100／5 62×56×44 42 〃

IS60／LuMx　O1 濁度／化学発光 ノノ 〃 100／7 94．2×54．2×

　88．2
90 1，400 MIC測定が4時間

〃

RAISUS 蛍光／比色法 乾燥プレート 可 1K 84×9〔〕×127 180 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

いイテック21

　100

いイテツク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）

　100／4
（バイテック32）

35×74×61

｛バイテック32）

　45

〔川テック32）

　580

34．DNA・RNA測定装置（lnstrument　for　DNA・RNA　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

ニュークリセンス
Easy　Q

リアルタイム

NASBA法
48検体／1．5h 200 42×42×22 20 390 RNAを等温増幅するNASBA法と

モレキューラービーコンによるリア
ルタイム検出装置カ　　　イ　　　ノ　　　ス

TRCRリアルタイムモニター
TRCRapid　160 TRC法

16サンプル／
　バッチ

250 35×32×24 17
転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による

RNA増幅・検出法
東　　　　ソ　　　　ー

ニュークリセンス
Easy　Q

リアルタイム

NASBA法
48検体／15h 200 42×42×22 20 480 RNAを等温増幅するNASBA法と

モレキ1一ラービーコンによるリア
ルタイム検出装置日本ビオメリュー

バイエルルミノメーター
HC十

　　TMA
（化学発光測定）

94検体／5時間 40 45．72×66．67×45．72 19 　LO88
（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 75 980 PCR検査用自動測定装置
ロシュ・
ダイアグノスティックス

MP－12
DNAハィブリダ
　イゼーション

12 100 38×64×55 47 自動核酸抽出機

コバスTaq　Man 遺伝子増幅 1．2K 114×75×95 237 リアルタイムPCR検査用
自動測定装置

〃

〃　AmPli　Prep
DNAハィブリダ
　イゼーション

〃 165×74．5×93．5 310 自動核酸抽出機

〃　Taq　Mal148 遺伝子増幅 0．6K 45×75×50 55 リアルタイムPCR検査用
自動測定装置

〃

35．核酸抽出装置（Nucleic　Acid　Extractor）

37

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

ニュークリセンス
MINI　MAG

血しょう，血
清，喀疾，便

12／0．75h
磁性シリカに
よるブーム法 43．8×11．4×15．3 3．6 80 DNA／RNA同時抽出，高収

量・高純度，コンパクト
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

Freedom　EVO
75／100／150／200 全血

ピース法また
　は固相法

570～
（EVO　75）

88×70×65
（EVO　75）

　84～
（EVO　75） 700～ 本体サイズ，オプション選択可

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

ニュークリセンス
MINI　MAG

血しょう，血
清，喀疾，便

12／0．75h
磁性シリカに
よるブーム法 43．8×11．4×15．3 3．6 80 DNA／RNA同時抽出，高収

量・高純度，コンパクト
日本ビオメ　リュー



38 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　ッ　ク

36．その他（Miscellaneous）

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
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

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

タイベック⑧製防護服
ア　　　ゼ　　　ア　　　ス

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 ANOXOMAT嫌気培養システム ・ オランダで90％の市場占有率を誇る．
：鰺廻毒議釜警遠柔罐劉聾蕎旨． 473 32×55×27．5 32 未定

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 85．2×61．7×91．4 170 980 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

バクチアラート3D60 〃 〃 58．8×49．7×60．9 37 240 〃　　　　：60検体
〃

トキシノメーター
MT－5500

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，
グラム陰注菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．

220 35×42×35．6 13 280

和　光　純　薬　工　業



37．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

〃 〃 〃 150 34×36×22．2 16．5

アドバンス浸透圧計3250 低濃度2分／齢
高濃度3分／検体 200～300 0～4，000 100／1．5 32×47×41 13 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 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／灘
高濃度3分／灘 200～300 0～4，000 100／4 55×51．8×54．5 30

凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶され

ている測定結果とメッセージリコール機能
〃

38．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 13 250 53×53×53 33 演算項目P／C比

オーションジェッドM
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 〃 ノノ 単三電池×2 12．5×8．7×3．25 0．3

〃

オーションイレブンTM
AE－4020

514 〃 13 45 21×32．8×16．4 3．6 演算項目A／C比，P／C比

US寸000 180 定性 10 60 30．0×32．5×13．1 3 98 テラメックス社製
栄　　研　　化　　学

〃－2100R 720 〃 〃 450 39．2×32．5×30．5 13 250 寺崎電気産業社製

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

〃

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

尿中シュウ酸・クエン酸分析装置

FOM－llO
6 定量 シュウ酸

クエン酸
100／3 43×55×42 30

エ　　　フ　　　ケ　　　ム

URISYS2400
尿自動分析装置

最大240
検体／時 定量

ξ謡運協犠碧彊：言亡獅2宕｛㌔㌻ルビ㌧　潜∫巾　土博

200 53×65×67 85

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

〃 〃 95 48×48×31 15

クリニテックアトラスXL 225 定W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 〃 〃 100／0．2 39．4×32×11．2 3．9 39．8 色調・混濁入力可



40 〃　　　50 〃 ノノ 〃 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 〃 13 100／0．72 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

〃　　　ステータス 60 〃 14 100／0．3 17．1×27．2×15．8 L6 9．9 小型で初のタッチパネル
〃

プレテスターRM－805 300（最大） 定性 18 100／0．5 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
〃　　　RM－6050 600（最大） 〃 ノノ 100／1 41．5×45×39 25 245 〃

39．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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

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

40．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

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－110‘

100 ノノ ノノ 〃 2．5K 60×61×71 68

U－SCANNER 60 顕微鏡
画像解析 約150 　5（詳細分類一部可能） 750 60×65×150 130

東　　洋　　紡　　績

6800尿自動分析装置 120
フローサイトメトリー画像パターン認識

約100
白動分類6
参考出力7
検体フラグ4

分析部：100／］0

画像レビューユ00／／0

分析部：
85×75．5×47．5

分析部：
　約80

日立ハイテクノロジーズ

41．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

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NS－1000 比色法 200 金コロイド
　比色法

300 66×61×48 60 560

アルフレッサファーマ
〃　　NS－plus　C 〃 300 〃 400 43．5×58．0×43．0 43 460



〃

〃　　NS－plus　C　15 〃 〃 〃 〃 68．0×58．0×43．0 58 560

〃　　NS－plus　C　30 ノノ 〃 ノノ 〃 83．0×58．0×43．0 68 680

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 〃 〃 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 ノノ

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

IIM－JACK テラックス
　凝集法

180 ラテックス
　凝集

100／3．2 55×50×50 45 450
協和メ　デ　ッ　ク　ス

〃　　PIUS 〃 ノノ 〃 100／2．8 50×53×49 30 650

ヘモリアス200 比色法 180 ラテックス
免疫比濁法

150 50×6L5×45．4 35 430
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

FOBITWAKO 金コロイド
　比色法

250 金コロイド
凝集反応 62×60×53．5 61

和　光　純　薬　工　業

QUICK　RUN 〃 10検体／16．5分 ノノ 100／1．2 24．5×30×30．5 112 94 便潜血小型精密分析装置
尿中総蛋白質測定可

42．その他（Miscellaneous）
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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

オーションスクリーン
マイクロアルブミン／クレアチン

尿中アルブミン濃度とクレアチニン濃度を測定し，さらに新たに
アルブミン／クレアチニン比を演算することで，尿量補正が可能となり随’時尿での性能の信頼性が向上’します．

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

ア　ジ　ア　器　材
12mL沈渣スピッツ

121nL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．

1L5mL沈渣スピッツ ノノ

24H蓄尿容器
本器は普通尿と酸性尿に自動的に2分割する24時間蓄尿容
器で，清潔に蓄尿ができます． 20×19×54 3

エ　　　フ　　　ケ　　　ム

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，亜硝酸塩．ウロビリノーゲン，ケトン体．
潜1∫l／、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

アルブミン指数を自動計算
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ノノ

〃　　　アトラスXL
測定項日：白lllL球．）翻消酸塩．ウロビリノーゲン，ケトン体．
灘血微豊・，紗警兇夕㌢シブドウ糖・上ヒ重・色調・混 〃
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43．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 40枚／1回2時間 100／4 122×61×69 76 980

協和メ　デッ　ク　ス
i6000 60 60枚／1回3時間 100／3 98×61×46 53 1，200

ダコAutostainer 最大64バイアル 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

ダコ・サイトメーション
〃　　　，plus 〃 〃 〃 ノノ 〃 780 〃

44．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，G、B）

17インチ
フルカラー

合計：約1K以下 本体22x45×41（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

45．画像撮影装置（Image　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
nm V／A W×D×H（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

ゲルドックXR CCDカメラ 1360×1024 302UV 400 60×36×96 32 300
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ

46．リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（Computer　System　for　Telepathology）

用途 ホスト／サーバーCPU 通信回線 端末台数 希望小売価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　長　・　備　考

Warp　Scope
テレパソロジー，遠
隔顕微鏡操作・観察

Pentium　4

　3GHz
Bフレッツベーシック 最大5施設

同時接続
リアルタイム動画，遠隔顕微
鏡操作

フィ　ンガルリ　ンク



44 47．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



生理機能検査機器



46 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 4～16VDC17mA 8．5×9．1×0．2 0．28 68 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／841nA 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つになった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

．ご　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

イオンバッテリー
0，309

シ　ス　メ　ッ　ク　ス ブラッダーマネージャー
BVI　3（100

〃 〃
132mW
　　〃

23×32×7 7．3



システム



48 51．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析

ホスト／

サーバ
C　P　U

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 〃 Windows　2000 〃 1～4 ～
8 〃 〃 データ管理システム端末

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

　　　〃　　　　SMBG
Viewer 血糖 医療機関向け血糖値管理ソフト

MELAS－i
生化学，血清，
血液，尿一般 Windows

オンライン，K侶，

OCR，　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 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

〃　　（生理） 生理 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Path　Mate 病理 〃 〃 〃 〃

〃

検査結果参照webサーバ 臨床支援 ノノ ノノ

TOHMAS－i 健診 〃
オンライン，K／B，

OCR，　OMR他 1台 任意 〃

〃

フォローアップシステム 〃 〃 〃 ノノ 〃

PC一検査
生化学，血清，血液，

尿細菌，病助
windows

2000Server
オーダリング，

キーボード
1～ 1～ 999999 〃

石川コンピュータ・センター

検体検査
CLINILAN　L　R　P　S／GL－2

生化学，血液，
血清，一般，RI， Pentium　IV

オーダリング
OMR．OCR．
　川・手法

1～ 任意 999999 任意 検査業務システム

エイ　アン　ドテ　ィ　ー
輸血1検査・製剤管理
　　〃　　／BT

輸血 〃
オーダリング
OMR．OCR．
　川手法

〃 〃 9999 ノノ 〃

細菌検査・感染症情報管理

　　〃　　／MB
細菌 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 〃

〃

病理検査
　　〃　　／PA

病理 〃
オーダリンズ

　用手法
〃 任意 〃 〃

　〃　　　　げラウザ胴〃　　／WebPath
ノノ 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 検査業務システム

〃

検査室管理支援
　　〃　　／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 〃 〃

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
CLINIEEL　Server

生化学，血液，
血清

〃 〃
検査業務支援システム
（精度管理）

CLIP
生化学，血液，
血清，一般

　サーバ：2003

クライアント：XP

オーダリング

OMR，　OCR 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
〃　web 結果参照 〃 〃 〃 〃 〃 セキュリティ・ユーザー設定

〃　－PTII 病理 〃 〃 〃 ノノ 〃 画像参照・全文検索
ノノ

〃　－BCT 細菌 〃 オーダリング 〃 1～ 〃 ノノ 簡易入力
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〃　－PACS 画像 〃 DICOM対応 〃 〃 〃 〃 DICOMサーバシステム
〃

〃　－PRS 生理 〃 オーダリング ノノ 〃 〃 〃 多様な予約条件に対応

MEX－Plus 健診 〃 OMR，　OCR 〃 ノノ 〃 〃 機能充実
〃

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 〃 ノノ 〃 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
臨床検査情報システム
MOLIS

血液，生化学，免疫，血清，免

疫雌，免疫糊血清㌻般

Pentium　III

933MHz以上
〃 最大100台 最大254台 〃

　無制限
（ディス熔瓢楠

〃

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

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
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

〃

臨床検査情報処理システム
JCS－33L

生化学／免疫血
清／血液／尿一
　　般等

Windows　2003
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（ROM凪手入力 1～ 1～ ～3000 3年～ 500より

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン
　　　　〃
PGWm／Net（LABO21）L逗ht

〃 〃 〃 〃 〃 〃 250より

人間ドック健診システム
PC－Wiin／Net（HEA］LTH21）

生化，血液
　生理等

〃 〃 〃
～ 1000 〃 350より

〃

輸血管理システム
PC－Win／Net（BLOOD21）

血液 〃 〃 〃 〃 〃

輸血安全管理支援システム
PC－Win／Net（SAFETY21）

〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

Webドクター支援システム
PC－Win／Net（DOCTOR21）

検査システム
　の照会

ノノ

～3000 〃

病理・細胞診システム
PC－Wh㎡Net（PATH／CYTO）

病理，細胞診 オンライン入
力，手入力

〃 3年～ ノノ

〃

細菌検査システム
PC－Win／Net（BACT）

細菌，微生物 〃 ノノ 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

〃

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 5年

ノ　ー　ト　ウ　ェ　ア
細菌検査システム 細菌検査 〃 〃 〃 〃 〃

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

〃

健診システム 〃 〃 〃 〃 5年

BAY－URINAシステム
尿定性，定量，
　　沈渣

ペンティアムIll

　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
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日立ハイテクノロジーズ

Labostrearn 検査全般 PCサーバ
キーボード，
OCR，　MSR，他 任意 任意 9，999 制限なし Windows　2000

Lavolute 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Lsys 簡易迅速検査 Windows
2000／XP OMR他 1～3 1～5 9，999 ディスク依存

フ　ィ　ンガルリ　ンク
〃 小規模検査シ

　ステム
〃 〃 〃 〃

健康レポート 生活習慣病 〃 1～5 20 〃

〃

Fjeing　type　F 病理検査業務 〃 オーダリング，

　OMR．oC
1～ 1～ ～ 9，999 ノノ

雷電 電子カルテ Windows　20ω
　Server

ノノ 〃 1～ 〃 500～
〃

山　　久　　化　　成
マインズ

　生化学，免鮮
血液学，尿般その他 Pentium

オンライン
キーボ　　ド

FD，　OMR
任意 任意

ディスク容｝1｛：による

Willdows　2000
操作性，拡張性高機能

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　野

検体搬

送方法

接続分析

装　　置

消費電力 寸法 重量
メーカー

希望価格システム
構　　成

ラツク種 処理能力
V／A W×1）×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

検体前処理搬送システム

IDS　88｛｝／S1

生化学検査

血拍・免疫検査
搬　　一搬出，遠心機磁r旛検
出，川，ノベ幌1逮‘‘十賂1［｝ 1本搬送 1本ホル

ダー方式

親検体280本／時 各メーカー約2｛｝

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

せ陸い

・悟へ一Sl二合才麟翻㌦・酩，λ卜励一各種　部1合伽／能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
　　　〃
IDS　880／S2

〃 讐畑霞哩㍑ 〃 〃 親検体
840本／時

〃 〃 〃 〃

　　　〃
IDS．880／C

　凝固検査
血糖関連検査

搬人，エラー搬出，搬出

　冷却遠心各1台
〃 〃

分析機の処理能J

　に準じます

各ズーカー約5種

接続実績あり
〃 〃 〃

ノノ

　　　〃
IDS　880／U 尿検査

　搬人，エラー搬出，

頒・バし発行駕格1fl
〃 〃 親検体

28〈）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

〃 〃
・’ 野一’1こ争　ぽ
咋，旨一各種・・親L：元能

ノノ

　　　〃
IDS　780／C

〃
搬人，エラー，遠心機，

　栓抜，搬出：2台
〃 〃 親検体

280本／時
〃 〃 〃

　　　〃
IDS　780／A

〃

搬　へ．　　ラ　　　．，・｛レら・
機．衿抜、r白、葡f祢川．

議，51・，く冷ノ岬」・
〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

〃

IDS－2000PLUS 生化血清
搬人，血餅検出，

栓抜，分注，搬出
〃 〃 200本／時 各メーカー

　可能 163×82×156 〃 コンパクトサイズ

IDS　3000 〃
搬入，血餅検出，

栓抜，分注，搬出
〃 〃 300本／時 〃 217×80×160 〃 〃

〃

検体前処理分注装置ApS　3｛川シリーズ

生化学，／血清 分注，他 ラツク
搬送

アロカ］0本ラック，他

構成による 構成に
よる

構成による
構成に

よる

構成に
よる

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　〃
LabFLEX250

〃 〃 〃

アロカ5本ラツク，他

250検体／11 75｛｝ 約148×78×143 450 〃

CLINILOG
Ver．2

生化，血液，［鯖，

　凝固，免疫 蕊鰍誤 ラツク
方式

り』1椀け
秘杉1↓‘1

構成により
異なります

ll

l粉川：宍，llズも

：り’㍑・㌧：
ユニットにより
　異なります

ニニノLに

よ哩なh
三す

構成により

蹴ります
エイ　アン　ドテ　ィ　ー

　　　〃
Ver．3

ノノ
投人．遠心，開栓，分
↓　バツフア，川収｛
ン’・．ルの組みr＾

1本ホル
ダカ式

りこん5検体フック（検体投入に仙用）

〃

6謡モ酬・も1一ル、外部→㌧　　）　ング装置

〃 〃 〃

HSトランスポーニーソン

シス私HST　Nジ！一ズ 血液検査
矧　動威：炉置脚．．．繊こ

　τ讃・乎嫌手1博尻i

ベルトラ
イン方式

シス杉以製
P本ラック

XE　210〔｝

R35叩
SP　lOOシ　ス　メ　　ッ　ク　ス

翻職鹸体搬送シス｝．ム

CSTシリーズ 凝固検査 全1働血液凝固測Lぷ 〃 〃 CA　6000
CA　5000
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HSトランスポーテーション

システムXE　A［pha　N 血液検査
多期自鋤球分析装置咋

　　抹標本作製鑓
〃 〃 XE．2100

SP．100ノノ

　　　〃
SE．．AlphaR

〃
多項目自動lrl［k分亭　長
概・綱赤Il［L球准1元Lソト・塗抹標／トイ！！製装

置

〃 〃
SE　9〔川0／RAM－1

　SP　lOO

　　　〃
SF－Alpha

〃
・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　AIpha　lV 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×］10 200
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－60〔｝A

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
　　　ノノ

UA・ROBO－600B
ノノ ラック

方式
120／h オプションで可 〃 79×1〔｝6×135 160 980

搬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－8〔｝0

径φ12～16．5
長さ75～10伽m 6種分け ラツク

方式
5本ラック
10本ラック 600検体／h 特注で可能 100／10 170×9〔｝×150 400 4，500

採血後の検体を各検査内容に応
じてラックに1：〔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本ホノレ

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

〔除く細菌病割
1本搬送方式によりリア
ルタイム性に優れる

東芝メディカルシステムズ

NSP－70〔｝O　R
PCR前処理及び
　汎用分注

分注，希釈他 150 30×65×59 42 185
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－7000111 ノノ ノノ 300 121×45×72 70 330

検体搬送システム

JLA－701T
生化学，

　免疫
搬送 ラツク

方式
5本又は10本
ラツク対応

最大1800
検体／時

生化学，免
　疫他

100／40 構成により異なります
構成により

異なります

構成により

異♪’ります 検体搬送システム
日　　本　　電　　子

検体前処理システム
生化学挽疫，血清，

　血液凝固，尿

・検体投入部遠心酬モジ・一ノレ欄栓モジ・一ノレほか 　：○：1・　r」ゾ・こア搬送

日立5本
ラック他

捌～釧検体時聯じ

使用条件によ曙なる
日立7600
シリーズ他

構成によ

哩なる
構成により異なる

繊によ
哩なる

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，

自動遠心器振分け

ペルト

ライン方式

1本，5本，

　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，血清 分注，ラベラー 〃 1本5本 250検体／h 〃
構成により
異なります

ノノ コンパクトサイズ

高速分注システム 〃 〃 〃 ノノ 2，500〃 〃 〃 〃 〃

〃

検体小分装置SasuGer200 生化学・免疫
血清・外注

親検体150
　本／時

500 78×6573 80

山　　久　　化　　成
　　　〃
SasuGer180

生化学・免疫
血清・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＝5本

ラック

小検体＝各種

ラツクに対応
〃 〃 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

ノノ

　　〃
PiaTreat50α

〃

HbAlc用検体処理装置．ピアス式であって，

遠心分離された採血管の底部から，血球
（4．5～12μL）を採取し希釈液を（450～1200

μL）添加した後，溶血混和を行いHbAlc用
の検体を調製する全白動装置．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

　　〃
PiaTreat3〔｝

〃 150本／時 100 34×55×64 25
ノノ

PiaTreat
RLP－200

　レムナント

コレステロール

本装置はレムナ　’　　・ロー戸門つ自動検体希釈装置で検体2μしも精度よ（採取し，スチー1レボー1レも同時㌔え填し、1時間3nn検体ご効率よく処理します

300検体時 89．3×79×65 90



52 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
採血管種

架設可能

ラック種
処理能力 バーコード種

ラベルサイズ

　（mm） V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

サーマルラベルプリンタ

TM－L90
　最大
150mm／秒

9種の他2次元
シンボル3種 幅34～76 24／1．7 14×14．8×20．3 1．9

エ　プ　ソ　ン　販　売
　〃
35mm／秒

グラフィックデータとして印刷

幅43～102 約11 21×34．5×15．2 2．0

ラベルプリンタ
KP－100

150mm／秒
11種の他2次元コード

標準50×32 300 20×38×27 10

小　　林　　記　　録　　紙
　　　〃
KP－500

200　〃
12種の他2次元コード

〃 500 25×38×27 11

　　　〃
ip－50

150　〃
　　8種2次元コード 標準50×32

標準50×32
150 20×23×18 3

ノノ

　　　〃
ip400

〃 〃 〃 〃 〃 〃

バーコードラベラー

VL450
4秒／本 7種 〃 300 22×35×29 15

〃
採血業務支援システム．1’pres　gear

100本以
彰顯

径φ12～18
長さ75～100

専用トレイ

〃 〃 標準53×35 800 55．0×84．1×
　　116．5

200

ンスプリシリーズ
El獅ER4UU2，3，4，
5，6インチ1秒日WO／ER4m2　Mインチノ秒

眠・A／島」AN雌M漣蕊〔舳弘
倣1酬W7，カスタマパーコード，

αしHF砿ぺll一コード．輪コード

幅25～115
長さ15～397

380
（最大） 19．8×23×18．1 約3．0

サ　　　　ト　　　　ー
SR400シリーズ

300㎜／秒
　（最大）

眠・WEJ酬顧NJT馳
欲元コード〔PD臼17，QRコー剛

幅22～128
長さ6～397

200
（最大）

27．1×45．5×30．5 15

採血管準備システム

BC・ROBO－787
a｝～100 同時搭載種類

4～28種類
専用トレイ

専用ラック

最大約400
人分／h（1患
　者4本）

NW　7，　code　128他 50×30
50×35他

1000（基
本構成）

90×124×85．5
　（基本構成）

270 新製品．豊富なオプ
ション有り．

テ　ク　ノ　メ　ディ　カ
採血管準備装置BC・ROBO－686

ノノ 　　〃
4～12種類

専用トレイ

〃 〃 〃 ノノ 90×124×78
（基本構成）

265 新製品．12管種で低
価格．

小型採血管準備システム

BC・ROBO－mini　20
20 　〃

4種類
〃 5秒／本 〃 〃 500 44．5×43×55．5 35 コンパクトサイズで

卓上型．
ノノ

　　　〃
BC・ROBO－mini　40

40
》

〃 〃 〃 〃 500 44．5×43×75．5 40 〃

バーコードラベルプリンター

BC－450SR
　NW　7他
2次元コード

各種
380

（最大） 19．8×23×18．1 3 熱転写方式（SR）
感熱方式（S）

ノノ

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

100mm／秒 〃 最大80×
　83φ

15×19×16 1．4

MSシリーズ 約250本 75～100mm
　13～16φ

5～50本ラック

約450本／h 〃 50×32 約75×75×75 40
〃

54．分注装置（Dispenser）
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

（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
　異なる

10～1000，仕様

により異なる
1．5K 約172×105×171

　（本体のみ）

約500
（本体のみ）

構成に
よる

ラックバーコード対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ 卓上型自動分注装置LabFLEX900
ノノ 〃 400 約86×78×70 約90 〃
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Microlab⑧
STARシリーズ

2／4／5／12／16／96

800 163．8×76．5×87 140 850～
分注工程をモニターする確実な

試料処理容器搬送も可能

ジーエルサイエンス
　　〃
ATplusZ

12 1K 138，5×73×58 120 970
シリンジ型ディスポチップを採

用．様々な試料に対応

Multidrop384
stacker

160プレート／h 5～395 8 80 74×46×61 32 480
小型，遜オートクレープ可スタッカー（20，30，60枚）パルク分注

セントラル科学貿易
マルチドロップ384 〃 〃 31×32×16 6．2 135

マイクロフィル 5～300 〃 46×38×18 8．9 〃

〃

Freedom　EVO
100／150／200 各種 条件により

　異なる
各種 0．5×5000 8 600 107／145／205

　×78×78
106～

ワークテープル上に様々な
デバイスを搭載可・ロポット
アーム搭載可テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

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

Multi－CHOT 3～1000 10r8 73×54×58 60 260

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ペ
ンスステーション
ADS－384－8

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

〃

テープルトップディスペ
ンサーEDR　384　S　II

〃 〃 42×45×54 50 300～ 〃

Zip　Master 0．5～30 1 50×49×36 490～ MALDI　TOF　MS
用サンプルスポット

〃

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，プレート対応
マトリックスアジアパシフィック

〃　　1200 0．5～300 384／96 150 100×60×65．5 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 50×61．8×57．9 50
PC対応，1536プレート対応

BISTEQUE　20311 1～210 12／8 100 73．4×45．7×33．4 30 チップ式384プレー
ト対応

〃

ピッキング装置 0．5～30 1 〃 バーコードリーダー
管理

HTStation　102 1～300 16 ノノ 40×28×26．5 9
〃

Singel　Station　107 0．5～300 1 〃 60 多様多様な容器対応

HTSealer　2100
ノノ 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
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ノノ

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

BIS　TEQUE205 0．5～210 24／12 100 84×67．5×66．5 80 蓋付プレートも自動
で供給・回収

MSシリーズ
75～100㎜
13～16φ 各種

1：1分注
約330検体／h

NW－71TF

コード3馳 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
2，500検体／h

〃 〃 約150×120×120
　（本体のみ）

150 ノノ

10CH独立ヘッド分注機
LAD－］OCH 100～2，000 10 1．5K 44×105×160 95

問い合わせ

て下さい スタッカー標準装備
LAB　Auto

55．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

会　　　社　　　名 採血管種 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

架設可能

採血管数

架設可能

ラック種

回転数

「．P．「n． V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

5415 24 アングル 16，000×g 13，200 180 23×31×23 8．5 21

エ　ッペン　ドルフ
5702 40 スイング 2，750×g 4，400 200 32×40×24 20 19．5

ハイキャンバシティ冷却

遠心機モデル8730
130 15 4，000 200／12 64×78×86 205 130 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 〃

　〃　・ユニバーサル冷

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

〃

　〃　・ユニバーサル冷
却遠・臓モデノレ5930

80 〃 〃 〃 ノノ 〃 88

テーブルトップ・多本架

遠心機モデル8420
〃 ノノ 6，000 ノノ

53×63×37 60 49．8
ノノ

　　〃　　・多本架
遠心機モデル5420

68 ノノ ノノ ノノ 43×55×36 47 38．5 静かなブラシレスモー
タをインバータ馬区動

テーブルトップ
遠心機モデル5220

〃 〃 5，000 〃 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 〃 4，000 100／8 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SRC500

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
プラズマプレップ ノノ

2，3，5，7，

10mL
7，200 100／1．25 26×38×17．5 9 36．5

2分間，採血管不問，PRP　30秒分離



その他の臨床検査機器



56 56．マイクロピペット（Micropipette）

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（Cln） 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

アルフレッサファーマ
　　　　　〃
固定型

固定 1．8～2．5

リファレンス4900 1～2，500 〃 2．1

エ　ツペン　ドルフ
〃　　　4910 0．1～2，500 可変 2．9～3．2

リサーチF 10～1，000 固定 1．6

〃

〃　　V 0．1～10，000 可変 2．8～3．3

〃　　M 0．5～300 〃 7．5～8．6 マルチ8／12チャンネル
〃

マルチペットプラス 1～10，000 〃 3．9 連続分注

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 〃 2．5～3．5 オートクレープ，UV照射可能

　　　　ノノ
Nichipet　7000

0．5～300 〃 7．5～9．8 8，12チャンネルピペット
〃

　　　　〃
Nichipet　EX　plus

0．1～10，000 〃 2．9～4．5 有機溶媒分注対応

エルゴノミック
Nichiryo　Le

0．5～1，000 〃 1．5 軽量＆エルゴノミック
〃

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・エッペンドルフ社製

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・エッペンドルフ社製
〃

　　　　　ノノ
マルチペットプラス4981 1～10，000 〃 3．9 　　　　〃

（連続分注ピペット）

　　　　　ノノ
マルチペットプロ4985

1～50，000 〃 9．5 　　　　〃
（電動，連続分注ピペット）

ノノ

　　　　　〃
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

Microlab⑧
STARシリーズ

2／4／8／12／16／96 チップ式 800 163．8×76．5×87 140 850 液面検知可・ソフトウェアに
より多彩な希釈を容易設定可

ジーエルサイエンス
Microlab　500 1 ノズル式 150 15．6×17．8×33．4 4．7 54．7～

プログラムにより多彩な希釈が可能

Freedom　EVO 8 チップ式 600～ 107／145／205×78×87 106 希釈パラメータをソフトウェ
アにて設定．液面検知可

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

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

ハルクスオート 8，10．12 チップ式 70〔〕 88×68×65 100 750～ 連続処理型，オートサンプリング

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
EDR－96　X 8．12 〃 83．5×5〔〕×67 90 325～ 分注も可能

58．洗浄器（Washer）

57

商　　品　　名

型　　式　　名

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
μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

M384　At】as　Washer／
タイタンスタッカー

50～3，000 126プレート／h 74×56×61 37 580
精密コントロール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 マイクロプレートウォッ
シャーEL×50

〃 35×40×16．25 8．9 88 プログラムに従って行又は列
毎に自動洗浄

プレートウォッシャー
コロンブスプロ 50～400 プログラムによる 65 29×40×22 8．2 82～

96／384ウェルプレート用
ストリップタイプテ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

　　　　〃
96PW 25～300

ノノ 575 30×46×23 12．6 226 96ウェルプレート同時洗浄

　　　　〃
PW　384 50～400 〃 〃 38×41×24 12．0 350 384／96　　　〃

〃

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，］2

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
　　　　　ノノ

AMW．24
〃 2，500 〃 ノノ 〃 87 〃　　　　16，24

　　　〃
AMW－96F

〃 〃 ノノ

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

5〔〕～500 〃 100 55×55×40 35 375
ノノ

AMW－8 50～990 25×33×12 7 50 マイクロプレート8



58 MW－96　AR 〃 30×48×25．1 20 125
〃

〃－96CR 〃 〃 25 174 ノズルツマリ防止機能付き

59．恒温槽（lncubater）

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

60．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

分注チップ整列装置
AT－4000

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

〃 〃

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

〃

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 ノノ

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，］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
チップ整列装置 織劉繊罐惜磁駕写饗曇麟緊処 100／15 1，800×1，500×

　　1，660
500

Dynabeads－MyOneTM
シリーズ

粒径が1μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル
基，ストレプトアビジンが結合した3種類の製品をラインナップ．

Dyna1／ベ　リ　タ　ス
〃　　－M280，　M270

〃

粒径が2，8μmの超常磁性ポリマービーえ表面にカルボキシル基　トシル基　アミノ基エポキシ

基　ストレプトアビジン，ProteinA’Gの結合した製品をラインナッズ

　　〃　　　－M450
Epoxy

粒径が4．5μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にエ
ポキシ基を有しています．

〃

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」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端末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IE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．

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．



59

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

金コロイド 安価で，再現性，目視性の優れた金コロイドです．
〃

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

ユニペットAC
世界一軽いプランジャー圧を実現し，丸ごとオートク
レープ処理を可能にしました．

フユージョン5
FUSION　5TM

従来のイムノクロマトキットに必要な5つの機能を合
わせもつ新製品です．

ワッ　トマンジャパン
イムノボア
InmunoporeTM

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プレン

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
〃

FTAカード
カード上でDNAの分離・精製，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．

ノノ
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体外診断用医薬品



62 生化学（1）

　　　　会社名

項目名

アボットジャパン

アルフレッサ
フアーマ

エイアンドテ
イー

栄研化学
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス オリンパス カイノス
協和メデック
ス

極東製薬工業 シスメックス

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

対応法，他1 JSCC対応法 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応　液状試薬 UV法 JSCC標準化

対応法，他2

ALP 〃 〃 〃 IFCC法準拠 　　〃
CEAEバッファ

ノノ 〃 P一ニトロフェ
ニルリン酸法

〃　　　　〃　，

γ一GTP 〃 ノノ Rate　Assay
（JSCC）

ノノ IFCC対応法 〃　，他1 Glucana法 〃

CHE ヨウ化ブチリル
チオコリン法 DTNB基質法

チオコリンWヨウ化ブ
チリノレチオコリン法

ブチリルチオ
コリン基質法 P－HBC基質法

P一ヒドロキシベンゾィ

ルコリン液状試薬
ベンゾイルコ
リン法 DMBT法

LDH JSCC標準化
対応法 JSCC標準化 P→LUV法 IFCC対応法 JSCC標準化

対応法，他1
JSCC標準化対応
液状試薬，他1 UV法 JSCC標準化

対応法，他1

ADA PNP－XOD法

MAO アリルアミン
基質

TP ビウレット法 ビューレツト
法

ビューレット
法

ビューレット
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

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

T－BiI 酵素法 酵素法 ジアゾ法 ジアゾ法
酵素法

酵素法 酵素法，他1

D－Bil 〃 〃 〃 〃

TBA
酵素サイクリング法

3α一HSDテト
ラ法

胆汁酸及び分画 酵素法

NH3 アンモニア指
示薬法 GLDH・UV法

AMY GAL－G5－4NP法 G3℃NP法
Gal－G5－PNP基質法

G3－CNP基質法
色素アミロペ
クチン法

E－G7－PNP基
質法 G3－CNP法 Ga1－G2－CNP

法　液状試薬
Gal－G2－CNP
法　他

Ga1－G5－PNP法，

　　　　　他2

リパーゼ カラーレイト
合成基質法

カラーレート法 DGGMR基質
液状試薬

エラスターゼ1 RIA法 LIA法

ACP α一ナフチルリ
ン酸法

CK JSCC標準化
対応法 JSCC標準化 IFCC法準拠 JSCC対応法 JSCC標準化対

応液状試薬
HK－G6PDH
法

JSCC標準化
対応法，他1

LCAT 酵素法

LAP
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法

L一ロイシルーP一ニト

ロァニリド基質法
Lロィシン・PNA
基質法，他2

GSCC標準化対応
液状試薬，他1

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法 PNA法，他2

3－HB 酵素サイクリ
ング法

TKB 〃

AMPアイ　ソ
ザイム

免疫阻害法
免疫阻害法
Gal－G2・CNP法
液状試薬

阻害抗体法，他1

LDHアイソザ
イム

ジアホラー
ゼ・NTB法

プロテアーゼ
阻害法

CKアイソザ
イム

免疫阻害法 EIA法 免疫阻害法 化学発光イム
ノアッセイ法

阻害抗体法



63

シアル酸 カラーエンド
法 UV法

UN 酵素法 酵素法 ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・アン
モニア指示薬法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼUV法
アンモニア消去法

ウレアーゼ・GLDH
法液状試薬，他1 GLDH法 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

ウリカーゼ・POD
法液状試薬

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

CRE 〃 ノノ 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法
ザルコシンオキシダーゼ法液状試薬

ザルコシンオ
キシダーゼ法 酵素法，他1

CR 〃

NAG PNP－NAG基
質酵素法

Glu GOD固定化酵
素膜電極法

ヘキソキナー
ゼG6PD法

GOD・POD色
素法

ヘキソキナー
ゼ・G6PDH法

ヘキソキナー
ゼUV法

GLck－NADPHUV
法液状試薬 HK法，他2

HbA1， HPLC法 ラテックス免
疫法

免疫比濁法

1，5AG 酵素法
AG6P－DH，　DIP（ホ

ルマザン腋状試薬

U－GL ブドウ糖脱水
素酵素法

GA 酵素法 酵素法液状試薬
糖化アミノ酸消去

乳酸 乳酸酸化酵素
POD色素法 LAOD－POD法

ピルビン酸 PAOD－POD法

ALD UV・酵素法

TG 酵素法 酵素法 遊離グリセロール
消去法・酵素法 酵素法 CHOD／PAP法 酵素法（グリセ

ロール消去法）
FG消去法
酵素法液状試薬 酵素法 HK－UV法，

他1

PL 〃 酵素法 酵素比色法 PLD…POD法
液状試薬

〃 PLD－POD法

NEFA 〃 〃
ACS－ACO－POD高
感度発色剤BCMA

ACS－ACOP－
SLEP法

T－CHO 〃 酵素法 CO－POD法 COE・COD・
POD色素法 CHOD／PAP法

コレステローノレ酸化

酵素比色法
CHER－CHOD－
POD液状試薬

酵素法 CDH－UV法，
他1

F℃HO 〃 酵素法 酵素法 CHOD・POD
液状試薬

ノノ

HDL 非沈殿操作法

HDレCHO 直接法 酵素法 デキストラン硫
酸Mg沈殿法

直接法 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

Na イオン選択電
極法 ISE直接法 電極法

K 〃 〃 〃

Cl ノノ ノノ 〃

HCO3 酵素法

Ca OCPC法 OCPC法
アルセナゾ田
色素法 OCPC法 OCPC法

アルセナゾIII法 OCPC法

Mg マグノレツド法 色素法 キシリジルブ
ルー法

酵素法 GK－GGPDH
UV法液状試薬

酵素法



64 IP モリブデン酸
直接法

リンモリブデ
ン酸比色法

モリブデン酸
直接法

ノノ PNP－XOD－
POD液状試薬

酵素法 ノノ

Fe NitrOSO－
PSAP法

アゾピリジン
色素法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニトロソーPSAP
法　液状試薬

Nitroso　－
PSAP法

フェレン法

UIBC 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃

尿中微量アル〉　　、フこン

LIA法 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
常光 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
東芝メディカ
ルシステムズ

東ソー ニツトーボー
メディカル

ニプロ 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
対応法

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

ALP 〃 　　　〃
B‘mers．．Mccomb法

〃 〃 〃 Kind－King改
良法

ノノ

γ一GTP γ一グルタミル
CNA基質法 IFCC法準拠 IFCC標準化

対応法
〃 ノノ JSCC標準化

対応法
〃

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／ヨウ化メチルチ

オコリン DTNB法 合成基質法
P一ヒドロキシベンゾィ

ルコリン基質法
ベンゾイルコ
リン基質法

プロピオニルチ
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
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 L→PUV法

ADA UV－Rate法 UV－Rate法

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 ビウレット法 ビウレット法

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

BCP法 BCG法

T－Bi1 アゾビリルビ
ン法

Jendrassik法／バナジン酸法

酵素法 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

胆汁酸及び分画 酵素サイクリ
ング法

NH3 GLDH・UV法 酸素法 UV法

AMY Gal・G2℃NP
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
Ga1－G　2－CNP法 G3－CNP法

ACP TMP基質法 DCAP－P基質法

CK JSCC勧告法
準．拠

01iver　Rosalki
変法／JSCC　7去準…
拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 IFCC法 IFCC標準化

対応法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP L一ロイシル
PNA基質法 PNA基質法 合成基質法

L一ロイシルーP一アニリド法

GSCC法
ALPアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

AMPアイ　ソ
ザイム

Ga1－G2－CNP
基質法

酵素法

LDHアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

CKアイソザ
イム

ノノ EIA法
CK－MB

免疫1距彗法／EI」SA
法（CKMB）／EIA
（マスCKMB）

EIA法
CK－MB

免疫阻害法
CK－MB

シアル酸 酵素UV法
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UN UV・レート法 ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレァLeuDH法（ダ
ブノレカイネティック法） GLDH法

UA 酵素法 ウリカーゼ・
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
CRE ノノ ヤツフェ・レー

ト法／酵素法
〃 酵素法 酵素法 酵素法 Jaffe法

NAG 合成基質法 MPT－NAG基質法

シスタリンC NIA法

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

UV法
HK，　GLDH
法

ヘキソキナー
ゼ法

HbA1， ラテックス凝
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
乳酸 酵素法 酵素法

ALD 酵素法

TG 〃 酵素法，グリ
セリン消去法 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 ノノ 酵素法 〃 〃 フォスフォリパ
ー ゼD酵素法

酵素法

NEFA ノノ

T－CHO 〃 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法（POD
法）

COE－COD－
POD法

酵素法

HDLCHO 直接法 直接法 直接法 直接法 直接法 デキストラン硫
酸Mg沈殿法

LDL－CHO 酵素的測定法 直接法 直接法 直接法 直接法

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 〃 〃 〃 ノノ

C1 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

〃 〃 ノノ 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　・

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
直接比色法

UIBC ノノ 〃 ノノ

TIBC Ferene法

尿中マイクロト
ランスフェリン

免疫比濁法
（LA法）

尿中微量アル
ブミン

免疫比濁用EIA用原料 NIA法，TIA法

免疫比濁法 〃 免疫比濁法 免疫比濁法



66 生化学（3）

　　　　会社名

項目名

三菱化学
ヤトロン

ミズホメディー
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 PNP基質法 〃 〃

γ一GTP
γグルタミル・Pニ
トロアニリド，他1

3一カルボキシー4一ニ

トロアニリド基質法
ノノ 〃

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1レーチオ

コリン基質法，他1

LDH UV・レー　ト
法，他1 UV・RATE法

JSCC標準化対応法／

SFBC勧告法
JSCC標準化
対応

ADA UV・RATE法

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

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法，
新BCP法

T－Bi1 酵素法 ジアゾ法 バナジン酸法，
他1

胆汁酸及び分画 酵素比色法 酵素法

NH3 GLDH法

AMY B－G5一β．
CNP法，他3

Gal－G2－CNP
法 IFCC準拠法 BG　5　P基質法

エラスターゼ1 ラテックス免
疫比濁法

ACP Kind－King法 1一ナフチルリ
ン酸法 CNP基質法

CK UV・レー　ト
法，他1

3一カルボキシー4一ニ

トロアニリド基質法 JSCC標準化対応法 JSCC標準化対応

LAP PNP基質法 GSCC準拠法 4NA
AMP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
免疫阻害法CK－MB 免疫阻害法

CK－MB
CKアイソホーム

〃

シアル酸 酵素法

UN ウレアーゼ・
UV法，他1

ウレアーゼUV・RATE
法（NH掴勘 酵素法 アンモニア消

去法，他1

UA 酵素法 ウリカーゼ・
POD法

ノノ ウレカーゼ・
POD法

CRE 〃
クレアチニナーゼPOD法

〃　／Jaffe法 酵素法，他1

NAG 合成基質法 4HP－NAG基
質法

シスタチンC ラテツクス免
疫比濁法

Glu GlcK（uV・エン
ドポイント法） HK・UV法

酵素法（HK／G6PDH法） ヘキソキソーゼ・

UV法



HbAlc ラテックス免
疫法，他1

免疫阻害比濁
法

フルクトサミン NBT法 酵素法

ALD UV・酵素法 UVレート法

TG GPO酵素法 GK・G3POD法
（グリセロール消去） 酵素法 グリセリン消

去法，他1

PL 酵素法 酵素比色法 ノノ 酵素法

NEFA 酵素・UV法 ノノ ノノ

T－CHO 酵素法 コレステロール
オキシダーゼ法

ノノ 〃

HDL－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

Na 電極法 イオン選択電
極法

K 〃 ノノ

C1 〃 〃

Ca OCPC法 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 酵素法 モリブデン酸
UV法

ノノ　　　　〃　　，

Fe NPS法
ニ　　ト　ロ　ソ

PSAP法
フェロジン法
　　　，他1

バソフェナン
トロリン法

UIBC 〃 ノノ 〃 〃

Cu DiBr－PAESA
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

アルフレッサ
フアーマ

アボツトジャ
パン

医学生物学
研究所

エイアンドテ
イ』

栄研化学 大塚製薬
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティツクス オリンパス カイノス 協和メデツクス

IgG 免疫比濁法 LIA法 LIA法
TIA法 TIA法 免疫比濁法

IgA ノノ 〃 ノノ ノノ ノノ

IgM 〃 〃 〃 〃 〃

IgD LIA法 〃

IgE MEIA法 ELISA法 LIA法 LIA法
EIA法，　RIA法

〃 EIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

C3・C4 免疫比濁法 〃 LIA法
TIA法

〃 免疫比濁法

SAA LIA法

Hbt ノノ

α1AG 〃

α1AT
ノノ

α1M
ノノ

Tf 〃

ミオグロビン LIA法 EIA法
RIA法 EIA法 化学発光イム

ノアッセイ法

ミオシン 〃

トロポニンT 化学発光イム
ノアッセイ法

〃　　1 EIA法 〃

CRP 免疫比濁法
ラテックス比濁
ラテックス凝集法 LIA法 LIA法 ラテックス法

ラテックス免疫比濁

法免疫比濁法
免疫比濁法

フェリチン MEIA法
CLIA法

ノノ EIA法
CLEIA法 CLEIA法 EIA法 化学発光イム

ノアッセイ法

β一Lipo ヘパリン℃a法 TIA法 TIA法 免疫比濁法

Lp（a） 免疫比濁法 LIA法 LIA法

ApoA－1 〃

免疫比濁法TIA法

免疫比濁法

〃　－II ノノ 〃 〃

ApoB ノノ 〃 〃

ApoC－II
ノノ ノノ ノノ

〃　一田 〃 〃 〃

ApoE 〃 〃 〃
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β2－M MEIA法 LIA法 EIA法
RIA法 EIA法

ラテックス凝集
積分球濁度法

インスリン 〃 ELISA法
ノノ ノノ 化学発光イム

ノアツセイ法

Cペプチド 〃
ノノ 〃

ACTH 化学発光免疫法

LH MEIA法
CLIA法

RIA法
EIA法 CLEIA法 EIA法 〃

FSII 〃 ノノ ノノ 〃 〃

プロラクチン ノノ 〃 〃 〃 〃

TSH 〃
RIA法
ELISA法，　EIA法

〃 〃 〃，他1

T3・T4
ノノ RIA法

EIA法
〃 ノノ 化学発光イム

ノアツセイ法

FT3・FT4
ノノ 　〃

ELISA法
〃 〃 〃

T3U 〃 〃

TgAb・TPOAb ELISA法 EIA法 ELISA法 〃

intact　PTH 化学発光免疫法

Bio　inact 〃

コルチゾール FPIA法 RIA法
EIA法 CLEIA法 EIA法

化学発光イムノア
ッセイ法，他1

／7－OHP ELISA法

プロゲステロン EIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

テストステロン 〃 ノノ ノノ

hCG MEIA法
イムノクロマト法

LIA法
EIA法用手法

〃 EIA法 化学発光免疫法

β一hCG MEIA法
CLIA法

E2 〃 EIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

E3 FEIA法 LIA法

hPL 〃

BNP EIA法
化学発光イム
ノアツセイ法

HGH RIA法
EIA法

化学発光免疫法

梅毒反応 イムノクロマ
ト法 LIA法

LIA法
CLEIA法用手法

イムノクロマ
ト法

ラテックス免疫比

濁法，TPLA法

クラミジア
（Ag・Ab） ELISA法 EIA，プレート法

ASO LIA法 LIA法 ラテックス法
ラテックス免疫比
濁法，免疫比濁法

HA（AD） MEIA法



70 HBs（Ag・Ab） MEIA法
イムノクロスト法
CLIA法

CLEIA法
EIA法 CLEIA法，他

ラテックス凝集
積分球濁度法

HBe（　〃　） MEIA法
CLIA法 EIA法 〃

HBcAb 〃 〃 〃

HBcIgMAb MEIA法
CLIA法
RIA法

〃

HAVIgMAb MEIA法
ノノ

HCV（Ag） CLEIA法 〃

HCV（Ab） ELISA法
MEIA法・
CLIA法
PHA法

〃 CLEIA法
IRMA法，他4

IIIV（Ab） MEIA法
イムノクロマト法 IRMA法

AFP 金コロイド比色法 NEIA法
CLIA法 LIA法 EIA法

RIA法 CLEIA法 EIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

CEA 〃 ノノ 〃 〃

SCC MEIA法

NSE RIA法

PAP MEIA法 EIA法
RIA法

PSA 　　〃

CLIA法
ELISA法RIA法
EIA法 CLEIA法

EIA法
イムノクロマト法

化学発光イム
ノアッセイ法

CPSA 〃

γ一Sm EIA法

CA　19－9 MEIA法
CLIA法

EIA法
CLEIA法 CLEIA法 〃 化学発光イム

ノアッセイ法

CA　50
ノノ

DU－PAN　2 EIA・プレート法

CA　15－3 MEIA法 EIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

CA　125 〃 EIA法
CLEIA法

〃 〃

ペプシノーゲン1 CLIA法
LIA法ELISA法
CLEIA法

EIA法
ELISA法

EIA・プレート法

〃　　　II 〃 〃 〃

RF
ラテックス凝集法

ELISA法 LIA法 LIA法 TIA法
ラテックス免疫比

濁法免疫比濁法

抗核抗体 ELISA法
間接蛍光抗体法

Hap　II

ELISA法
抗ミトコンドリ
ア抗体

ノノ

抗LKM－1抗体 〃

抗Dsg抗体 間接蛍光抗体法

抗リン脂質抗体
　　ノノ

ELISA法 LIA法



抗酸菌抗体 EIA・プレート法

MMP－3 ELISA法

ANCA 　　〃
間接蛍光抗体法

H・Pylori抗体 ELISA法 ELISA法
CLEIA法

イムノクロマト法

ELISA法他 EIA法 EIA・プレート法

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 ラテックス免疫法

免疫血清（2）
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　　　　会社名

項目名
極東製薬工業 シスメックス 常光 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 東芝メディカ

ルシステムズ
東ソー 日水製薬

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁用，

EIA用原料
NIA法，　TIA法 免疫比濁法

IgA 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃

IgM 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

IgE PAMIA法
ノノ CLEIA法

NIA法
ラテックス凝i
集法 LIA法 EIA法 EIA法

C3・C4 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 〃 NIA法
TIA法

免疫比濁法

ミオグロビン ラテックス比
濁法

原料用抗体 NIA法
EIA法

ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法 EIA法

蛍光免疫法

トロポニン1 〃 EIA法 〃 EIA法

CRP ラテックス比
濁法

ラテックス凝
集法，他1

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

LIA法
蛍光免疫法

フェリチン 〃 EIA法
RPHA法

ノノ NIA法
CLEIA法

〃 LIA法 EIA法 EIA法

β一Lipo 免疫比濁法 ヘパリン比濁法

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 〃 〃 〃

〃　－II 〃 〃 〃

ApoB 〃 〃

免疫比濁用，EIA用原料
ノノ

ApoC－II 〃 〃

〃　－III 〃 〃

ApoE ノノ
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

β2－M PCIA法 NIA法
CLEIA法 LIA法 EIA法 EIA法

インスリン EIA法
PCIA法

原料用抗体 CLEIA法
ノノ ノノ

C一ペプチド 〃 〃 〃 〃



72 GH 〃

LH
ワンステップ
イムノクロマト法

免疫比濁用，EIA用原料

CLEIA法 EIA法 EIA法
蛍光免疫法

FSH 〃 〃 〃 EIA法

プロラクチン 〃 〃 〃

TSH
免疫比濁用，EIA用原料 CLEIA法

EIA法
ノノ 〃

T3・T4
ノノ ノノ ノノ 〃

FT3・FT4 〃 〃 〃

TgAb・TPOAb 〃 〃

コルチゾール
免疫比濁用，EIA用原料

〃 〃

カルシトニン 〃

カテコールアミン HPLC法

プロゲステロン EIA法 EIA法
蛍光免疫法

テストステロン
ノノ EIA法

hCG
ワンステップ
イムノクロマト法

免疫比濁用，EIA用原料

EIA法 〃 〃

β一hCG 〃 ノノ 〃

E2 〃 EIA法
蛍光免疫法

hPL 〃

BNP 原料用抗体 〃 EIA法

梅毒反応 ラテックス比
濁法

EIA法，　RPHA法
PCIA法

EIA法，　NIA法

CLEIA法
蛍光免疫法

クラミジァ
（Ag・Ab） ELISA法 直接蛍光抗体法 原料用抗体

ASO ラテックス比
濁法

ラテックス凝
集法

NIA法TIA法
LA法

ラテックス凝
集法

LIA法
TIA法 LIA法

HBs（Ag・Ab） 〃 EIA法
PCIA法

免疫比濁用，EIA用原料 EIA法CLEIA法
EIA法 EIA法

HBe（　〃　） ノノ 〃 ノノ

蛍光免疫法，EIA法

HBcAb ノノ

免疫比濁用，EIA用原料
〃 〃 〃

HCV（Ag） 蛍光免疫法

HCV（Ab） EIA法
PCIA法

HIV（Ab） PCIA法 EIA法

HTLV－1 〃

AFP
EIA法PCIA法 免疫比濁用，EIA用原料

CLEIA法 EIA法 EIA法



CEA 〃 〃 〃 〃 〃

NSE 〃

PAP EIA法 EIA法 EIA法

PSA 　〃

PCIA法
原料用抗体 CLEIA法

EIA法
〃 〃

F－PSA EIA法

CA　19－9 EIA法
PCIA法 CLEIA法 EIA法 EIA法

CA　15－3 〃 〃

CA　125 EIA法
PCIA法 CLEIA法 〃 ノノ

RF ラテックス比
濁法

ラテックス凝
集法，他1

NIA法TIA法LA法

ラテックス凝
集法

LIA法
TIA法 LIA法

H・Pylori抗体 ウレアーゼ法 ラテックス凝
集法 CLEIA法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） ラテックス法 原料用抗体

免疫血清（3）
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　　　　会社名

項目名

ニットーボー
メデイカル

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
三菱化学ヤトロン ミズホ

メデイー
ロシュ・ダイアグ
ノスティックス 和光純薬工業

IgG 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgA 〃 〃 ノノ 〃 〃

IgM 〃 〃 ノノ 〃 〃

IgE EIA法 CLIA法 CLEIA法
ラテックス免疫比濁法．他1

電気化学発光
法 LIA法，他2

特異IgE ノノ EIA法

C3・C4
免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

Hpt 〃

α1AG 〃

αIAT 〃

Tf 〃 ラテックス凝
集比濁法

ミオグロビン EIA法 CLIA法 ラテックス免
疫比濁法

電気化学発光
法 TIA法

トロポニン1 〃 〃 〃

CRP
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

免疫比濁法，ラテッ
クス凝集比濁法 LIA法，他1

フェリチン 免疫比濁法
（LA法） EIA法 EIA法

CLEIA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



74 β一Lipo 免疫比濁法 ヘパリンカル
シウム比濁法

ヘパリン比濁法 TIA法

Lp（a） 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 ラテックス凝
集比濁法

ノノ

ApoA－1 〃 免疫比濁法 ノノ

〃　－II 〃 〃

ApoB ノノ 免疫比濁法 〃

ApoC－II ノノ ノノ

〃　－III 〃 〃

ApoE ノノ 免疫比濁法 ノノ

β2－M 免疫比濁法
（LA法） EIA法 EIA法

CLIA法 CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他2 CLEIA法

インスリン CLIA法 〃 〃　他1 電気化学発光
法

〃　　他1

C一ペプチド ノノ 〃 CLEIA法 〃 ノノ

GH 〃

LH 定性，金コロイ
ドクロマト法 EIA法 EIA法

CLIA法 CLEIA法 〃　　，他1 電気化学発光
法 CLEIA法

FSH 〃 〃 〃 〃 〃 〃

プロラクチン ノノ 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ

TSH ノノ 〃 〃 FIA法，他1 〃 〃

T3・T4
ノノ 〃 CLEIA法

ノノ ノノ

FT3・FT4
ノノ 〃 CLEIA法 FIA法，他1 EIA法

電気化学発光法
〃

TgAb・TPOAb CLIA法 〃 CLEIA法 電気化学発光
法

抗TPO 〃 〃

コルチゾール EIA法 EIA法
CLIA法

〃 電気化学発光
法

プロゲステロン ノノ CLEIA法 〃 〃

テストステロン
ノノ 〃 〃

hCG 定性，金コロイ
ドクロマト法 EIA法 EIA法

CLIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

イムノクロマ
ト法

〃 イムノクロマ
ト法

β一hCG CLEIA法
ノノ

E2 EIA法 EIA法
CLIA法 CLEIA法 〃 ノノ

hPL
ラテックス免疫
比濁法，他1

エストロジエン 〃

梅毒反応 CLEIA法 ラテックス免
疫比濁法

イムノクロマ
ト法

ラテックス凝
集比濁法 LIA法，他1
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クラミジァ
（Ag・Ab） EIA法（Ag） DNAプロー

ブ法 EIA法

ASO
免疫比濁法
（TIA法，　LA法） PA法

ラテツクス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集比濁法 LIA法

HA（Ab） EIA法（lgM） CLEIA法 電気化学発光
法

HBs（Ag・Ab） ノノ

CLIA法 〃 TR－FIA法，
他1

イムノクロマ
ト法

〃 CLEIA法

HBe（　〃　） 〃 〃 〃 〃

HBcAb 〃 CLIA法 〃 〃 〃

HBcIgMAb 〃 ノノ 〃

HCV（Ag） 〃 ラテックス免
疫比濁法（Ab）

HIV EIA法（Ag・Ab） 〃

ATL 〃

AFP EIA法 EIA法
CLIA法

〃
ラテックス免疫
比濁法，他工

電気化学発光
法

CLEIA法，他］

AFP－L　3％ LBA法

PIVKA－II CLEIA法

CEA EIA法 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

NSE 〃 〃

PA EIA法
CLIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

PAP 免疫阻害法 IRMA法
CLEIA法

PSA CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法 CLEIA法

FPSA 〃

CPSA CLIA法

CA　19－9 FIA法
CLIA法 CLEIA法

ラテックス免疫比濁

法TR－FIA法
電気化学発光
法 CLEIA法

CA　15－3 〃 〃 CLEIA法 ノノ

CA　125 ノノ 〃 ノノ 〃 CLEIA法

CA　72≠ 〃

RF
免疫比濁法
（TIA法，　LA法）

ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集比濁法 LIA法，他1

H・Pylori抗体 EIA法 イムノクロマ
ト法 CLEIA法

プレアルブミン 免疫比濁法
（TIA法） TIA法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） MPA法 磁性粒子凝集

反応
ラテックス免
疫比濁法

イムノクロマ
ト法

金コロイド比
色法（免疫法）

RBp 免疫比濁法
（LA法）



76 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 カイノス 極東製薬工業 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

東芝メディカル
システムズ

日水製薬

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

PTT 〃 〃 〃

トロンボテスト 〃 〃 〃

ヘパプラスチン
テスト

〃 〃 〃

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 凝固時間法，
合成基質法

発色性合成基
質法

〃 NIA法 蛍光免疫法

α2PI 合成基質法 〃 一“

アィスコン

PLG 〃 ノノ

NIA法

FDP－T LIA法 LIA法 ラテックス免
疫比濁法

ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法

免疫比濁法 蛍光免疫法

FDP－E 〃

D－Dダイマー ノノ ラテックス免疫
比濁法

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 蛍光免疫法

P－FDP 〃 〃 ノノ

Fbg 凝固時間法 LIA法 トロンビン時間 凝固時間法 NIA法 TIA法

TAT EIA法 EIA法

PIC 〃　，他1 免疫比濁法 蛍光免疫法

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 ノノ 〃

第VII凝固因子 〃 〃

第Vlll凝固因子 〃，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

第X凝固因子 〃 〃

免疫比濁用，EIA用原料

第XI凝固因子 〃 〃

第姐凝固因子 〃 〃

第皿凝固因子

複合因子 凝固時間法
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ヘパリン 合成基質法 発色性合成基
質法

F1十2 EIA法

FMC 蛍光免疫法

血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名

ニットーボー
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
和光純薬工業

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

PTT ノノ 〃 〃

トロンボテスト 凝固時間法 〃

ヘパプラスチン
テスト

〃 〃

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 合成基質法
TIA法

合成基質法 ラテツクス免
疫比濁法，他1 合成基質法

α2PI 合成基質法 〃 合成基質法 ノノ

PLG 合成基質法
TIA法

〃 ノノ 〃

FDP－T 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
ノノ 〃 〃

D－Dダイマー 〃 ラテックス凝集
法，EIA法

〃　，他1 ノノ

P－FDP 〃

Fbg 免疫比濁法 凝固時間法 塩析法 凝固時間法
免疫比濁法 凝固時間法

TAT TR－FIA法

PIC ラテックス免
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VII凝固因子 〃 ノノ ノノ

第Vll擬固因子 〃 〃 ノノ

第IX凝固因子 〃 〃 〃

第X凝固因子
ノノ ノノ 〃



78 第XI凝固因子 〃 〃 ノノ

第畑凝固因子 〃 〃 〃

第姐凝固因子 ラテックス凝
集比濁法

ラテックス免
疫比濁法，他1

ラテックス免
疫凝集比濁法

複合因子 凝固時間法

〃　　TT 凝固時間法

〃　　HT 〃

FMC ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

ヘパリン 合成基質法

FDP　U
ラテックス免
疫比濁法



79

血中薬物（1）

　　　　会社名

項目名

アボットジャ
パン

協和メデック
ス

第一化学薬品
デイドベーリ
ング

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

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

〃 酵素加水分解法

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 酵素法

エトスクシミド 〃 EMIT法 EMIT法

カルバマゼピン 〃 化学発光イム
ノアッセイ法 CEDIA法

　　”　　，

PETINIA法 CLIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1 FPIA法 〃

キニジン ノノ 〃 〃

ゲンタマイシン 〃 化学発光イム
ノアツセイ法

　　〃　　，

PETINIA法 CLIA法 CLEIA法 〃 EMIT法
サリチル酸 〃 Trincler応用法

シクロスポリン 〃 CEDIA法 EMIT法
ACMIA法 EMIT法

ジソピラミド ノノ 〃 〃

ジギトキシン 〃 CEDIA法 PETINIA法 CLEIA法

ジゴキシン
　　〃

FDIA法MEIA法
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

CLIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1

ラテックス凝
集比濁法 EMIT法

タクロリムス MEIA法 〃 〃

テオフィリン FPIA法
化学発光イム
ノアッセイ法 CEDIA法

　　〃　　，

PETINIA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 〃 》・ CLEIA法

ネチルマイシン FPIA法
バルプロ酸ナト
リウム FPIA法

化学発光イム
ノアッセイ法 CEDIA法 EMIT法 CLIA法

ラテツクス免
疫比濁法，他1

〃 EMIT法

バンコマイシン ノノ 〃

PETINIA法／EMIT法

〃 〃 〃

フェニトイン ノノ 〃 CEDIA法
EMIT法，PETINIA法 　　〃

ラテックス凝集法
ラテックス免
疫比濁法，他1

〃 〃

フェノバルビターノレ

〃 〃 〃 ；・ 〃 〃 〃 〃

プリミドン 〃 〃 EMIT法
ノノ 〃

プロカインアミ
ド

〃 PETINIA法 ノノ

メトトレキサー
ト

〃 EMIT法 EMIT法



80 リドカイン 〃
EMIT法，PETINIA法

FPIA法 〃

VB！2 化学発光イム
ノアツセイ法 CLEIA法 電気化学発光

法

葉酸 〃 〃

ハロペリドール CEDIA法 金コロイド法

プロムペリドー
ル

〃 〃



自動分析装置専用試薬



82 自動分析装置専用試薬（1）

栄研化学 エイアンドテ
イー

オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス オリンパス カイノス 協和メデックス デンカ生研 ニットーボー
メデイカル

ニプロ 三菱化学
ヤトロン　　　　　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

504X 38 34 14 19 31 3 30 19

Auto　Vue　Innova

Vitros　ECiQ 30

〃　FS　5．1 46

〃　350 45

〃　950 46

AU－5400 38 10 14 13 37 8 31 3 30 2 30 19 33 9 25 1 30 14

〃－2700 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 〃 〃

〃－640 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 27 〃 〃 〃 〃

〃－400 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

TBA－60　R 29 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 9 ノノ 〃 31 13

〃　－20FR／30FR・40FR（20R・30R） 38 5 〃 〃 7 〃 〃 ノノ 〃 〃 27 〃 〃 35 18

〃　－Mシリーズ 30 〃 〃 23 1 〃 〃 ノノ ノノ 〃 9 ノノ 〃 34 3

〃　－80FR（NEO） 38 10 〃 19 28 14 〃 〃 〃 ノノ 〃 27 〃 〃 31 18

〃　－200FR 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－120FR 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

Accute 〃 〃 〃 13 7 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

ARCHITECT　c　8000 〃 〃 〃 19 28 14 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃

JCA－RSシリーズ 30 〃 13 23 〃 〃 〃 〃 〃 9 25 1 30 10

〃　－HRシリーズ 33 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ ノノ 〃 〃 5

〃　－BMシリーズ 38 21 〃 19 31 3 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 27 〃 〃 31 11

コンポライズ450 〃 13 28 14 〃 〃 〃 〃

日立一7050 36 2 〃 〃 1 5 30 2 30 19 〃 〃 33 15

〃　－7150 38 10 ノノ 〃 30 8 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 25 1 34 16

〃－7170・7170S 〃 〃 ノノ 19 31 3 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 31 19

〃　－7250・7350・7450 〃 3 〃 13 23 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 9 〃 〃 32 11



〃　－7060・7070 〃 10 ノノ 19 33 〃 ノノ ノノ 〃 〃 27 〃 〃 31 17

〃　－7020 〃 〃 〃 13 5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 24 12

〃　－7600 〃 〃 〃 ノノ 31 3 〃 〃 〃 〃 〃 P＝27
D＝9

〃 〃 35 19

〃　－7080 〃 〃 〃 19 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 27 〃 〃 〃 18

〃　－7180 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7700 〃 13 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 19

〃－9000シリーズ 22 19 12

COBAS　INTEGRA　800

〃　　　4GO　plus

モジュラーアナリティクス 11

9000シリーズ 22

自動分析装置専用試薬（2）
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ミズホメディー
ロシュ・ダイア
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

504X

Auto　Vue　Innova

Vitros　ECiQ

〃　FS　5．1

〃　350

〃　950

AU－5400 24 1 27 5

〃－2700 〃 〃 〃 ノノ

〃－640 ノノ 〃 26 12

〃－400 〃 〃 ノノ 〃

TBA－60　R 〃 〃

〃　　20FR　30FR・4nFRI20R・3｛［R｝ 〃 〃 23 8

〃　－Mシリーズ ノノ 〃

〃　－80FR（NEO） 〃 〃 14 12



84 〃　－200FR 〃 〃 24 1

〃　－120FR ノノ 〃 9 12

Accute 〃 ノノ 23 8

ARCHITECT　c　8000 9 12

JCA－RSシリーズ 24 1

〃　－HRシリーズ 〃 〃

〃　－BMシリーズ 〃 〃 27 5

コンポライズ450

日立一7050 24 1

〃　－7150 ノノ 〃 14 12

〃　－7170・7170S ノノ 〃 26 〃

〃　　－7250・7350．7450 〃 ノノ 12 2

〃－7060・7070 〃 〃 9 12

〃　－7020 〃 〃 16 1

〃－7600 〃 〃 27 5

〃　－7080 〃 〃 26 12

〃　－7180 〃 〃 〃 〃

〃　－7700 〃 〃 27 5

〃－9000シリーズ 23

COBAS　INTEGRA　800 37 40

〃　　　400Plus 〃 〃

モジュラーアナリティクス 28 12

9000シリーズ 〃 10



コントロール血清



86 アルフレッサファーマ（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 〃 異常 ノノ 〃 〃

セラクリアーHE　II 酵素7項目 正常・異常 ノノ 正常域3m、L×5
異常域3mL×5

26，000

〃　　－LP 脂質6項目 異常 ノノ

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） 〃 高値 ノノ 〃 〃

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 ノノ 各1mL用×3 20，000

コントロール血漿　レベル1 PT，　APTT，　Fib，ヘパプラスチンテスト 正常 〃 0．5mL用×10 12，000

〃　　　　　レベル2 〃 異常 〃 〃 〃

〃　　　　　レベル3 PT，　APTT，　Fib 〃 〃 〃 〃

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

リピッドセーラム1‘栄研 脂質7項目 正常 ○ 3mL×5 7，500

TZセーラム‘栄研’ TTT，　ZTT 異常 〃 ノノ 5，500

QC－LX－1‘栄研’ 免疫16項目 低値 ノノ 2mL分×5 25，000

〃　－2A‘栄研 〃 高値 〃 ノノ ノノ

〃　－2B‘栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－3‘栄研’ 腎機能マーカー5項目 尿用低値 〃 ノノ ノノ

〃　－4‘栄研’ 〃 〃高値 ノノ 〃 〃

QC一β，M－L‘栄研’ β2M 低値 ノノ ノノ 10，000



87

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 〃 ノノ 〃

QC－BFP－L‘栄研 尿BFP 低値 〃 ノノ ノノ

〃　－H‘栄研 ノノ 高値 ノノ 〃 ノノ

QC－SAA－L‘栄研 SAA 低値 〃 〃 〃

〃　－H‘栄研 ノノ 高値 〃 〃 〃

QGRE‘栄研’TypeA　Low 腫瘍関連検査群（CA19－9を除く） 低値 ノノ

3mL分×6 24，000

〃　　　　　ノノ　　High ノノ 高値 ノノ 〃 〃

〃　‘栄研’TypeB　Low 内分泌関連検査群 低値 〃 〃 〃

〃　　　　　〃　　High 〃 高値 〃 〃 〃

QC－PG－L‘栄研’ ペプシノゲン1・II 低値 〃 1mL分×10 11，000

〃　－H‘栄研 ノノ 高値 〃 〃 ノノ

ペプシノゲンコントロールセット‘栄研 〃 低・高値 〃 1mL分×5×2 11，000

H．ピロリ抗体コントロールセット栄研’ ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 〃 1mL分×10 〃

コントロール濾紙セット栄研’ ペプシノゲン1・II，　PSA 低・中・高 〃 3濃度各21スポット 〃

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

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

〃　　　　　　　H 〃 高値 〃 〃 〃

USコントロール‘栄研’
　　　　　　　　　　Level　I／II 尿定性 陰性／陽性 ノノ

12mL分×3 15，000

〃　　　　　Level　II 〃 陽性 ノノ

12mL分×6 〃

ノムノピアリ　1 免疫18項目 低濃度 〃 3mL分×2 28，500

〃　　　　2 〃 高濃度 ノノ 〃 〃

オリンパス（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

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本 9，870

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 0．5rnL×5本 9，450

AUマルチキャリブレーター 5mL×20本 35，700

AU標準血清RF 2mL×5濃度 15，225



88 〃　　　CRP 1mL×6本 22，050

〃　　　ASO 〃 24，150

AU血清蛋白キャリブレーター IgG，　IgM，　IgA，　C3，　C4用 2mL×5濃度 39，900 各濃度1本入

（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

Ultimate　C4（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　Level　1 ビリルビンコントロール 低値 ノノ

3mL×10 21，000

〃　　　Level　2 〃 中間値 ノノ 〃 〃

〃　　　Level　3 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　　Level　4 〃 高値 〃 〃 25，000

1．D．－Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 ノノ

2mL×6 29，000

〃　　（Abnormal） 〃 異常 ノノ 〃 ノノ

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

正常・異常 ノノ

10mL×6 33，000

ケトン体．）ントロール1
　　　〃　　　　　　II
　　　〃　　　　　　III

｝3HB，　TKB
筆橿高値

〃
3mL川×6
　z

8，〔〕00

》

工，5AGコントロール 1，5AG 低値・中値 〃 2mZ．×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 ノノ 5rnL×6 10，000

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 〃 5mL×12 40，000

〃〃1
〃 低値 ノノ ノノ 〃

ノノ〃2
〃 中値 ノノ ノノ ノノ

ノノ〃3
〃 高値 〃 〃 ノノ

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

チェックセラ「カイノス」 生化学項目 正常・異常 〃 5mL×10 12，500

カルニチンコントロール カルニチン（総遊離） 〃 〃 2mL×3 12，000
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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×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 〃 5n〕」L×1　～5rn、乙×3 14，000

～ 39，000

HBs抗原 HBs抗原 〃 5mlL×1 14，000

HBs　IgG，　IgM HBsコアIgG，　IgM 〃 ノノ 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

IIBs抗体 HBs抗体 ○ 5mL×1 14，000

Lyme病抗体IgG，　IgM Lyme病IgG
Lyme病IgM

× 1mL×1
　ノノ

5，000（lgG）

9，000（IgM）

Toxo抗体IgG，　IgM Toxo　IgG
Toxo　IgM

ノノ
》 3，000（IgG）

7，000（lgM）

風しん抗体IgG，　IgM 風しんIgG
　〃　　IgM

〃
； ；；

CMV　IgG，　IgM CMV　IgG
CMV　IgM

〃
； 3，000（IgG）

9，000（IgM）

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　Control
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，　CAI9－9，　CEA
他10項目

〃 〃 〃 〃 〃　　，24　〃

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

〃 〃 〃 〃 〃　　，

hCG　　　　　　　〃 hCG 〃 〃 ノノ 〃 〃　　，36　〃

hs－CRP　　　　　　〃 hs－CRP
ノノ 〃 〃 〃 〃　　，

C〔｝mbined　APO　AI／APO　B　Controls ApoAI，　Apo　B 〃 〃 〃 〃 〃　　，24　〃



90 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
　（m、L）

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x2×3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

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 ノノ ノノ 〃 〃

GHbトロールD（・ID（ 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 〃

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

ノノ　　　　M 〃 中値 〃 〃 ノノ

〃　　　　H ノノ 高値 〃 ノノ 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 〃 ノノ 〃 18，000

　　　　　〃　　　　　　C
レベル1・II

β2一マイクログロブリン，インシュリン 〃 〃 〃 24，000

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

　　　　　〃　　　　　　E
レベル1・II HCV－Ab 〃 〃 〃 ノノ

セロトロール・D（ 免疫血清用 低濃度・高濃度
（項目により差あり）

× 2mL分×6 20，000

〃　　　・Ilx 〃 〃 〃 〃 〃

デイドサイトロールレベル1 凝固検査用 正常 ○ 1mL×20 16，000

〃　　　　　レベル2 〃 中度異常 〃 〃 〃

〃　　　　　レベル3 〃 高度異常 〃 〃 20，000

コアグトロールIX・ID（ ノノ 正常・異常 × 1mL分×5×2 9，900
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（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 ○ 0．5m、L×10 18，000 1本約1週間使用可能

〃　　　　　　“アブノーマル” 〃 異常 ノノ 〃 〃 〃

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

グリコヘモグロビンA、c「二次標準」 安定化一HbAl， レベル1・2 〃 凍結乾燥品

電極チェック液 透析液測定用 〃 3mL×20 12，000 液状

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 ノノ 〃 〃 ノノ 〃

パソノルムH
ノノ 異常 〃 ノノ 〃 〃

〃　　　L ノノ 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム
ノノ 正常 ノノ

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 ノノ

〃　　　　　　　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，α1一アンチキモトリプシン，α1一アン
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

ノノ

　　　〃　　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

ノノ 〃 ノノ

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 〃

1rnL
5rnL

9，000
36，000

標準値を160mg／L付近に設定



92 　　　　　〃　　　　　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

ノノ ノノ

；； ；

　　　　　〃　　　　　　　／
〔キャリブレーター〕

〃 〃 1mL 6，000

α1ミクログロブリン／
〔キャリブレーター〕 α三一Microgrobulin 〃 〃 24，500 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

　　　〃
ISE－CRS三濃度

ノノ 高・中・低濃度 〃 1．5mL 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 ○ 5mL×10 14，000

脂質キャリブレーターD 脂質
ノノ

1mL×5 5，000

脂質コントロール1 〃 〃 1mL×10 10，000

〃　　　　II 〃 〃 ノノ 15，000

酵素キャリブレーター「生研」 〃 2mL×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 ノノ

3mL×5 30，000

〃　　　一（H） 〃 高値 〃 〃 ノノ

イムノキューセラII－（L） ノノ 低値 〃 ノノ 〃

〃　　　一（H） ノノ 高値 〃 〃 〃

生研リキッドノーマル1プラス 生化学 正常 〃 1mZ．×30 13，500

生研リキッドアブノーマル1プラス ノノ 異常 〃 ノノ 〃
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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
　（mZ．）

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HbA1、 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 〃 〃 〃 各0．5mL用×4本×殖 17，000

日水製薬（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
　（mZ．）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

L一コンセーラIEX 30項目 低値 ○ 5mL×40本 27，000

〃　　　II　EX 〃 高値 〃 〃 48，000

L一スイトロール1 33項目 低値 〃 3mL×40本 28，000

〃　　　　II 〃 高値 〃 ノノ 48，000

〃　　　　IIEX ノノ 脂質高値 〃 〃 52，800

L一トライロール 27項目 1・II・III 〃 3濃度各3mL×2本 16，000

液状イムノコンセーラ1 CRP，　RF，　ASO，　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4 低値 〃 4mL×3本 45，600

〃　　　　　　II 〃 高値 〃 〃 50，400

ニットーボーメディカル（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

イムノクエストL－1
IgG，A，　M，C3，C4，CRP，　Tf，　Hp，α1－
AG，α1－AT，　PerAlb

○ 2m、L×6 15，600 液状コントロール

〃　　　　L－II 〃 〃 ノノ 18，000 〃

〃　　　　RF－1 リウマチ因子 〃 2mL×4 8，000 凍結乾燥品

〃　　　　RF－II 〃 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　ASO－1 抗ストレプトリジンO 〃 ノノ 8，000 〃

〃　　　ASO－II 〃 〃 ノノ 12，000 〃

〃　　　ARC－1 CRP，　RF，　ASO 〃 〃 11，000 〃



94 〃 ARC－II 〃 〃 〃 15，000 ノノ

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
　（lnL）

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

リクイチェックスペシャル
イムノアッセイコントロール1，2，3

Anti－Tg，　Anti－TPO，　IntacPTH，
EPOなど特殊免疫項目

〃 各5mL×3レベル 50，000 各レベル包装

　　　　　　　〃
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）

；；

〃　　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

ノノ ○ （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）

　　　ノノ

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 〃

　　　ノノ

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

ノノ ノノ 各1mL×6 ノノ 〃

　　　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 〃 （3mL×2）×3レベル 30，000

　　　〃
循環器疾患マーカーLTコントロール1，2，3

CK－MB，トロポニン1，T，ミオグロビン，ホ
モシスティン，ジギトキシン，NT－proBNP

〃 ノノ 〃 〃

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 ノノ 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1生 （12mL×5）×2レベル 15，000 尿試験紙・沈渣

　　　〃
クォンティファイプラスコントロール1，2 尿定性項目，沈渣 〃 ノノ ノノ 18，000

　　　〃
クォンティファイコントロール1，2

尿定性項目 〃 〃 （12mL×3）×2レベル 9，000 滴下タイプの容器

　　　〃
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 ○ 10mL×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

　　　　ノノ

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

　　　　ノノ

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

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）

　　　〃
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 10rrLL×12 48，000 検体稀釈用

　　　ノノ
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 〃
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　　　〃
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

　　　〃
糖尿病検査コントロール1，2

ヘモグロビンA、，A、。，　F
総糖化ヘモグロビン

正常・異常 〃 （0．5mLX3）x2レベル 35，000

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
血液学16項目用コントロール1，2，3

WBC，　RBC，　MCV，　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16項目Tコントロール1，2，3

WBC，　RBC，　MCV，　MCH，ヘマトク
リット値など（白血球は3分画）

ノノ 〃 （5mL×4）×3レベル 40，000

　　　ノノ

血液学コントロールA，C
白血球5分画（機種別）
さらに網赤血球含有

〃 〃

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 〃 ノノ （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 ノノ 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） 〃 〃 1mL×12
ノノ 〃

　　　〃
凝固・線溶系検査用コントロール1，2，3 APTT，　PT，　TT，主な凝固因子など ノノ 〃 各1mL×12 35，000 各レベル包装

リクイチェック
Dダイマー検査用コントロール1，2，3

D一ダイマー 〃 〃 各1mL×6 10，000 〃

ライフォチェック
血液ガスコントロール1，2，3

pCO，，　pH，　pO、 〃 〃 各1．7mL×30 各15，000 （各レベル別包装）

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，pCO2，　pH，　pO2等

ノノ 〃 〃 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

〃 〃 ノノ 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

〃 〃 ノノ 各20，000 〃

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　　ノノ

UNITY－POST
ノノ

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CAl9－9，　CA－125，

CA15－3，シフラ，戊ミクログロプリンを添加したもの 低・高 ○ （3mL×3）x2レベル 39，000

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 〃 5m」L×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 〃

　　　〃　　　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 〃

　　　〃　　　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 〃 （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

〃　　　（25ANALYTES） z 〃 〃 ノノ 210，000 〃

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

〃 〃 〃 136，000 〃

〃　　　　　　　2 〃 〃 ノノ 〃 155，000 〃

〃　　　　　　　3 〃 〃 〃 1mL×12 131，000 〃



96 〃　　　　　　　4 ノノ 〃 ノノ 〃 121，000 〃

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

ノノ 〃 5mL×12 137，000 〃

〃　　　　（35ANALYTES） 〃 〃 〃 〃 165，000 〃

リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール ㌫鵠継鷲ど瓢5、C蹄嬬・㌫c獣「A譜SSB　Allti｜o．1　Anti－Scl－70　Anti－ds．DNA o．5m乙×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

メトトラックコントロール1，2，3 POCT装置用のグルコース，ヘマトク
リット，ヘモグロビン

低・中・高 ノノ （2mL×2）×3レベル 全血タイプ

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

ノノ 〃 〃 12mL×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 〃 × ］．OmL×10 10，000

MDA用
　ベリハイ1

〃 〃 〃 1．2mZ．×20 32，6f）0 （MDA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×1〔〕 10，000

MDA用
　ベリハイ3

ノノ 〃 ノノ

L2mL×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 ○ 1．2mL×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 ノノ 〃 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，〔｝00

〃　　　　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 ノノ 〃 ノノ

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 〃 5mlL×15 50，000
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腫瘍マーカーコントロール 腫瘍マーカ7項目 2濃度 ノノ

2mL×6 〃

ベックマン・コールター（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
　（m、乙）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

トライアド　レベル1 生化学一般 正常域（低レベル） × 20mL×10
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） 〃 〃 〃

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2mL×6 〃

〃　　アブノーマル 〃 A／G比異常パターン 〃 〃 〃

Vigil　Proteinコントロールレベル1 血漿蛋白 低濃度域 〃 5mL×4
一
15～20℃で保存．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 〃 中　〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　　　3 ノノ 高　〃 ノノ ノノ 〃

Vigil　SerologyレベルC 高感度CRP用 正常域 〃 〃 2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　Serologyレベル1 CRP，　ASO，　RF測定用 低濃度域 〃 5mL×3
ノノ

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　3 〃 高　〃 〃 ノノ 〃

Vigil　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　〃 ノノ

3mL×3 〃

〃　　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

（株）ミズホメディー

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

ケムトラックレベル1 電解質，酵素，脂質，含窒素，他 正常 × 15mL×10 33，000

〃　　　　レベル2 〃 異常 〃 〃 37，000

リキュームコントロールレベル1
T3，　T4，　TSH等ホルモン，薬物，微
量蛋白58成分

定値 ○ 5mL×6 40，000
ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール

〃　　　　　　　レベル2 〃 中値 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　レベル3 〃 高値 〃 〃 〃 〃
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AFP，　CA　125，　CA15－3，　CA19－9

CEA，　PSA等主な腫瘍マーカー20成分
定値 〃 3mL×6

ノノ 〃

〃　　　　　　　レベル2 ノノ 中値 〃 ノノ ノノ 〃

〃　　　　　　　レベル3 〃 高値 〃 〃 〃 〃

（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×10 15，000

〃　　　　CC－II ノノ 高濃度 〃 ノノ 〃

〃　　　　IM－1 免疫・血清 正常 〃 2mL用×4 18，400

〃　　　　IM－II 〃 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 〃 〃 〃

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「ロシこ□
0．5mL用

HbA1， 正常 ○ 0．5mL用×4

〃 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 14，000

〃　　　　　IIワコー ノノ 異常 〃 〃 〃

コントロール∫血清1ワコー／B 〃 正常 〃 5mL用×10 13，000

〃　　　IIワコー／B 〃 異常 ノノ 〃 〃

LYPHOCHEK－IAプラス ホルモン・腫瘍マーカー 3濃度 ノノ 5mZ．×12 40，000



LYPIIOCHEK
腫瘍マーカーコントロール

腫瘍マーカー 2濃度 〃 2mL×6 35，000

免疫コントロール1ワコー 血漿蛋白 正常 〃 2mL×4 28，000

〃　　　　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，　HPT 正常 〃 0．5mL用×10 12，000

〃　　　　　　　レベル2 ノノ 中等度異常 〃 〃 ノノ

〃　　　　　　レベル3 〃 高等度異常 ノノ 〃 ノノ

LYPIIOCHEK
定量用尿コントロールノーマル（1）

尿 正常 〃 10mL用×12 21，600

〃　〃　　　アブノーマル（2） 〃 異常 〃 〃 ノノ
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展示会社・主要製品紹介



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 209名　＊グループ企業全体762名

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

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

TEL　O748－86－6833 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　O75　672　6386 FAX　O75－671－8289

〔展示主要商品〕

尿検査システム／オーションブリッジ　（AX－4280＋IQ－5210）

特長：簡易システム化ユニット「ブリッジライン」が，尿定性，比重，色

調，濁度から尿中有形成分分析までを全自動で行う尿検査システムを実現。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査システム
・ オーションマスターTM

・オーションイレブンTM

O糖尿病検査システム
・ アダムスマスターTM
・ グルコースオートアンドスタット「Nl

O簡易検査システム
・ スポットケムTMEZ
・ スポットケムTMIM
・ スポットケムTMCL
・ スポットケムTMSG

O浸透圧検査システム
・ オズモスタットTM

UM－3410　・オーションマックスTM　AX－4280

AE－4020　　・オーションミニTM　　AM－4290

DM－3310　・アダムスTMエーワンシーHA－8160

GA－1151　　・アダムスTMグルコースGA－1170

SP－4430

SI－3510

SB－1420

SG－1220

・ 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
・ スポットケムTMCL　　SB－1430

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－OOO3　足立区東和3－5－4

TEL　O3－3620　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
・ 臨床検査機器・用品
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、謡＝；atbnアイ・エル・ジャパン株式会社

〒io5－0013東京都港区浜松町2－2－15浜松町ゼネラルビル

設立年月口 平成14年7月22日

資　本　金 9，000万円

代表者名 田中清一

従業員数
E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地．　〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 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

・ 測定用カートリッジ（iQM）

アイテック阪神株式会社
〒553－OOOi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 466名

E－mall　’
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 医療事業本部

職i蕊ill 5677－1490／大阪：06－6456－5223
3615－5｛〕66／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　 265名

E　mall ids＠idSma．com

URL（ホームページ） http：／／www．idsma．com

工場所在地 〒861－8038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　O96－389－2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／lDS－3000

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　IDS－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　1DS－2000・lDS－3000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。

●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－i2

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　mall 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　O42－762　2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社営業部

TEL　O42　723－－4670　　FAX　O42　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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アゼアス株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒lll－8623東京都台東区蔵前4－13－7

設立年月日 昭和22年5月31日

資　本　金 4億9，634万円

代表者名
従業員数 145名

E－mail kumagai＠azearth．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．azearth．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：

〔展示主要商品〕

タイベック⑧製防護服／タイベック　ソフトウエア川型

特長　●高密度ポリエチレン100％の不織布を使用。

　　　●高い粒子防護性能と耐水圧。

iヨ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 22億6，700万円

代表者名 池田　勲夫

従業員数 2，100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／

ARCHlTECT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　アナライザー」「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　（6）セルダイン1800

■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）

■遺伝子検査用試薬（研究用試薬）

　ViroSegTMHIVジェノタイピング試薬，　HLA　SBTタイピング試薬
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アルフレッサファーマ株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒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 10億円

代表者名 久禮　哲郎

従業員数 618名

E　mail info＠alfresa－pharma．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．alfresa－pharma．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 診断薬推進部

TEL：06　6941－0308　　FAX　O6－6941－4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置　ヘモテクトNS－Plus　C

〔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，破水診断キット
　○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

　○ヘモテクト

　○フィンピペットシステム

ALOl〈Aアロカ株式会社
〒i81－8622三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　　金 64億6，500万円（2004年3月31日現在）

代表者名 取締役社長　吉川義博

従業員数 1，119名（2004年3月現在）

E　mail cle－sle2＠am．aloka．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．aloka．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 医用分析システム営業部

TEL　O422　45　5502　　FAX　O422　45－7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処

理工程を自動化する「検体処理システム」および「検体前処理分注装置」

を展示いたします。

　「検体処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，

施設規模に柔軟に対応できます。

　「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，

小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することによ

り，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗髪症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バ

イオ関連装置
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MB■」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 195名

E－mall info＠mbl．co．jp

URL（ホームページ〉 http：／／www．mbl．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒396－0002　伊那市大字手良沢岡字大原1063　103

TEL：0265　76－1777

商品間合せ先 担当部門　’　営業本部

TEL：052－－971－2083　　FAX　O52　950　．1073

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP

抗体），腫瘍マーカー測定試薬（NMP22），全自動EIA測定／IF染色兼
用装置（AP22　Speedy　IF）。

〔取扱い商品〕

機器
・ 細胞診　Prepstainシステム
・ スライドフロスト印刷機　CFM－30

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

　血漿蛋白の測定に対応
・ 病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

株式会社石川コンピュータ・センター

〒920－0398金沢市無量寺町ハ6－1

設立年月日 昭和47年10月5日

資　本　金 2億2，200万円

代表者名　．　代表取締役社長　多田　和雄

従業員数’334名
E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．icc．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 東京支店営業課

TEL：03－5441－2560　　FAX　O3－5441－－2561

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC一検査

特長：電子カルテへのアプローチ→高いトレーサビリティを提供します。

業務改善へのアプローチ→人員の作業負荷を時系列でグラフ化。

診療ガイドへのアプローチ→Webを介して検査結果を迅速に閲覧できま
す。

〔取扱い商品〕

○健診システム　PC一健診

○臨床検査システム　PC一検査

○納品管理システム　PC一納品

○栄養管理システム　PC一栄養

○栄養指導システム　PC－MCare
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囲謬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 5億7，761万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 326名

E－mail
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：0197－35　0005

研究所所在地 〒252－0816藤沢市遠藤2023－1

TEL：0466－86－8660

商品間合せ先 担当部門 営業ユニット

TEL：045　317　1253　　FAX　O45　317－1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINlLOG

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
統合型検査室リソースプランニングシステム：CLINILAN　LRP　Suite

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　　　　　　　　：504X

電解質分析装置　　　　　　：EAO6T／R，　EAO7

グルコース分析装置　　　　：GAO3T／R，　GAO4，　GAO5，　GAO8

酵素免疫測定装置　　　　　：MIO1

化学発光免疫測定装置　　　　：MIO2

血液凝固分析装置　　　　　　：CGO2

血球計数装置　　　　　　　：PENTRAシリーズ
臨床検査試薬　　　　　　　　：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬

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。

株式会社Alバイオチップス
　　　　　〒1　70－OOO3東京都豊島区駒込3－3－20駒込トリオビル

設立年月日 2003年12月26日

資　　本　　金　’　1億9，705万円

代表者名 代表取締役　片桐　裕司

従業員数 25名

E　mail info＠ai－bc．jp

URL（ホームページ） http：／／www．ai－bc．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　O29－864－4311　　FAX　O29－877－1262

商品間合せ先 担当部門 TEL
〔展示主要商品〕

　併社は人工的に高集積された（AI＝Artificial　Integrated）人工知能

（AI＝Artificial　Intelligence）を持ったバイオチップを創製する企業とし

て，株式会社第一器業と東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻

石原研究室が共同研究成果を社会還元するために設立した「東大発VB」

です。

　ハイブリット「PCポリマー」の創製により，ナノバイオ領域でPCサ

ー フェイステクノロジーを表面処理技術の世界標準として普及させること

によって「日本発のバイオ技術を世界へ提供すること」を企業理念として

います。

〔取扱い商品〕

（1）PC　Surface　Technologyに関する技術提供

（2）PC　Surface　Technologyを応用した商品群（機能性界面親和剤「PC

　modifer」シリーズ／高機能性ゲル「PC　gel」／高性能ナノ微粒子「PC

　sphere」／溶存安定剤「PC　agger」）

（3）研究用試薬の受託

　（ペプチド合成，コンジュゲート作製，抗体〈PCA，　MCA＞作製，タ

　ンパク質精製，組換えタンパク質精製，有機i合成，ELISA測定用キッ

　ト開発，受託分析）

（4）スキンケアー用保湿化粧水「ピュアープレイン」

（5）バイオ分子安定化試薬「Lipidure　BL」シリーズ



♂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 68億9，773万円

代表者名 黒住忠夫

従業員数 566名

E－mail webmaster＠eiken．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eiken．co．jp

工場所在地 〒329－Ol14：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221

研究所所在地 〒329－Ol14：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221　　FAX　O280－56－0443

商品間合せ先 担当部門 営業管理室

TEL：03－3634－2311　　FAX　O3－3634－2256

〔展示主要商品〕

小型・軽量　尿自動分析装置／US－1000

特長：出張健診やベッドサイドなど，どこでも運べ狭いスペースでも操作

できる，POCTを実現した小型・軽量　尿自動分析装置です。①「和み」

の色とデザイン　②スペースを選ばない軽量・コンパクトサイズ　③操作

は一目瞭然，カラー液晶タッチパネル　④小型でも1時間に180検体の高

速処理　⑤測光部には定評のカラーCCDセンサ

尿検査搬送システム／US－AlphaN

特長：全自動尿分析装置／US－3100Rと全自動尿中有形成分分析装置／

UF－110iを連結することで検体の一元化，架設の省力化，定性結果・有

形成分測定結果報告の迅速化がはかれます。

尿検査用試験紙／ウロペーパーlll

　　　特長：より強く，より使いやすく，ウロペーパーIII誕生。①潜血・ブドウ

　　　糖試験紙を改良　②べ一スフィルムをPET素材に変更③尿自動分析装

　　　置／US－2100R・US－1000で使用可能109

エッペンドルフ株式会社
〒lO1－0031東京都千代田区東神田2－4－5

設立年月日 1997年7月1日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 アンドレアス　クリューガー

従業員数 33名

E－mail info＠eppendorf．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eppendorf．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

TEL　O3－5825－2361　　FAX　O3－5825－2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピ

ペット全体がオートクレープ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸

引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタ

ンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピ

ペット下部のボトムパーツはオートクレープ可能です。

マイクロ遠心機　5415D：世界中の研究室で使われたマイクロ遠心機5415

Cの後継機です。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチップ

プラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。



110 fと虐吊●　株式会社エフケム
　　　〒152－0003東京都目黒区碑文谷4－22－13ホクトビル3F

設立年月日 2004年9月1日

資　本　金 2，350万円

代表者名 藤井　利宣

従業員数 5名（役員含む）

E　mall fchem＠fchem．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．fchem．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　．　本社

TEL：03－5768－0351　　FAX　O3－5768－0352

〔展示主要商品〕

尿分析装置／尿中シュウ酸・クエン酸分析装置

特長：化学発光法により尿中のシュウ酸，クエン酸を同時に測定する尿路

結石症診断の即時化に有効な分析装置です。専門知識を必要としない簡単

操作でかつ直ぐ測定結果が得られるため診断や研究の迅速化が計れます。

〔取扱い商品〕

○医療分野で利用する分析関連製品

　①尿中シュウ酸・クエン酸分析装置及び関連部品類

　②24H蓄尿容器及び部品類

○研究（生体）分野で利用する分析関連製品

　①ダイヤモンドディスク回転電極装置及び部品類

　②ダイヤモンド電極FIA

　③分光・電気化学セル

○環境分野で利用する分析関連製品

　①水道水中鉛分析装置及び電極

EPSONエプソン販売株式会社
　　〒160－8324東京都新宿区西新宿6－24－1西新宿三井ビル24F

設立年月日 1983年5月20日

資　本　金 40億円

代表者名 真道　昌良

従業員数 1，380名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．i－love－epson．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 インフォメーションセンター

TEL：0570－00　3039

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM－L90

特長：TM－L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150

mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷

でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタで

す。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッタ

ーで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用小型カラーインクジェットプリンタ／TM℃100

特長：TM－C100は横幅21cmの小型業務用カラーインクジェットプリン

タ。ロール紙タイプとASFタイプを用意し様々な用途でお使い頂けま

す。様々な情報をカラーでラベルに印刷することで注意を促すことができ

ます。また，顔料インクを採用し出力後の耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるた

めに，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライ

バやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・ サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリン

タ各種・ドットインパクトプリンタ各種
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”ld”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llF

設立年月日　平成元年10月16日

資　本　金　　6億円

代表者名　　平野政良

従業員数　146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 DSI事業部

TEL：03－5330　7863　　FAX　O3－5330－0499

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・ 血液凝固測定装置（KCシリーズ，　AMAX，　AMGA）
・ 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（MCMヘマトレーサーシリーズ）
・ 臨床検査測定試薬（生化学・マットスーパーシリーズ他）

　　　　　　　　　（血液凝固関連試薬）

　　　　　　　　　（血液凝固関連コントロール血漿）

　　　　　　　　　（血小板凝集能関連試薬）

鯵大塚製薬株式会社
　　　　　　　　　　　〒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 67億9，100万円

代表者名 樋口達夫

従業員数 5，169名

E－mal1
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 信頼性保証本部　医薬情報センター

TEL：050　316　12345　FAX

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT－lR300，　POCone

uBiT－IR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13CO，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．Pylori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．　Pylori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，検査の簡便化を実現（ELISA法）

②「ラピラン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）



112 車w二n・L・ダ仰スwクス株式会・

・ピ㎞㎝W…・・mp・・y

　　　　〒rOl－0065東京都千代田区西神田3－5－2

設立年月日 1981年3月

資　本　金 10億円

代表者名 日色　保

従業員数 200名

E－mall
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　O12003－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス5．1Fs，ビトロス350，ビトロスEciQ，　Hcv抗原検査，オートビ

ューイノーバ，BTDX，カセットディスペンサーCDmini，リーダーJ

〔取扱い商品〕

・ 全自動臨床化学分析装置：ビトロス950，ビトロス350／多層フィルム式

ドライケミストリー機器。ビトロス5，1FS／多層フィルム式ドライケミス

トリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハ

イブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA1、等が測

定可能。微量な検体量で信頼性のあるデータが得られ，リアルタイム診療

を支える診察前検査や迅速／緊急検査に最適。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロスEciQ／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：オートビューイノーバ／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。

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 木村　昭

従業員数 390名

E－ma　11 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 営業統括本部　医療担当

TEL　O6－6612－8878　　FAX　O6－6612－8854

〔展示主要商品〕

臨床検査システム「CLip」　総合健診システム「MEX－Plus」

特長

CLIPシリーズ
・ 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

MEX－Plus
・ 機能充実

〔取扱い商品〕

臨床検査システム

Wed結果参照システム
病理検査システム

細菌検査システム

画像ファイリング

　　システム

生理検査予約システム

健診システム

CLIP

CLIP－Web

CLIP－PTH
CLIP－BCT
CLIP－PACS

CLIP－PRS

MEX－Plus
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9竺オリンパス株式会社
　　　　〒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（2004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 2，880名（2004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　O55－973－1311

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㈱ダィアグノスティックシステムズ国内営業部

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，　ACA2700

自動分析装置用試薬：AUリエージェント

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

自動輸血検査装置：PK7300

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

臨床検査システム：OLCOS700

0LCOS輸血システム
看護支援システム：Nursing　Pass

K秦 株式会社力イノス

〒ll3－0033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 158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〕

輸血検査用全自動装置lmmucor　Gamma　GALlLEO

特長：ランダムアクセス，連続アッセイ，高い処理能力

〔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

　　ノスオートシリーズ，1，5AG測定試薬他

2．EIA試薬／クオルタスシリーズ　ELISA試薬／PLATE－II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　IgM測定試薬）セラテスタム梅毒，　CRP，　ASO，

　　RF，　FDP，　P－FDP，　Dダイマー

4．輸血検査試薬／ガリレオ用試薬（ABoRh，抗体スクリーニング，抗

　　体同定他）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，キャプチャーR

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），ニューク

　　リセンスMINIMAG，　EasyQ，　DNAチップ，　RNAチップ，

　　ULTRASPEC　RNA（RNA抽出液）
7．機器／QUARTUS　Immunocube（EIA），　MAGO　Plus（ELISA）
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　　　　KYOWA　　　　　　　　　　　　　　　　〒104－6004東京都中央区晴海1－8－10

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 伊藤　苦義

従業員数 300名

E－mall mxinfo＠kyowa．co．jp

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：055－988－6000　　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：055　988－－6018　　FAX　O55－988－6020

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03　6219　7602　　FAX　O3　6219　7614

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目自動分析装置／DM－JACK　Upgrade（HbAlc，　GA　他）

特長：DM－JACK　UpgradeはHbAlc，　GA（％）［グリコアルブミン，ア

ルブミン］，グルコース，1．5AGなどの糖尿病検査項目3項目を同時ラン

ダムアクセス，最大180テスト／時間の処理測定で迅速かつ高精度に測定

する分析装置です。また，ピアス方式サンプリングによりバイオハザード

対策も万全です。自動希釈機能，自動再検機能など豊富な機能を搭載し，

糖尿病外来にも設置可能なコンパクトサイズの分析装置です。

〔取扱い商品〕

・ 液状タイプ生化学検査試薬

　＊脂質（デタミナ・一　LTC，　LTG，　LHDL，　LLDL，他）

　＊各種含窒素，各無機物質，各酵素試薬
・ 糖尿病関連（HbAlc，　GA，1．5AG，　Glu）

・ モジュラーアナリティクス対応試薬　・9000シリーズのCollabonext

試薬　・ADVIAcentaur試薬（各種ホルモン，各種腫瘍マーカー，アレ

ルギー，血中薬物濃度）　・日臨技データ共有化管理試料Infectrol　・各

種自動分析装置（DM－JACK　Upgrade，　DM－JACKII，アレグロライト，

HM　一　JACKplus，　AP－96c，　AP960）　・自動組織細胞染織装置
（OptiMax　Plus，　i6000）

⑯極東製薬工業株式会社
　　　　　　　　　　　〒1・03－0024東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日 昭和27年7月12日

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 235名

E　mall info＠kyokutoseiyaku．co．jp

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

工場所在地 〒318－0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26

TEL：0293－23　0911

研究所所在地 〒 同上

TEL　O293－23－0909　　FAX　O293－23－7324

商品間合せ先 担当部門 技術サービス室

TEL：03－5645－5664　　FAX　O3－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックスRUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。

　HI法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度

管理上も便利です。

　また，WHOの国際標準に基づく国際単位を採用していますので，

NCCLSの基準値を参照するなど国際比較も可能です。
〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，その他

2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，そ

　　の他

3．微生物学的検査用試薬各種

4．真空採血管／インセパックシリーズ
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κL麿07Z1 久保田商事株式会社
　　　　〒11　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－ma　　l 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：

商品間合せ先 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

　　　●

露　　　　（：uNIQA而CLINIQA　Corporation

　　　　　　　　　　　　l432　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－ma　　1 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　O3－3593－3216

〔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℃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　Control

　　　　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



　 （⑭興和楳式會示土
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒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：053－428－5719

研究所所在地 〒305－0856：つくば市観音台1　25－　5

TEL：0298－36　4611　　FAX：0298－36－4609

商品間合せ先 担当部門 医用機器営業部営業第三課

TEL：03　3279－7514　　FAX：03　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

4／8チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置　TPA－4C，　ET－800

血液流動性測定装置　エムシーファン　HR－300

◎小林言曝繊鱈蕊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 1，500名

E－mall iryou＠kobayashikk．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kobayashikk．co．jp／cgi－bin／iryo／topics．cgi

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：
商品問合せ先 担当部門 医療事業部

TEL：052－222－3121　　FAX：052－222－7135

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres　gear

特長：省スペース，低コストをコンセプトに開発しました採血管準備装置

です。新開発のメカニズムを採用することにより，小さく低コストであり

ながらオートラベラーに必要な機能を十分に兼ね備えています。

〔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

　　・出張健診支援システム　T－MES

　　・EANI28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
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逼邑●冊株式会社サトー
　　　　　　　　　　　　〒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　．　63億3，103万円

代表者名　’　大塚正則
従業員数　．　連結2，515名

E　maIl
URL（ホームヘージ）　’　http：／／www．sato．co．jp

工場所在地 〒024－OIO2北上市北工業団地1　25

TEL　O197－66－4801

研究所所在地 〒330－0852　さいたま市大宮区大成町1－207

TEL　O48－663－8109　　FAX　O48－651－6770

商品間合せ先 担当部門 営業本部　ソリューション営業部

TEL　O3－5449－4410 FAX　O3－5449－4465

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／L’espritシリーズT8／12，　R　8／12

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ご提供しています。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開発・販売しています。

〔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
・ クリニック予約システム

・ 各種シール製品

・ その他

倫塔肌回イエコz㈱
fit　S［ien【es　　〒163－il30東京都新宿区西新宿6－22－1新宿スクエアタワー30F

設立年月日 昭和43年2月

資　本　金 10億4，087万円

代表者名 取締役社長森　憲司

従業員数 355名

E－mall info＠gls．co．jp

URL（ホームページ）’　http：／／www．gls．co．jp

工場所在地 〒960－8201福島市岡島字長岬5　3

TEL　O24－533－2244

研究所所在地 〒358－0032：入間市狭山ヶ原237－2

TEL　O4－2934－2123　　FAX
商品間合せ先 担当部門 販売推進部営業企画課

TEL　O3－5323－6611　　FAX　O3－5323－6622

〔展示主要商品〕

自動分注装置／MICROLAB⑧　STAR

特長：本装置は，独自のチップ装着法により，分注工程中のチップ内圧を

モニタすることで，分注時の状況を認知し，これにより確実な分注を実現

します。また，分注位置設定が自由なため，独自の容器からの分注も可能

です。

〈取扱い商品〉

・ハミルトン社製自動分注装置　MICROLAB⑬

　①STAR，　STAIet，　STARplus

　　O一リングを用いた独自のチップ装着法により，チップ内圧をモニタ

　する機能（TADM）を利用し，確実な分注を行います。

　②ATplus2
　　ポジティブディスプレースメント方式のシリンジチップにより，全血

　や組織のホモジナイズ等，様々な試料をストレス無く，分注できます。

・ハミルトン社製ポンプモジュール・バルブ・シリンジ

　独自の分注装置作成に不可欠なポンプモジュール「PSD／2，4，8」。ポ

　ンプモジュールに装着して使用するバルブ，シリンジも用意しています。

・ハミルトン社製XYZアームモジュール

　0．3mmの位置精度でXYZに可動するアームモジュールです。
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⑧ シオノギ製薬
〒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 212億7，974万円

代表者名 代表取締役社長　塩野元三

従業員数 5，589名

E　mall
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　FAX　O6－6381－4281

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置MlO2，専用試薬「MlO2シオノギBNP」

特長：血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の測定は心不

全0）病態把握に有用である。全自動装置MIO2専用試薬「MIO2シオノギ

BNP」は従来法「シオノリアBNP」と同等の精度を有し，相関性も良
好。測定時間11分間，1時間に400サンプルの測定が可能。

重松貿易株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－0047大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月日 昭和38年9月9日

資　本　金 5，000万円

代表者名 重松克彰

従業員数 50名

E－－mall ken＠shigematsu．co．jp

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 化学品部

TEL　O6－6231－6146　　FAX　O6－6231－6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサ

ンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，

及び各種パネルなど。
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5讐sme》K　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 55億921万円

代表者名 代表取締役社長　家次　恒

従業員数 1，635名（2005年4月1日現在）

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

工場所在地 〒675－0011　　：加古川市野口町北野314－2　　〒675－1322小野市匠台17

TEL：079424　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：078　992　6124　　FAX　O78　992－6159

〔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

確株式会社常炎
　　　　　　　　　　　　　〒ll・3－0033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 服部健彦

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　O44－811－9211　　FAX　O44－811－9209

商品間合せ先 担当部門 営業サービス本部

TEL　O3－3815－1717　　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－880

＊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：CCD画像処理方式Pix－10

＊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
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積水化学工業株式会社
〒105－845G東京都港区虎ノ門2－3－17（虎ノ門2丁目タワー）

設立年月日 1947年3月

資　本　金 1，000億円

代表者名 大久保　尚武

従業員数 2，858名

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

工場所在地 〒746－0006　周南市開成町4560

TEL：

研究所所在地 〒618－0021　大阪府三島郡百山2－1

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O3　5521　0615　　FAX　O3－5521－0617

〔展示主要商品〕

診断薬（メディエースTPLA，　RPR），滅菌処理済み真空採血管（インセパックll）

特長：滅菌処理済み真空採血管インセパックII（SQ）は凝固時間が約5

分と早く，検査終了までの時間を大幅に短縮できます。メディエース

TPLA，　RPRは再現性，特異性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス

梅毒診断用試薬（メディエースTPLA，　RPR）

滅菌済み真空採血管（インセパックII）

血液分離用スピッツ（セパラピッドチューブ，ヘパラピッドチューブ）

検査器材（血沈管，検鏡プレート，採尿管，シャーレ）

小型自動滅菌器（メディクレープ）

（主C欝】胞コチテ淀科学貿易

〒lII－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　阿部　吉邦

従業員数
E　ma　l 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　O3－5820－1500　　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

O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　HemataSTAT　II

O高速遠心機　プラズマプレップ

○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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㊨第一嫌鷹鷹慕5
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 盧田　伸一郎

従業員数 647名

E－mail
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：0297－62－7551

研究所所在地 〒301－0852　竜ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL：0297－62－7551

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部　プロダクトマネージャー

TEL：03－3272－0827　　FAX　O3－3281－－0510

〔展示主要商品〕

日立9000シリーズ関連測定試薬／クオリジェント，

糖尿病関連試薬／ルシカGA－L

〔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，クオリジェント（TG，　GLU，

　　AMY，　CRP，　CHO，　CRE），ナノピアCRP

O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ナノピアDダイマーテストチームS　ATIII，　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，ハロペリドール／プロムペリドールフェノバ

　　ルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸）

○感染症関連試薬：ラピッドテスタFLU　II，ラピッドテスタロターアデ

　　ノ，ラピッドテスタストレップA

O消化器関連試薬：パナッセイIV・C「ラテックス」，アクアオートカイ

　　ノスTBA試薬
○リウマチ関連試薬：パナクリアMMP－3「ラテックス」

○糖尿病関連試薬：ルシカGA－L　O腫瘍マーカー：ナノピアPSA

◎

許
1口A■6H8

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17日

資　本　金 3，800万円

代表者名 片桐裕司

従業員数 18名

E－maiI 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：029－864－4311　　FAX　O29－877－1262

商品間合せ先 担当部門 本社／北区西ヶ原3－25－1

TEL：03－3918－5496　　FAX：03－3917－6062

〔展示主要商品〕

「CRYSTAL　1」／病理細胞診業務支援システム「ChronoStarPAL」

特長：①消えないバーコード印字の上に確立された一貫システム

　　　　（検体取違いミス防止に大きな威力を発揮します。）

　　　②バーコード印字サービスによる大幅な経費削減効果が得られます。

　　　③多大な予算を必要とせず，すぐにバーコード管理に切換が可能です。

〔取扱い商品〕

・ 「CRYSTAL　1」バーコード・レーザープリンティングサービスシステム

　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。

　様々な溶剤並びに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。

　尚，受託サービスも行っております。

・ 「ChronoStarPAL」

　病理細胞診業務支援システム
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　　　　　　　　　　　〒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－ma　　l daisentk＠dc．mbn．or．jp

URL（ホームページ） http：／／www．daisen一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

Dynal　Biotech　ASA　／㈱ベリタス

　　　　　　　　　　　　　　Box　I　l　4　Smestad　N－03090slo，　Norway

設立年月日 1986年

資　本　金

代表者名 Jon　Hinder

従業員数
E　ma　　l techcentre＠dynalbiotech．com

URL（ホームページ） http：／／www．dynalbiotech．com

工場所在地 Ullernschausseen　52，03790slo，　Norway

TEL
研究所所在地 Ullernschausseen　52，03800slo，　Norway

TEL
商品間合せ先 担当部門 Technical　Centre

TEL　十4722061110（9am－4pm　CET）FAX：十4722519505

日本代理店 ㈱ベリタス営業販売部／技術営業部

TEL　O3－3593　3211 FAX　O3－3593－3216

E－mail　tomohikokato＠veritastk．co．jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ　Dynabeads＿

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化

学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。

磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径お

よび表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器によ

る自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads－MyOneTMStreptavidin　Tl

Dynabeads－MyOneTMStreptavidin　Cl

Dynabeads－MyOneTMTosylactivated

Dynabeads－MyOneTMCarboxylic　Acid

Dynabeads－M280　Tosylactivated　　Dynabeads－M280　Streptavidin

Dynabeads－M270　Carboxylic　Acid　　Dynabeads－M270　Amine

Dynabeads－M270　Streptavidin

Dynabeads－M270　Epoxy　Dynabeads－ProteinA　Dynabeads－ProteinG
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（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 57名（2004年5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：075－211－3655　　FAX　O75－211－1755

商品間合せ先 担当部門 特販部

TEL：03－5802－2680　　FAX　O3－5802－2581

〔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

e灘嗣鷹瘡鷲撚
設立年月日 1918年

資　本　金 5億円

代表者名 岡本　英彌

従業員数 1，204名

E－mall Prex－net＠ml．tanaka．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tanaka．co．jp

工場所在地 〒254－8206　平塚市新町1　75

TEL：0463－32　1848

研究所所在地 〒254－0076平塚市新町2　73

TEL：0463　35　5170　　FAX　O463－32－5614

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－3668－2122　　FAX　O3－3667－7408

〔展示主要商品〕

診断薬用金コロイド／Auクエン酸コロイド

特長：本製品は，クエン酸べ一スの金コロイド溶液で，体外診断薬や各種

判定キットの組み込み用試薬，バイオマーカー等に最適です。100％国内

開発製造で，ロット間のばらつきが少なくシャープな粒度分布を誇るとと

もに必要なとき必要な量を提供いたします。

〔取扱い商品〕

1．診断薬用金コロイド

2．バイオマーカー用各種貴金属コロイド

　・Pt，　Pdなど複合コロイドも手がけております。

3．貴金属による医療材料

　・抗がん剤のPt化合物原薬製造を行っています。

　・サージカル（外科用）器具，部品等の設計製作をお引き受けしており

　　ます。

　・測定用貴金属電極のカスタム製作。

　・貴金属製マーカーのカスタム製作。

4．貴金属薄膜加工品

　・プレックスシート（Au，　Pt薄膜製品）の製作と販売。

　・受託製造による，貴金属電極等の試作製造。
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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 3．1億円

代表者名 茶谷康弘

従業員数 400名

E　mail 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：03－5562－4126　　FAX　O3－5562　4107

〔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

〒104－0033東京都中央区新川1－3－17新川三幸ビル

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　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 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，生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，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WalkAwayTM　96　SI

　　　　　　　　　　　　マイクロスキャンWalkAwayTM　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⑧R。L　MaxTM

　　　　　　　　　　　　　ディメンション⑧XpandTMPIus

自動免疫蛍光測定システム：ストラタス⑱CS

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

血中薬物濃度自動分析装置：Viva－ETMシステム
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●TECAN．テカンジャパン株式会社

〒183－0023府中市宮町1－40

設立年月日 1992年4月21日

資　本　金 5，000万円

代表者名 スコット　イートン

従業員数 30名

E　ma　l infojapan＠tecan．com

URL（ホームページ） http：／／www．tecan．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：寳勃。112講翻FAX：類斜。1＝榴1｝
〔展示主要商品〕

マイクロプレートリーダー／サンライズ／ジェニオス／ジェニオスプロ／サファイア2

特長：吸光マイクロプレートリーダー　サンライズは，WindowsCEを搭

載したカラータッチパネル式のディスプレイを装備し，更に使いやすくな

りました。テカンのプレートリーダーは，臨床や研究分野のニーズに対応

した機能や価格帯を考慮した豊富なラインアップからお選びいただけま
す。

〔取扱い商品〕

・ 自動分注システム（ELISA，核酸抽出等）
・ マイクロプレートリーダー

・マイクロプレートウォッシャー
・ 遺伝子発現解析（自動ハイブリダイゼーション装置，マイクロアレイス

　キャナー）

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 4億5，100万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 135名

E　ma　　l 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　O45　948－5901

商品間合せ先 担当部門

TEL　O45－948－1961　　FAX　O45－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－787

特長：採血1青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－787

自動採血管準備装置；BC・ROBO－686

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－l　PIS患者認識システム

全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT－600，　GASTAT－601，　GAS－

TAT－602i，　GASTAT－603ie

電解質分析装置；STAX－3

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
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Oデンカ生研株式会社

〒103DO25東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 10億円

代表者名 代表取締役社長大竹　道夫

従業員数 402名

E－mall
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〕

FER一ラテックスX2「生研」CN

特長：1．低濃度から高濃度までの広範囲での測定が可能です。

　　　2．高感度化によって少ない検体量での測定が可能です。

　　　3．血液凝固促進剤を用いた採血管の影響を回避しました。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　CRE－S，　UA－S（N），　GLU－S，　FG－TG（S），　T－CHO

　（S），HDレEX，　Pレ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

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 5億1，000万円

代表者名 取締役社長　立野嘉之

従業員数 270名

E－mail 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

商品間合せ先 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〕

多機能自動分析装置ビオリス24i（プレステージ24i）

ビオリス24i

特長：①同時24項目測定（オプション：同時36項目測定システム）

　　　②240テスト／時（400テスト／時：電解質測定を含む）

　　　③パソコンによる簡単操作

　　　④真空採血管対応サンプルトレー

　　　⑤ホスト双方向通信対応

〔取扱い商品〕

自動分析装置　ビオリス24i，ビオリス60　i

ポンプ　　　　ダイヤフラムポンプ，プランジャーポンプ
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東芝メディカルシステムズ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒324－8550大田原市下石上1385

設立年月日 昭和23年9月23日

資　本　金 147億円

代表者名 桂田昌生

従業員数　　約3，300名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地

TEL FAX
商品間合せ先．　担当部門 検体検査システム事業部

TEL：03　3818　2182 FAX
〔展示主要商品〕

自動分析装置　ARCHlTECT　c8000

特長：検体間キャリーオーバの低減により，免疫測定装置との連結が可

能。インテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に

向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，医用X線CT装置，磁気共鳴画像

診断装置（MRI），超音波画像診断装置，診断用核医学装置，治療用機

器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム

◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　　　〒105－8623東京都港区芝3－8－2

設立年月日 昭和10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 2，420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：0467－77－2211

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〕

自動EIA装置AIA－360，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－360）

②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－60011）

③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－1800）

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）

⑧TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid－160）
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　　　TOVO　KIZAI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒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＠toyo－kizai．co．jp

URL（ホームページ） http／／www．toyo－kizai．co．jp

工場所在地．　〒335－0003蕨市南町4－7　10

TEL：048－447－3381

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〕

WELTECH－DSJ（自動検便塗布装置），エコ採便管

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布

装置とそれに適した採便管です。

〔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

遍⑲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1024

TEL　O770　22　7641

研究所所在地 〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL　O770　22－7643

商品間合せ先 担当部門 診断システム事業部

TEL：06　6348　3335　　FAX　O6　6348　3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U－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　HbA1，

・ニコカード　CRP

・ニコカード　U－Alb

U－SCANNER
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△　　　　　長瀬産業株式会社
　　　　　　　　　　〒1・03－8355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800名

E－mail
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 メディカルケア製品事業部

TEL：03－3665－3372 FAX　O3－3665－3723

〔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

2．MIC画像処理判定システム：DPS
3．赤沈自動測定装置：QuickEye（クイックアイ）

4．総合感染症コントロールシステム

5．臨床検査情報処理システム

6．イメージ入力システム：Form　CATCHER

IS60

◎株式会社＝－iJ■一
　　　　　　〒101－0032東京都千代田区岩本町2－4－10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 営業本部　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。ディスポーザブルチップ用及びマイクロプレート用スタッカー

を装備し，384穴マイクロプレートに対応しています。さらに付属のソフ

トウエアにより誰でも簡単にプロトコールを作成できます。

〔取扱い商品〕

・ハイブリッドピペット　　　　　　　：Nichipet　HB
・ デジタルマイクロピペット　　　　　：Nichipet　EX＆EX－plus
・ 軽量エルゴノミックピペット　　　　：Nichiryo　Le

・マルチチャンネルピペット　　　　　：Nichipet　7000
・ シリンジディスペンサー　　　　　　：ニチメイトステッパー
・ ボトルトップディスペンサー　　　　：ディスペット
・ ピペットコントローラ　　　　　　　：Pipette　Mate
・ 自動分注希釈システム　　　　　　　：NSP－7000111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：NSP－7000R

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：マイリューター　III

・ 小型分注ワークステーション　　　　：Multi℃HOT
・ フルカスタマイズワークステーション：Zinsser　Lissyシリーズ



団 e日水禦撫捻鉱9
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 佐々　義廣

従業員数 451名

E　mall 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：0296－35－1221　　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マーケティンググループカスタマーサポート担当

TEL：03　5846　5707　　FAX　O3　5846’5629

〔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－60011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－360

精度管理用凍結プール血清：L一コンセーラIEX，　IIEX

　　　　　　　　　　　　　L一スイトロール1，II，　II　EX

　　　　　　　　　　　　　L一トライロール

細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

＝ッ’弓吉一メデ》カlb株式会社
〒102－0073東京都千代田区九段北4－1－28

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　O3－3238　4540　　FAX　O3　3238　4590

〔展示主要商品〕

Tube21QR

特長：血清分離後の残存フィブリノゲン，フィブリンを簡単迅速に除去し

ます

〔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，　PreAlb他）

Latex免疫比濁法試薬（CRP，　RF，　ASO，β、－m，　RBP等）

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
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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 28名

E－mall info－ntc＠nipPntechno．co．jp

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

工場所在地．　〒

TEL：
アアリケーションラボ 〒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　O3－5287－6761　　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

●RANDOX社　自動免疫化学発光システム

●AVISO社フルカスタマイズ式ラボ・オートメーションシステム

N■P？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 286億6，300万円

代表者名 佐野　實

従業員数 1，830名

E－mall
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　OI86　49－5111

研究所所在地 〒525－0055草津市野路町3023

TEL　O77－564－0500

商品間合せ先 担当部門 輸液・検査商品営業部

TEL　O6－6373－3168　　FAX　O6－6373－8978

〔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。
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《予日7Keミ’コ，Sk式呑社

〒101－0032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 43億457万円

代表者名 山ロー城

従業員数 560名

E－mall ncdd＠chemiphar．co．jp

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

工場所在地 〒308－0112：筑西市藤ヶ谷赤坂799－1

TEL：0296－37　2211

研究所所在地 〒341－OOO5：三郷市彦川戸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　学術開発室

TEL：03　3851－－2974　　FAX　O3　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酵素免疫測定法によるアレル

ギー検査システムです。MIO1では11分，　DiaPack2000では16分という特

異IgE検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実

現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異IgE抗

体検査の効率化に貢献します。

〔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
・ アレルギー特異IgE測定試薬　オリトンIgE「ケミファ」
・ 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

・ 糖尿病関連診断薬
・ その他　医療用具用各種洗剤

蔭NIHON　KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒161－8560東京都新宿区西落合1－3r－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 75億4，400万円（2004年9月30日現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 2，691名（グループ）（2004年9月30日現在）

E－mall　’
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：03　5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8222，　MEK－7222，　MEK－6400

特長：MEK－8222（オートサンプラ内蔵）とMEK－7222（1検体毎測定）

は，レーザー散乱法を用いた白血球5分類を含む22項目測定が可能。サン

プル血液は55μL。小型，簡単，迅速，低ランニングコストです。MEK－

6400は医院や診療所での検査や，大病院の緊急検査用に最適な，簡易で高

精度な装置。キャップピアスユニットの標準装備で，感染への安全性が高

められました。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリン

グ機器，人工呼吸器，除細動器，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システ

ム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機

器，各種センサなど
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ずH∈RING 日本シエーリング株式会社

〒532－OOO4大阪市淀川区西宮原2－6－64

設立年月日 1952年8月19日

資　本　金 100億円

代表者名 ホセ・E・マルティーノアルバ

従業員数 1，471名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 体外診断薬・医療機器部

TEL：03－5715－8050 FAX　O3－5715－8083

〔展示主要商品〕

全自動免疫発光測定装置　LIAISON　システム

特長：1時間あたり最大180テストを処理し，95kgと軽量ながら15項目の

ランダムアクセスを可能とするCLIA法を用いた全自動免疫発光測定装
置です。

〔取扱い商品〕

●体外診断用医薬品

　・RIAキット（腫瘍マーカー，ホルモン，骨代謝，　TDM等40製品）

　・POCTキット（クリアビュープリメラ，クリアビュークラミジア，

　　クリアビューストレップA，クリアビューEASY　HCG，　EZカー
　　ド「PSA」，クリアプラン，クリアビューEASY　LH）

●全自動免疫発光測定装置

　・LIAISONシステム

d∈Oし日本電子株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒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 代表取締役社長兼COO原田嘉曇

従業員数 3，129名

E　mail webmaster＠jeol．co．jp

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 医用機器ソリューション営業本部

TEL：042－528－3325　　FAX　O42－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty　JCA－BM1250／1650／2250／6010／9030／9020／8060／8040

特長：①最少反応液量60～80μL②シングル高速処理1250・1650・2400

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－BM1250／1650／2250／6010／9030／

　9020／8060／8040

■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
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：θ’・・　日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒ll6－OO14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 鈴木　貞史

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／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートElA分析装置

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”

⑤全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis

⑥自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
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ツシャー

⑨パルスフィールド電気泳動装置

⑩ゲルドックXR

＿φ、EU× 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青山ビル

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　ブルーノ・ボンバルド

従業員数 150名

E　mal1 info－jp＠as．biomerieux．com

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 学術情報サービス

TEL　O3　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コンパクト

特長：バイテック2コンパクトは，全自動細菌同定感受性検査装置バイテ

ック2シリーズの最新型システムです。高性能のカラリメトリー法の採用

により，精度の高い同定結果が得られ，また感受性検査においては，搭載

されているアドバンス・エキスパート・システムにより，信頼性の高い感

受性検査の解析結果を臨床に報告することができます。

〔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：バイテック／バイテック2／バイテック2コンパク

　　ト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）

・ 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（感染症（HAV，　HBV，

　　HIV，　TORC，クラミジア他）・各種ホルモン測定，心筋マーカー他）

・ 情報処理システム：バイオリンク（オンライン・疫学統計）
・ 自動血液凝固分析装置：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

・遺伝子検査関連装置：ニュークリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽

　　出）ニュークリセンスEasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）
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＠日本ポ→レ株式会社　ポールライフサイエンスカンパニー

　　　　　　　　　　　〒141－0031東京都品川区西五反田1－5－1

設立年月日　’　1982年7月1日

資　本　金 11億2，000万円

代表者名 川田　典昭

従業員数’412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　0001

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 バイォメディカル事業部

TEL　O3－3495－8310　　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メンブレンで，200μ1以上全血から70μ1

相当の血漿を確保出来ます。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電極センサー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’180名
E　mall’　jpmcom＠millipore．co．jp
URL（ホームページ） http：／／www．　millipore．　com／nihon

工場所在地 マサチューセッツ（アメリカ），コーク（アイルランド）

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 バイオサイエンス事業本部

TEL：0120－633－358，0120－013－148（純水・超純水製造装置）

FAX　O3－5442－9736

〔展示主要商品〕

Hi－Flow　Plusメンブレン，純水・超純水製造装置

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　Plusメンブレンは，優れた再現性をもち，高いアッセイの効果

が得られます。また，その他のミリポアセパレーション製品群もOEM用

としてご利用頂けます。

高純水製造装置Elix－uvは，　Ro－EDI－uv方式による安定した純水精製

を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自

動洗浄器との接続に適しています。

〔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

吸収パツド

アッセンブリーキット等

純水・超純水製造装置
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0ニューコン株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll6－0014東京都荒川区東日暮里5－41－j2

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 130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 医療開発部

TEL：03－3805－2590　　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。Windows2003，　XP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　PGWin／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　PC－Win／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（BACT）

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－2000　K

N・teωαreノートウェア株式会社
〒105－0013東京都港区浜松町1－30－5　浜松町スクエア1808

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 15名

E－mail
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　O3－5472－8790 FAX　O3－5472－8796

〔展示主要商品〕

高速健診システム／WebLinkシステム／臨床検査システム

特長：臨床検査システム／Clinical　Ware3．0は，合理的なクライアント・

サーバシステムの構築，検査に特化した専用データベースの採用で，柔軟

なオープンシステム，優れた操作性などを特徴とする。最先端の臨床検査

システム。ノートウェアがここでこだわりぬいたものは，検査業務の効率

化とその信頼性，1981年からのノウハウの蓄積，700システム以上の納入

実績が，実力の証明です。

〔取扱い商品〕

高速健診システム，e健診システム，微生物検査システム，臨床検査シス

テム，WebLinkシステム
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認2絃霧ノバ・バイオメディカル株式会社

　　　〒140－OO13東京都品川区南大井6－26－2大森ベルポートB館3F

設立年月日 昭和63年6月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 中村　司

従業員数 35名

E－mall　．　info＠novabiomedical．co．jp
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 東日本営業／管理部

TEL：03－5471　5461　　FAX　O3　5471－5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイルCCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。また

BUNを同時測定し浸透圧を演算表示できる。
〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置

ハイエルメディカル株」弍会社

〒1　OO－8263東京都千代田区丸の内1－6－5　丸の内北ロビル

設立年月日 1967年2月1日

資　本　金 20億円

代表者名 ルイスデルズリアーガ

従業員数 384名（診断薬事業部，ダイアベティスケア事業部，動物用薬品事業部の合計）

E　mall
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03－6266　7030

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（クリニテックステータス，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（アセンシアブリーズ，

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

（ADVIA2120，　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，　Rapidchem744，　Rapid－

chem754）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）
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1湿ノ『イオテi当三7株式会社
　　　　　　　　　　　〒目3－0034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．17名
E－mall 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MW－96シリーズ

　オートミニウォッシャーシリーズ

■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シリーズ

■分注装置（プロテオーム関連）

　MALDIターゲット・スポッティング・システムZip　Master

■マイクロアッセイシステム機器

　連続自動分注・希釈装置EDR－96X

　凝集像自動読取装置APAS－2000

HZハイテク 株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒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 3，137名

E－ma11
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　O29－273　2111

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 ライフサイエンス営業統括本部　販売促進部

TEL　O3－3504－7211　　FAX　O3　3504－7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求めら

れている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運

用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理

～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼

性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムで

す。また，ISO15189（臨床検査室一質と適合能力に対する特定要求事項）

などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化によ

り貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハ

イテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリュ

ー ションを提供する商社機能の融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

とする多種多用な臨床用医用機器，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1生の高い技術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
　　　　　　　　　　　〒130－0005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 代表取締役　名郷根正昭

従業員数 38名

E－mail info＠finggal－link．com

URL（ホームページ） http：／／www．finggal－link．com

研究所所在地 〒111－0041台東区元浅草2－6－6東京日産台東ビル904

（東京情報開発センター）　　TEL：03－5806－9883　　FAX　O3－3841－2956

研究所所在地 〒020－0033　盛岡市盛岡駅前北通5－6MDIビル

（盛岡情報開発センター）　　TEL：019－626－6543　　FAX　O19－626－6545

商品間合せ先 担当部門 企画管理部（本社）

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／ROTEM

赤血球沈降速度自動測定装置／Roller20，　TESTlTH

全自動キャピラリー電麦詠動装置（ベックマンコールター㈱）／Paragon　CZE　2000

電気泳動キット（ベックマンコールター㈱）／Paragon

厚生労働省院内感染症サーベイランス事業運営／中小規模病院・感染監視システム

〔取扱い商品〕

■医療情報システム

　臨床検査＆検診システム（レsys）／厚生労働省院内感染症サーベイラン

　ス事業運営／健康管理システム（健康レポート）／電子カルテシステム

■臨床検査機器

　止血血栓トータルマネジメントシステム（ROTEM）／赤血球沈降速度

　自動測定装置（Roller20，　TESTITH）

■病理システム

　病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ＆ファイリングシステム／テレパソロ

　ジーシステム；リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ）

■電気泳動

　全自動キャピラリー電気泳動装置（Paragon　CZE　2000；ベックマンコー

　ルター㈱）／電気泳動キット（Paragon；ベックマンコールター㈱）

■リハビリ関連機器類

▽709・S子lt式ert㊥
　　　　　　　　　　　　　〒113－8483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 2，412名

E－mail info＠fukuda．co．jp

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 お客様窓口

TEL：03－5802－6600　　FAX

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL－278CRP，免疫発光測定装置／パスファースト

特長：FL－278CRP：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270秒

パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬

カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。
〔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／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装

　　　置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラ

　　　フィ／血圧脈波検査装置

　II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モ

　　　ニター

　III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／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カテーテル
　IV．その他：安全点検システム／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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　G富士工撚鷹＿＿
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　O3　3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3250

特長：3250－一ワイドレンジ0～4，000mOsm／kgH、0。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　390032503300

　　　　　　　　　　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

唖
MEDICAし

富士フイルムメディカル株式会社

〒104－006r東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日 昭和42年

資　本　金 12億円

代表者名 今井　祐

従業員数 990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　5665　1122　　FAX：03－－5665－1250

〔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　　　　：血糖専用測定機

　富士ドライケム　MiniNet　　：富士ドライケム検査データー処理支援

　　　　　　　　　　　　　　　システム
富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

●測定試薬

●標準液

3500シリーズ：比色／電解質多項目測定機

800　　　　：電解質専用測定機

100タイプN：アンモニア専用測定機
7000シリーズ：比色／電解質多項目測定機i

　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

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：　≡鷲頸鷹i竺工
設立年月日 1950年12月18日

資　本　　金　．　47億9，400万円

代表者名 鈴木博正

従業員数 552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，ASK，　ATG，　AMC，　MYCO　II他

　　　（ラテックス凝集法）：HbAlc

　　　（CLEIA法）：CA19－9，　CA125，　CA15－3，　AFP，　CEA，　PSA，

　　　シフラ，TSH，　IgE，β2M，α1M，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，　HCV抗原

　　　他
　　　（FPIA法）：FDP，　D－Dダィマー，　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f，エバネットEV20，マグストリームAS

G　　　　　o

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－pharrn．co．jp／

工場所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2　3　11

TEL：06－6969－1131

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」



142 ■，．WWベックマン゜コールター株式会社

　　　　　　COULTER，．　〒los－ooOl東京都港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル

設立年月日 1977年7月1日

資　本　金 12億3，000万円

代表者名 久野　正人

従業員数’300名
E　mall bckkcas＠becklnancoulter．co．jp

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

工場所在地 〒243－OO21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　O3．5404　8424　　FAX　O3－3578　4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH700シリーズ，　LH500

臨床化学自動分析装置／UniCel⑪　DxC600　PRO

全自動免疫化学分析装置／UniCel（o　Dxl800

全自動細胞解析装置／Cytomics　FC500

特長：UniCel⑧　DxCシリーズマルチアナライザー：臨床上，緊急性の高

い11項目を緊急項目測定モジュールで測定し，1秒でも早く結果を知りた

いという臨床ニーズに迅速に対応します。世界最速のわずか42秒で測定。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置：SYNCHRON　Lx（D　i725

生化学自動分析装置：SYNCHRON　CX⑪シリーズ，　LX⑧シリーズ，

　　　　　　　　　　UniCel⑧DxCシリーズ

血液分析装置：LH700シリーズ，　LH500，　HmXTM，　Ac・TTMシリーズ

細胞分析／分取装置：Cytomics　FC500，　EPICS⑧XL－MCL　System2

免疫化学分析装置：Access⑪，　Access⑧　2，　IMMAGE⑧，　IMMAGE⑧　800

　　　　　　　　　UniCel（D　Dxl800

電気泳動システム：Paragon　CZE（D　2000

全自動電解質測定装置：SYNCHRON　ELISE⑧
ISO15189／CAP導入ナビゲーションソフトウエア：Be－gle　　各種試薬

嘉割9ス
　　　　　　　〒105－OOO　1東京都港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル

設立年月日 昭和47年10月9日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長　飯田真作

従業員数
E　mall veritas＠veritastk．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．veritastk．cojp／

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地　’　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業販売部／技術営業部

TEL：03－3593－3211　　FAX　O3－3593　3216

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

1．各種ヒト血清＆ヒト血漿

　・健常人新鮮ヒト血清

　・RF高濃度ヒト血清

　・HDLコレステロール高濃度ヒト血清

2．各種動物血清

　・マウス血清

　・ウサギ血清

　・ヤギ血清

3．各種動物臓器
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（L　firtect　Aしゴ研iiR所

　　　　　　　　　　〒330－006　1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－mall sales＠helena．cojp

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盤9－21－19

TEL　O48－833－3208

研究所所在地　．　〒330－0061　さいたま市浦和区常盤i9　21　19

TEL　O48－833－3208

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O48　833　3208　　FAX　O48　833　3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメ

ー ター），SPlFE3000（IFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）

画まで完全自動化〃
一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分

〔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

泳動項目 τ密麗鷺画’他
泳動項目 τ管留1豊画’他

クイックスキャン

アガロース膜

（クイックジェル）

（タイタンジェル）

HOR■BA株式会社堀場製作所
〒601－8510京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 71億6，000万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 1，049名

E－mail me　info＠horiba．cojp

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　O75－313　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　O75－313－5736　　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－550，　FL－250CBC

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－178CRP，　FL－278CRP

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－128

小型電極式血糖測定機器　アントセンスIII
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マトリックスアジアパシフィック株式会社

〒101－0032東京都千代田区岩本町3－1－2

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 18名

E－mail 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〕

Single　Station　1071ch自動分注装置

特長：検査・研究に伴う煩雑な分注・撹拝作業の効率化をはかるチップ自

動交換方式の1ch自動分注装置です。ワークエリア内であれば，様々な容

器が搭載（使用）が可能です。分注ヘッドを0．1～30μLと5～300μLの

2種類に分けた事により，微量・大容量でそれぞれ高精度分注を実現しま

した。MALDI　TOF－MS前処理スポッター・細胞アレイ・PCR前処理な

どにもご使用になれます。液面センサー使用により，常に一定の位置から

のサンプリングが可能です。

〔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　500

■1536／384／96ウェル対応ピペッティング方式分注・希釈・撹拝装置一BISTEQUE　205

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

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

■1ch自動分注装置　　　　　　　　　　　　　　　Single　Station　lO7

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

■マニュアル・オートクレーバブルピペッター　　　Cell　Mate－II

■ポリプロピレン保管用チューブ　　　　　　　　　Screen　Mates

　　　　　株式会社
　　　　　　ミズホメディー

〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

設立年月日 1977年11月2日

資　本　金 3億2，975万円

代表者名 代表取締役社長　唐川　文成

従業員数 137名

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

工場所在地 〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

TEL：0942　85－0300

研究所所在地 〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

TEL　O942　85－0303　　FAX　O942－85－0312

商品問合せ先 担当部門 営業企画部業務課

TEL　O942－84　5494　　FAX　O942　84－5490

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサーFLU　A，B

特長：①検体の前処理が簡単になりました。②1ステップで操作が簡単で

す。③15分で測定が可能です。④試薬調製の必要がありません。⑤目視

（ライン出現）で判定が容易にできます。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

B型肝炎ウイルス表面抗原キット

B型肝炎ウイルス表面抗体キット

　トレポネーマ抗体キット

　ヘモグロビン／トランスフェリンキット

●生化学液状試薬シリーズ

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

HBsAg
HBsAb
TPAb
便潜血

LAP，γ一GTP，　AMY，　CK，　ALP，　GLU，　CRE，　UA，　BUN，　T－

CHO，　TG，　IP等
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A株式会社三菱化学ヤトロン
　　　　　　　　　　　　　〒162－0812東京都新宿区西五軒町13－1

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：03－5206－1661　　FAX：03－5206－1762

〔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　TOP／Advance／10000／9000／7000

■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

：蕊礫濯
〒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－maIl medical－japan＠guitar．ocn．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒431－3102浜松市豊西町904の7

TEL　O53－435－9881 FAX：053－435－9882

研究所所在地　．　〒 同上

TEL　　同上

商品間合せ先 担当部門 検体搬送システムG

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〕

検体搬送システム

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



146　”1鋤L留6雷～mica　Medix　Biochemica　Oy　Ab

　　　　　　　　　　　　　　　　Asematie　13FIN－02700　kauniainen　Finland

設立年月日 1985年

資　本　金

代表者名 Ismo　Raman

従業員数　　80名

E－maiI pekka　hilden＠medixbiochemica．com
URL（ホームページ） http：／wwwmedixbiochemica．com

工場所在地 〒 ：Joensuu，　Finland

TEL：

商品間合せ先： 担当部門　　　ML　Pekka　Hilden 日本総代理：錦商事㈱

TEL：十358－9－547－680 TEL：03－3639－8724

FAX：十358－9－505－3441 FAX：03－3661－9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・ モノクローナル抗体各種
・ 迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

・ 酵素免疫測定法キット各種

　当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナ

ル抗体を販売以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年

からは日本にも輸出しております。

　当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30％をR＆D

に投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提

供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考え

ております。

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　O42－370－4745

〔展示主要商品〕

検体前処理装置　他

特長：検体の前処理を，迅速・正確・効率的に行うための製品を低価格で

ご紹介致します。

〔取扱い商品〕

1．自動検体小分け装置

2．HbA・c用希釈装置

3．ナノ分注機

4．培地・生食分注装置

5．血液流動性測定装置

・ Sasugerシリーズ
・ Piatreatシリーズ

・ MCFAN
6．万能型多品種小容器充填ユニット

　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）

7．尿カップを使わない採尿容器「ピーポール」「ウロキャッチ」

8．製造用装置の受託開発
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輌岨D株式会社ユニフレックス
　　　　　〒113－0033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　ma　l 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
商品間合せ先 担当部門 受注サービス課

TEL　O4　7147－3034　　FAX　O4　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

：6：隠云き頴鍵 ラジオメークー株式会社

〒105－0003東京都港区新橋3－16－ll愛宕ビル

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 140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 営業企画部

TEL：03－5777　3540　　FAX　O3－5777－3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL835FLEX，　ABL800FLEX

特長：ABL835FLEX，　ABL800FLEX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　　　　　　ABL835FLEX，　ABL800FLEX，　ABL700

　　　　　　　　　　　　　　シリーズ，ABL555シリーズ，　ABL77シリ

　　　　　　　　　　　　　　ーズ，ABL5

経皮血液ガスモニター　　　　TCM4，　TCM400

精度管理溶液　　　　　　　　クオリチェックプラスシリーズ

動脈血サンプラー　　　　　　PICOシリーズ，クリニチューブ

緊急検査データ管理システム　RADIANCE
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LABes　X　LAB　Auto
　　　　　　　　　　　　　　　〒394－0048岡谷市川岸上3－3－17

設立年月口 1971年8月

資　本　金 4，500万円

代表者名 池上　久雄

従業員数 41名

E－mail hoshino－yoshio＠swacoo．co．jp

URL（ホームベージ） http：／／www．swacoo．co．jp

工場所在地 〒394－0048　岡谷市川岸上3　3　17

TEL：0266　23　9161

研究所所在地 〒

TEL FAX
商品間合せ先 担当部門 営業課

TEL：0266－23　9161 FAX　O266　22－－6197

〔展示主要商品〕

分注装置／IOCH独立分注機＋スタッカー

特長　スタッカー標準装備により，パレット5枚を無人にて分注する事に

より，ローコスト，ハイスピードを実現した業界初の分注機です。

Roche ロシュ・ヲ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 730名（2005年2月現在）

E－－mail
URL（ホームページ） http二／／www．roche－dianostics．jp

工場所在地 〒247－0063鎌倉市梶原200

TEL　O467　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　5443－7113

〔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1生の向上，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「lnnova－

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　800／40（）plus・9000シリ

ー ズ日立自動分析装置　〈免疫血清自動分析装置〉・エクルーシス2010

〈PCR自動分析，抽出装置〉・COBAS　AMPLICOR　・MP－12　・コバ

スTaqMan　・コバスAmpliPrep　・コバスTaqMan48〈血液凝固自
動分析装置〉・STA－R　・STA　Compact〈血糖自己測定システム〉・

アキュチェックアビバ　・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコ

ンパクトプラス　〈院内用血糖測定器〉・ケアシスト　〈簡易分析装置〉・

カーディアックリーダー　・ユリラックスS　・レフロトロンプラス

〈血液ガス分析装置〉・OMNI　S　・OMNI　C　・OMNILINK　〈研究

用PCR自動分析，抽出装置〉・LightCycler　DX400　・Ma喜NA　Pure
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◎和光純薬工業株式会：社
Wako
　　　　　　　　　　　　〒540－8605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 1，400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：0593－93－4881

研究所所在地 〒661－0963　尼崎市高田町6－1

TEL：06－6499－1501

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〕

便潜血測定装置／FOBlTWAKO，小型便潜血分析装置／QUlCK　RUN

特長：便潜血測定装置FOBITWAKO
　　　　・ラックの自動認識による簡単操作，追加も随時可能

　　　　・処理能力　250テスト／時間

　　　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ワントマンジャパン株式会社

　　〒102－0074東京都千代田区丸段南4－7－15JPR市ヶ谷ビル6F

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　井口　登士雄

従業員数 14名（2005年4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　lnternational　Ltd．
’ Maidstone，　Kent，　England

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5215－1242　　FAX　O3－5215　1246

〔展示主要商品〕

フユージョン5

特長：フユージョン5は従来のイムノクロマトキットに必要な5つの機能

（血球分離フィルタ・サンプルパッド・コンジュゲートパッド・メンブレ

ン・吸水パッド）が1つになった製品です。イムノクロマトキットの開

発・製造の手間・時間・コスト削減にとても有効です。

〔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）
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　　　AACC American　Association　fbr（】inkcal　Chemistry　M　EDICA運営事務局・デュッ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i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　DUsseldorf，　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：十49－211－456001　Fax：十49－211－4560668

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2004年度の開催では

　　　　世界71力国から4，300社の企業の出展と78力国から136，000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58回　2006年7月23日～7月27日　シカゴ

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

一＿－　　　P阻zi5
＿＿　　　　　　　　　und
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152 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

北部ブロック 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、盛岡SSO、仙台SSO
東部ブロック 104－0033 中央区新川2－9－9　SHビル2F （03）5541－3456 （03）5541－3455

事　業　所 さいたまSSO第一・第二、東京SSO、千葉SSO、横浜SSO

中部ブロック 465－0095 名古屋市名東区高社1－248三陽ドーリエビル4F （052）777－1601 （052）777－1603

事　業　所 新潟SSO、松本SSO、静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO

西部ブロック 601－8046 京都市南区東九条西山町4 （075）672－5316 （075）662－8951

事　業　所 京都SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO

南部ブロック 815－0081 福岡市南区那の川1－4－3　コモハラビル3号室 （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、沖縄SO、鹿児1諮0

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1－26－29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

株式会社アイディエス 本　　　社 861－8038 熊本市長嶺東8－14－30 （096）380－4225 （096）389－2077

東京営業所 150－0047 渋谷区神山町16－2　ビットキューブ301 （03）5738－9314 （03）5738－9316

名古屋事務所 450－0001 名古屋市中村区那古野1－38－1　星光桜通ビル6F （052）586－0352 （052）586－0354

大阪事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－18－31新星和新大阪ビル709 （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

ア　ゼ　ア　ス　株　式　会　社 本　　　社 111－8623 台東区蔵前4－13－7 （03）3861－3537 （03）3861－2485

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　札幌パナソニックビル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
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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

アルフレッサファーマ株式会社 本　　　社 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （06）6941－0308 （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）281－3250

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 462－0844 名古屋市北区清水4－14－18 （052）919－1060 （052）919－1061

大阪支店 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （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　ロ　カ　株　式　会　社 本　　　社 181－8622 三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111 （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

埼玉支店 330－0856 さいたま市大宮区三橋4－551－1 （048）623－2501 （048）620－1236

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
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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）9712065

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F （06）63052039 （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）760584

株式会社石川コンピュータ・センター 本　　　社 920－0398 金沢市無量寺町ハ6－1 （076）268　8311 （076）268－5442

医療システム本部 92仁8844 石川郡野々市町堀内4－89 （076）268　8315 （076）268－7145

東京支店 105－0014 港区芝2－31－25　NEC別館 （03）5441－2560 （03）5441－2561

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦1－3－2　中央伏見ビル5F （052）2017751 （052）201－7876

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　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 460－0008 名古屋市中区栄4－14－31 （052）2499335 （052）2624070

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）48637750

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）4144355

㈱A　lバイオチップス 本　　　社 170－0003 豊島区駒込3　3　20駒込トリオビル7・8F （03）5907　5915 （03）39184929

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）39198953

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）971－1146

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）2127277 （075）2127288

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）62645322

広島営業所 733－0812 広島市西区己斐本町2　12－30　SK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）7512227 （092）71仁7085

エッペンドルフ株式会社 本　　　社 101－0031 千代田区東神田2　4－5 （03）58252361 （03）5825－2365

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島2－6－7 （06）6990－4821 （06）6990－4824

株　式　会　社　エ　フ　ケ　ム 本　　　社 152－0003 目黒区碑文谷4－－22－13　ホクトビル3F （03）5768　0351 （03）5768－0352

エプソン販売株式会社 本　　　社 160－8324 新宿区西新宿6－－24　1　西新宿三井ビル24F （0570）00　3039



155

社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
エム・シー・メディカル株式会社 本社／東京支店 160－8355 新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビル11F （03）5330－7863 （03）5330－0499

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）2717855 （06）27仁1012

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－13－21エフビル2F （092）476－0833 （092）4760832

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 101－0065 千代田区西神田3－5－2 （03）4411－7300 （03）4411－7711

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 ノノ

大宮オフィス 330－0844 さいたま市大宮区下町2－43－1 ノノ

船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18－10 ノノ

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3　20　12 ノノ

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 ノノ

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 ノノ

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅前東2－14－1 ノノ

株式会社オービーシステム 東京本社 140－0004 品川区南品川2　2　13　南品川JNビル （03）34719878 （03）347仁9860

大阪本社 559－0031 大阪市住之江区南港東8　2　19 （06）66128878 （06）6612－8854

九州オフィス 812－0054 福岡市東区馬出1　13　8 （092）6432338 （092）643－7288

オ　リ　ンパス　株式会社 東京営業グループ 163－0914 新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス （03）3340－2227 （03）69014916

札　　　幌 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）222－2554 （011）222　2587

仙　　　台 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 330－0038 さいたま市北区宮原町2－16－14新正ビル （048）665－－5396 （048）665－5332

名　古　屋 460－0003 名古屋市中区錦2－19－21　ユース平八堂ビル （052）2014868 （052）201－8581

金　　　沢 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

大　　　阪 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）62510094

福　　　岡 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）2818708

株　式　会　社　力　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 060－0809 札幌市北区北9条西3－10 （011）737－5290 （011）737－5292

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
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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 104－6004 中央区晴海1－8－10晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX4F （03）6219－7600 （03）6219－7614

東京支店 104－6004 中央区晴海1－8－10晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX4F （03）6219－7611 （03）6219－7615

大阪支店 530－8280 大阪市北区梅田1－8－17大阪第一生命ビル7F （06）6346－4821 （06）6346－4826

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1　千代田生命札幌大通ビル （011）261－5455 （011）261－5457

仙台営業所 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビルヂング （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　清風ビル （052）962－7370 （052）953－6010

広島営業所 732－0827 広島市南区稲荷町2－16　広島稲荷町第一生命ビル （082）261－9880 （082）261－9882

九州営業所 812－8663 福岡市博多区博多駅前2－2－1　福岡センタービル （092）474－5222 （092）452－3369

横浜出張所 220－0004 横浜市西区北幸2－8－4　横浜西口KNビル （045）324－2591 （045）324－2597

四国出張所 790－0001 松山市一番町3－2－11松山第一生命ビル （089）941－8807 （089）941－8905

極東製薬工業株式会社 本　　　社 103－0024 中央区日本橋小舟町7－8 （03）5645－5663 （03）5645－5704

札幌営業所 064－0809 札幌市中央区南9条西20－2－24 （011）532－2551 （011）520－1380

仙台営業所 984－0002 仙台市若林区卸町東1－2－9 （022）238－8721 （022）238－8702

東京営業所 103－0013 中央区日本橋小舟町7－8 （03）5645－5701 （03）5645－5707

名古屋営業所 465－0087 名古屋市名東区名東本通2－32 （052）789－0666 （052）789－0668

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島2－14－6 （06）304－5446 （06）304－4992

広島営業所 732－0807 広島市南区荒神町1－2 （082）262－5446 （082）262－5447

高知営業所 780－0870 高知市本町4－2－52 （0888）25－3031 （0888）23－4501

福岡営業所 813－0034 福岡市東区多の津4－12－11 （092）621－2345 （092）621－2341

久保田商事株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－29－9 （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 （029）856－3211 （029）856－5811

名古屋営業所 464－0850 名古屋市千種区今池1－25－5 （052）741－1871 （052）741－1873

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
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広島営業所 730－0138 広島市安佐南区祇園4－51－26 （082）8717811 （082）8717828

四国営業所 799－3203 伊予郡双海町大字上灘甲6466－2 （089）986－5018 （089）986－5019

福岡営業所 812－0061 福岡市東区多の津5　21　10 （092）6211161 （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　California　92069 （760）7441900 （760）9419593

㈱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㈱電機光学事業部 本社，名古殿店 460－8625 名古屋市中区錦3　6－－29 （052）963－3296 （052）9633297

東京支店 103－8433 中央区日本橋本町3　4　14 （03）3279　7514 （03）32797541

大阪支店 541－8511 大阪市中央区淡路町2－3－5 （06）6204－6182 （06）6204　6188

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）2712663 （092）282－0392

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）265308

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）5789－2500 （03）5420－5500

営業本部 150－0013 渋谷区恵比寿4　9　10 （03）54493101 （03）5449－4464

東京支社 150－0013
ノノ （03）5449　3453 （03）54499246

大阪支社 564－0051 吹田市豊津町102621センチュリービル （06）6369　5070 （06）63695071

名古屋支社 451－0082 名古屋市西区大金町5　6 （052）523　8520 （052）5238508

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）7725014

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）626－1310 （092）626　1300

他8支店16営業所

ジーエルサイエンス株式会社 本社・東京支店 163－1130 新宿区西新宿6－22　1　新宿スクエアタワー30F （03）5323－6611 （03）5323－6622

大阪支店 530－0043 大阪市北区天満4－1－18 （06）63575060 （06）63574580

東北営業所 960－8201 福島市岡島字長岬5－3 （024）5332244 （024）536－1518

筑波営業所 305－0051 つくば市二の宮3－13－2 （029）8583700 （029）8583780

千葉営業所 260－0028 千葉市中央区新町17－16 （043）248－2441 （043）248－2485

北関東営業所 331－0812 さいたま市北区宮原町1－38 （048）6671611 （048）667－1656
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横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2－12－11 （045）475－1144 （045）475－1145

静岡営業所 422－8063 静岡市駿河区馬淵3－2－25 （054）288－5252 （054）288－5455

名古屋営業所 461－0002 名古屋市東区代官町40－18 （052）931－1761 （052）931－1814

広島営業所 730－0841 広島市中区舟入町2－20 （082）233－1101 （082）233－1110

九州営業所 812－0029 福岡市博多区吉門戸町2－4 （092）291－5200 （092）291－2552

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

重　松　貿　易　株　式　会　社 本　　　社 541－0047 大阪市中央区淡路町2－2－5 （06）6231－6146 （06）6231－6149

東京支店 170－0002 豊島区巣鴨1－20－9　巣鴨ファーストビル8F （03）5976－3322 （03）5976－3320
つくばライフ

サイエンスオフィス 305－0035 つくば市松代2－102SOHOつくば104号 （0298）60－6066 （0298）60－6088

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）375－8603

北関東支店 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町4－261－1　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 465－0025 名古屋市名東区上社1－603 （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

東京支店

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）251－3878 （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

積水化学工業株式会社 東京本社 105－8450 港区虎ノ門2－3－17虎ノ門2丁目タワー （03）5521－0615 （03）5521－0617
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東日本メディカ雌漸 105－8450 港区虎ノ門2－3－17虎ノ門2丁目タワー （03）5521－0667 （03）5521－0668

西日本メディカノ馴 530－8565 大阪市北区西天満2－4－4　堂島関電ビル （06）6365－4156 （06）6365－4353

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

札幌出張所 001－0911 札幌市北区新琴似11条13－9－3 （011）764－3611 （011）764－3612

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）3272－0827 （03）3281－0510

北海道営業所 060－0005 札幌市中央区北5条西6－2－2 （011）272－7288 （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

東日本営業所 103－0027 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－1968 （03）3272－0768

首都圏第一営業所 103－0027 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－1968 （03）3272－0768

首都圏第二営業所 103－0027 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－1968 （03）3272－0768

中部営業所 460－0011 名古屋市中区大須4－1－65 （052）238－0211 （052）238－4300

西日本第一営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31 （06）6350－6581 （06）6350－6582

西日本第二営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31 （06）6350－6581 （06）6350－6582

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前東2－10－1 （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 （029）864－4311 （029）877－1262

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

大阪ソリューショ
ンセンター

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 中華人民共和国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 上海市青浦具竿新鎮周浜村

大副上海）有限公司 中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號 86－21－5950－4364 86－21－5950－4314

Dynal　Biotech　ASA Oslo UUernschausseen　52，03790slo，　Norway （47）228061110 （47）22519505

㈱ベリタス 105－0001 港区虎ノ門2－7－14八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593－3216

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 112－0004 文京区後楽2－5－1　住友不動産飯田橋ファーストビル （03）5802－2580 （03）5802－2581
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田中貴金属工業株式会社 103－8206 中央区日本橋茅場町2　6　6 （03）3668　0111 （03）36677498

東京本社 100－0005 千代田区丸の内1－8　1　丸の内トラストタワーN館 （03）　522　1300 （03）5222　1309

仙　台　店 980－0014 仙台市青葉区本町2　2　3 （022）227－2351 （022）221－4519

長　野　店 380－0836 長野市南県町1002－－1　フコク生命ビル （026）224－0821 （〔〕26）226－7968

名古屋店 460－0011 名古屋市中区大須4　1－70 （052）262　2811 （052）264－4713

大　阪　店 530－0003 大阪市北区堂島2－2－－2　近鉄堂島ビル （06）63410120 （06）6341－1594

福　岡　店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4－1　博多駅前第一生命ビル （092）4812100 （092）4813070

横浜営業所 220－0004 横浜市西区北幸］－11　15横浜STビル （045）324　8073 （045）324　8076

大宮営業所 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町1　41　明治生命大宮吉敷町ビル （048）649－0441 （048）649－1433

立川営業所 190－0012 立川市曙町2－38－－5　立川ビジネスセンタービル （〔〕425）28－7786 （0425）28　7787

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）6271－5365

東京営業所 107－0052 港区赤坂3　2－12　赤坂ノアビル （03）5562　4126 （03）5562－4107

デイドベーリング株式会社 本　　　社 104－0033 中央区新川1－3　17　新川三幸ビル （03）3537－3900 （03）35373901

大阪ショールーム 564－0063 吹［1］市江坂町1－14－33　大町ビルユF （06）6378　2801 （06）6378－2805

テカンジャパン株式会社 本　　　社 183－OO23 府中市宮町1－－40 （042）3348855 （042）334－0401

大阪オフィス 532－0011 大阪市淀川区西中島5　5　15　新大阪セントラルタワー （06）6305－8511 （06）63053167

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）63373432 （06）6337－3482

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－一一11　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）2713760

仙台営業所 984－0032 仙台市若林区荒井字堀添65…1 （022）2873771 （022）2873772

甲信越営業所 380－0838 長野市県町460　2　102 （026）238－－7715 （026）238　7716

北関東営業所 330－0841 さいたま市大宮区東町2　292 （048）650－8191 （048）6508192

金沢出張所 920－0342 金沢市畝田町西2－91 （076）266　8105 （076）2668108

松山出張所 791－8055 松山市清住2－1100　6 （089）9116331 （089）911－6332

広島営業所 731－0122 広島市安佐南区中筋2　3　4　101 （082）830－5103 （082）8305104

デ　ン　力　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　27 （011）615　2866 （Ol1）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
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新潟営業所 950－0965 新潟市新光町17 （025）2858641 （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）63077061 （06）63077091

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

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 980－0811 仙台市青葉区一番町2－8－18　仙台中央ビル4F （022）264－－9550 （022）264－9560

大阪営業所 54仁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

東芝メディカルシステムズ株式会社 本　　　社 324－8550 大田原市下石ヒ1385 （0287）26　6211 （0287）26－6050

東京本社 113－8456 文京区本郷3　26　5 （03）3818－2061 （03）38146170

北海道支社 065－0042 札幌市東区本町2条2　3－6 （011）785　3131 （011）785　1104

東北支社 989－3204 仙台市青葉区南吉成2－－17－2 （022）279－－3510 （022）279　5701

関東支社 331－8701 さいたま市北区土呂町1－－45－10 （048）651－9211 （048）651－8274

千葉支店 261－7124 千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブイースト （043）274－3151 （043）274－3162

東京支社 104－0031 中央区京橋1　19　8　大野ビル （03）35620211 （03）35642860

神奈川支社 220－6214 横浜市西区みなとみらい2　3　5　クイーンズタワーC （045）682…3300 （045）682　3307

静岡支店 420－0858 静岡市葵区伝馬町22－8　三井生命静岡ビル （054）254　4431 （054）253－－5756

中部支社 450－0003 名古屋市中村区名駅南1　4－12　ガーデンビル （052）581－9310 （052）582－7615

関西支社 530－0054 大阪市北区南森町2　1　29　三井住友銀行南森町ビル （06）63623990 （06）6365　6424

兵庫支店 650－0044 神戸市中央区東川崎町1－8－1　プロメナ神戸 （078）3678954 （078）3710515

中国支社 730－0031 広島市中区紙屋町1－2…22　第一広電ビル （082）248　2421 （082）247　5951

四国支店 760－0023 高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル （087）851－3786 （087）822　5685

九州支社 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）54275181 （03）54275520

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1一ユ1－1 （022）2662341 （022）267－－5745

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦1－17－－13 （052）2115730 （052）2115740

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）636627

カスタL情一トセンター 252－1123 綾瀬市早川2743　1 （0467）76　5384 （0467）79　2550



162 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4　7－10 （048）4473381 （048）4314685

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

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 110－8736 台東区上野3－－23－9 （03）5846　5611 （03）5846　5619

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）7173401 （022）717－3410

東京営業所 110－8736 台東区上野323－9 （03）5846　5708 （03）5846　5676

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 54FOO58 大阪市中央区南久宝寺町3　6－6　御堂筋センタービル9F （06）6253　1722 （06）6253ゴ729

広島営業所 730－0811 広島市中区中島町9　1 （082）243－2235 （082）241－4715

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多東2－5　37 （092）4757511 （092）4757666

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 102－－0073 千代田区九段北4－1－－28 （03）3238　4540 （03）3238－4590

大阪支店 541－0043 大阪市中央区高麗橋4－3－10 （06）62084957 （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）2668998

名古屋営業所 460－0003 名古屋市中区錦1　17　13 （052）2315138 （052）231－0158

広島営業所 730－0029 広島市中区三川町2－11 （082）241－8245 （082）5418245

福岡営業所 812－0025 福岡市博多区店屋町8－－30 （092）281－－1171 （092）2811161

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

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－23－16　セントランドビル5　C （06）6886－－6440 （06）6886－6450

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）6317314

盛岡営業所 020－0122 盛岡市みたけ5　2044 （019）6418999 （019）6418998

秋田営業所 010－0877 秋田市山王2　1　40田ロビル5F （018）867－8180 （Ol8）867－8480

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町14　15　アミグランデニ日町1F （022）268－7756 （022）268　7743

福島営業所 963－8861 郡山市鶴見坦1－6　36　鶴見坦橋本地所ビル101 （024）9318999 （024）922－7457
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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

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

茨城営業所 310－0842 水戸市けやき台3－6－1　スカイヒルズ202号 （029）304－1177 （029）246－0068

関東東支店 261－0005 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

西東京支店 190－0022 立川市錦町2－7－10　西野ビル1F （042）521－1471 （042）521－1476

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 静岡市駿河区中野新田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

阪奈・阪和支店 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

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

熊本支店 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

鹿児島支店 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 101－0032 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

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

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、約120営業所

日本シエーリング株式会社 本　　　社 532－0004 大阪市淀川区西宮原2－6－64 （06）6396－2300

東京支社 140－0002 品川区東品川2－2－24天王洲セントラルタワー18・19F （03）5715－8001 （03）5715－8085



164 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
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）546－3353

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6F （022）222－3324 （022）265－0202

筑波支店 305－0033 つくば市東新井18－1 （029）856－3220 （029）856－1639

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6F （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14F （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11F （06）6304－3941 （06）6304－7377

関西応用研究センター 532－0011 大阪市淀川区西中島6－9－27　新大阪メイコービル1F （06）6305－0121 （06）6305－0105

広島支店 730－0015 広島市中区橋本町10－6　広島NS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5F （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5F （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）281－0402

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1－1－10　RISE88　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　本ポー　ル株式会社 本　　　社 141－0031 品川区西五反田1－5－1 （03）3495－8310 （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 （0120）633－358 （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）3805－2508

ノー　トウェア株式会社 本　　　社 105－0013 港区浜松町1－30－5 （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

ノバ・バイオメディカル株式会社 140－0013 品川区南大井6－26－2 （03）5471－5461 （03）5471－5474

バイエルメディカル株式会社 本　　　社 100－8263 千代田区丸の内1－6－5 （03）6266－7030 （03）5219－9716

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
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社　　　　　　　　　名 本祖5よび1跣機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

仙台支店 982－OO14 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 100－8263 千代田区丸の内1－6　5 （03）6266　7330 （03）5219－9745

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）8259711 （048）8259725

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）7786501 （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）63800368

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 76GOOI7 高松市番町2－17－／5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　藤井ビル （092）474　3640 （092）474－3665

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）38184554

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 （〔〕6）6379－1555 （06）6379－1565

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　2414 （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 （011）221－7241 （011）271　1327

東北支店 980－OO21 仙台市青葉区中央3－2　1　青葉通プラザ （022）2643211 （022）267　6453

中部支店 460－OOO3 名古屋市中区錦2－13　19　瀧定ビル4F （052）219　1744 （052）219－1866

関西支店 532－OOO3 大阪市淀川区宮原3－－3－31　ヒ村ニッセイビル （06）4807－2571 （06）48072559

中国支店 730－OO11 広島市中区基町11－13　第一生命ビル （082）2214514 （082）22仁4513

九州支店 810－0001 福岡市中央区天神2－12－－1　天神ビル （092）7213500 （092）7213518

四国営業所 760－00］7 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－OOO5 墨田区東駒形2－13－13 （03）36256543 （03）3625－6545

札幌営業所 065－0024 札幌市東区北24条東2－－4－10　丸源ビル2F （011）7117813 （011）711－7816

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区西中島6　5－3　サムティフェイム新大阪2403 （06）68895451 （06）68895450

東鯖報醗センター 111－0041 台東区元浅草2－6　6　東京日産台東ビル904 （03）5806　9883 （03）38412956

盛鵬欄発センター 020－0033 盛岡市盛岡駅前北通5　6　MDIビル （019）6266543 （019）626－6543

フ　ク　ダ電子株式会社 本　　　社 113－8483 文京区本郷3　39　4 （03）5802　6600

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　社 113－OO34 文京区湯島4－－1　14 （03）3814－3621 （03）38143625

富士フイルムメディカル株式会社 本　　　社 104－OO61 中央区銀座7　13　8　第2丸高ビル6F （03）3545　3321 （03）5565　7020

営業螂・ドライケム部 135－OO42 江東区木場1－5－25深川ギャザリアタワーS棟 （03）5665　1122 （03）5665　1250

北海道営業所 001－O（181 札幌市北区北18条西3－－1－38 （011）7577777 （Ol1）728　2010



166 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
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

木場テクノセンター 135－0042 江東区木場1－5－25深川ギャザリアタワーS棟 （03）5665－1130 （03）5665－1250

西鞭テクノセンター 190－0037 立川市錦町1－8－13　市川ビル （042）548－8701 （042）5488740
北関東テクノセンター 330－0842 さいたま市大宮区浅間町2　240 （048）645　6001 （048）647－2560

南関東テクノセンター 222－0033 横浜市港北区新横浜2－8－11 （045）471－7311 （045）472　6321

東海営業所 460－0008 名古屋市中区栄2－12－12　白川第ニビル別館 （052）2217871 （052）203　4875

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

九州テクノセンター 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－OOO7 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）7312501

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 仙台市青葉区一番町2－8－10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F （022）264　4001 （022）264－4008

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ビル （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3F （043）222－9260 （043）222－9553

横浜営業所 222－OO33 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）4754104

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）3150508 （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）2643366 （082）2637712

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－10　1　第一福岡ビル6F （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）69692341

札幌支店 OO3－0005 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）2212656 （022）2622600

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2－－4　5 （03）5203　7101 （03）52037088

名古屋支店 461－OOO1 名古屋市東区泉1－3　26 （052）962－5001 （052）971－6592

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）2286594

福岡支店 812寸）024 福岡市博多区綱場町8－23 （092）271－0501 （092）291－6739
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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
その他3支店

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）35784605

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）9343082 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 〃

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 〃

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）3210752

鯨セー以オフィス 101－0031 千代田区東神田1　7　8　アルテビル東神田 （03）3861－8389 （03）58209507
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）4725041 （092）474－5289

マトリックスアジアパシフィック株式会社 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町3－1－2 （03）5687－5787 （03）5687－5980

株式会社　ミズホメディー 本　　　社 841－0048 鳥栖市藤木町5－4 （0942）85　0303 （0942）85一ヨ312

東京営業所 111－0053 台東区浅草橋3－20－12　ニュー蔵前ビル5F （03）38617447 （03）38617448

名古屋営業所 464－0851 名古屋市千種区今池南29－24　川島第1ビル （052）733　5266 （052）733　5422

大阪営業所 553－0003 大阪市福島区福島1－－2　7　大和ビル401号 （06）6458－5711 （06）6458－5648

株式会社三菱化学ヤトロン 本　　　社 162－0812 新宿区西五軒町13－1 （03）5206－2600 （03）5206　2611

札幌営業所 060－0061 札幌市中央区南1条西6－11 （Ol1）2716961 （011）2714870

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町16－15 （022）7235066 （022）723－5068

東京第一営業所 162－0812 新宿区西五軒町13　1 （03）52061670 （03）52061744

東京第二営業所 〃 ノノ （03）52061671 （03）　　〃

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1　253 （052）7729561 （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）2914601 （082）292－0451

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－14－21 （092）4717188 （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）467－1600

工場所在地 431－3102 浜松市豊西町904　7 （053）435　9881 （053）435－9882

連　絡　所 千葉連絡所・神戸連絡所



168 社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
Medix　Biochemica　Oy　Ab Asematie　13　FIN－02700　Kaulliamen　Finland 十358－9－547－680 十358－9－505－3441

錦商事㈱ 103－OO24 中央区日本橋小舟町14　4 （03）3639－8724 （03）3661－9594

有　限　会　社　山　久　化　成 本　　　社 206－0803 稲城市向陽台4　2　C－－1007 （042）370－4744 （042）370－4745

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）71473751 （04）71448242

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

ラジオメーター株式会社 本　　　社 105－0003 港区西新橋3　16　11愛宕イーストビル （03）5777－3500 （03）5777－3501

札幌営業所 001－OOIO 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）268　3008 （022）2684540

東京営業所 105－0003 港区西新橋3　16　11愛宕イーストビル （03）5777－3555 （03）5777－3556

長野営業所 380－0917 長野市南俣2605　1　滝沢ビル （026）223　6855 （026）223　6853

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル （076）2314455 （076）231－4499

名古屋営業所 461－0004 名古屋市東区葵2　12　1　ナカノビル （052）9342711 （052）9342714

大阪営業所 532－OOO3 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－OO79 高松市松縄町506　シブヤビル松縄 （087）815　1551 （087）8658448

福岡営業所 814－OOO3 福岡市早良区城西1　8　36　明治安田生命西新町ビル （092）822－2135 （092）822－3180

鹿児島営業所 892－0847 鹿児島市西千石町1125　フコク生命高見馬場ビル （099）227－9383 （099）227－9384

LAB　Auto 八王子工場 192－0906 八王子市北野町582　13 （0426）60－1923 （0426）60－1924

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－OO14 港区芝2－6　1 （03）5443　7041 （03）54435247

札幌支店 060－0031 札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル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）26卜3877

関東支店 105－0014 港区芝2－6－1 （03）5730－9431 （03）5730－9446

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 730－0022 広島市中区銀山町3－1　ひろしまハイビル21 （082）545－5120 （082）545－5123

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4　4　JPR博多ビル12　F （092）461　1021 （092）4611025

錦商事㈱ 103－0024 中央区日本橋小舟町14－4 （03）3639－8724 （03）3661－9594

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）62034640



社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

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

甲信越営業所 390－0833 松本市双葉10－22双葉町ビルB棟3F　312号 （0263）28－0335 （0263）28－0388

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

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 102－0074 千代田区九段南4－7－15JPR市ヶ谷ビル6F （03）5215－1242 （03）5215－1246
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日本臨床検査医学会　共催展示会

2005　EXHIBITORS’CATALOGUE

編集後記

　今年の共催展示会の開催に当り，恒例の展示目

録を作成しました。特に，体外診断用医薬品の生

化学，免疫血清分野での検査項目の順序を見直し

実務に使用し易いものとしました。

　年々，目的意識を持った医療関係者のご来場が

増えております。

　数多くの方々のご来場を期待しております。
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