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A＆TCorporation 株式会社工イアンドティー

Address
Yokohama　Plaza　Building，2－6，　Kinko－cho，

Kanagawa－ku，　Yokohama　221－0056］apan
住所

〒221－0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町2－6横浜プラザビル

URL http：／／www．aandt．co．lp／eng／ URL http：／／www．aandt．co．jp／

TEL／FAX ＋81－（0）45－440－5813　　＋81－（0）45－440－5821 TEL／FAX 045－440－5810　　　　　　045－440－5820

［About　Company］ ［会社概要］

Since　its　establishment　in　May　of　1978，　A＆T　has　been 1978年5月の創業以来、「医療の質の向上と、医療コストの削減

developing， manufacturing，　distributing　and　providing に貢献する」という志のもと、臨床検査に力、かわるC・A・C・L

services　in the　fields　of　C・A・C・L（Computers，　Analyzers， （Computers，　Analyzers，　Chemicals，　Lab－Logistics）

Chemicals， Lab－Logistics），　keeping　the　unchanged　mission： 全ての分野において、製品及びサービスの開発、製造、販売を行って
to　contribute to　quality　improvement　and　cost　reduction　in います。

medicaI　care．
展示ブースでは、 先進的な機能を搭載した新しい検体検査自動化

laboratory　will

Various　products　which　will　comprehensively　help　you　in　the

　　　　　　　　be　introduced　in　the　exhibition　booth，

including”CLINILOG　V4，，　the　new　laboratory　automation
品群をご紹介します。

システム「CLINILOG　V4」をはじめ、検査室を統合的に支援する製

system　equipped　with　advanced　functions．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Laboratory Automation　System：CLINILOG　V4 検体検査自動化システム：CLINILOG　V4

Laboratory Information　System：CLINILAN　LRP　Suite 臨床検査情報システム：CLINILAN　LRP　Suite

Blood　Coagulation　Analyzer：CGO2N，　CG101 血液凝固分析装置：CGO2N，　CG101
Glucose　Analyzer：GAO9 グルコース分析装置：GAO9
Diagnostic Reagents：IMMUNOTICLES　AUTO3　TP，　RPR 臨床検査試薬 ：イムノティクルスオート3T巳RPR

Abbott］apan　Co．，　Ltd， アボットジャパン株式会社

Address
3－5－27Mita，　Minato－ku，

Tokyo　108－6305］apan
住所

〒108－6305東京都

港区三田3－5－27住友不動産三田ツインビル西館

URL http：／／www．abbotしco．jp URL http：／／www．abbott．co．jp

TEL／FAX 03－4555－1000　　　　　　03－3457－6721 TEL／FAX 03－4555－1000　　　　　　03－3457－6721

［About　Company］ ［会社概要］
“APromise　for　Life”is　a　statement　that　describes－for　our 「APromise for　Life」一このキーワードは、私たちが常にお客様や社

customers， our　communities，　our　shareholders　and　all　of　our
会の皆様にお伝えしたい信念や価値観を表すものです。米国イリノイ

stakeholders　　　　　　　一what　we　believe　in　and　what　we　value，　and　what　we

strive　to　deliver　in　our　day－to－day　work．　Abbott　Laboratories，
州シカゴに本拠を置くアボットは、世界中の国々に診断薬・機器をは

headquaπered in　Chicago，川inois，　U．S．A．，　is　a　gbbal　healthcare じめ、医薬品、 栄養剤製品など、幅広いラインアップで質の高い製品

company　providing　comprehensive　line　of　products　and　services やサービスを提供する
of　diagnostics，

COntinUeS　tO

　　　　　　　　pharmaceuticals　and　nutrition　to　customers　all　over

the　world．　Abbott　Japan　celebrating　50th　anniversary　this　year

　　　　　　contribute　health　from　infancy　to　the　golden　years．

グローバルヘルスケアカンパニーです。今年創業50周年を

迎えるアボットジャパンは、新生児から高齢者まで、これからも皆様の

健康な生活のために貢献していきます。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

ARCHITECT⑧Analyzer∫2000SR ARCHITECT⑪ アナライザL12000SR
（Clinicalchemistry　Option　TBA－c16000　Attached　Type） （生化学測定オプションc16000付タイプ）

ARC聞TECT⑧Analyzer∫1000SR ARCHlTECT⑧アナライザー11000SR

CELL－DYN

CELL－DYN

（Clinicalchemistry　Option　TBA－c4000　Attached　Type）

　　　　　SAPPHIRE⑪

　　　　　RUBY⑪
セルダインサファイア⑧

（生化学測定オプションc4000付タイプ）

AbbottLink⑪
セルダインルビー⑪

AbbottLink＠
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Alfressa　Pharma　Corporation

Address

URL
TEL　FAX

2－2－9Kokumachi，　Chuo－ku，　Osaka　540－

8575
http：／／www．alfresa－pharma．co．jp／index，html

＋81－6－6941－0308 ＋81－6－6941－4861

［About　Company］
For　more　than　50　years，　Alfresa　Pharma　has　endeavored　to　contribute　to　the

improvement　of　medical　care　through　the　manufacture　and　sales　of

pharmaceutical　products，　diagnostic　reagents，and　medical　devices．

There　still　remain，　a　great　number　of　medical　fields　that　require　new　pioneering

efforts，　despite　the　progress　we　have　seen　in　medical　treatment　and

technology．

Amid　this　context，　our　Company　continues　with　steadfast　efforts　to　serve　the

medical　community　through　the　provision　of　products　of　the　highest　quality．　We

ha∨e　thus　far　been　able　to　develop　and　supply　a　number　of　advanced　products

hdifferent　areas，　including　sleep　disorder　and　epilepsy　treatments　in　our

specialty　area　of　neuropsychiatric　pharmaceuticals，　as　well　as　diagnostic

reagents　for　colorectal　cancer　screenings　and　infectious　disease　diagnoses－

these　in　addition　to　our　medical　devices，　including　surgical　sutures，　that　have

been　honed　over　many　years　of　upgrades　and　improvements．

But　the　fight　against　disease　knows　no　end．　As　part　of　our　efforてs　to　contribute

to　healthy，prosperous　iifestyles，　Alfresa　Pharma　will　continue　striving　to

develop　the

pharmaceuticals，diagnostic　products，　and　medical　devices　sought　by　society．　I

ask　for　your

ongoing　support　of　Alfresa　Pharma　as　we　progress

toward　these　goals．

［Main　Exhibit］

Auto　analyzer　for　FOBT”NS－Plus　C”POCT　products

アルフレッサファーマ株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒540－8575

大阪市石町二丁目2番9号
http：／／www．alfresa－pharma．co．jp／index．htm1

06－6941－0308 06－6941－4861
［会社概要］

当社は50年余りにわたり、医薬品・診断薬・医療機器の製造販売

を通して、医療向上への貢献を目指してまいりました。しかしながら、

治療法や医療技術は進歩したとはいえ、新たに開拓が必要な医療

分野は未だ数多く存在しております。

そのようななか、当社はより高品質な製品の提供を通じて医療現場

のお役に立つべく、地道な努力を続けております。得意とする睡眠障

害・てんかん等の精神神経疾患領域の治療薬、大腸がん検診、各

種感染症の診断に用いられる検査試薬、そして、長年にわたり改良

改善を積み重ねてきた手術用縫合糸等の医療機器の各分野で、

多くの先進的な製品を開発・提供してまいりました。

病との闘いに終わりはありません。アルフレッサファーマは、これからも社

会から求められる様々な医薬品・診断薬・医療機器の開発に挑戦

し、皆さまの健康で豊かな生活に貢献してまいります。今後とも変わ

らぬご支援をお願い申し上げます。

［主要出展品目］

便潜血自動分析装置ヘモテクトNS－Plus　C

その他POCT製品等

AR　BROWN　CO，，LTD．

Address

URL
TEL　FAX

Dai－ni　Marutaka　Bldg．，7－13－8，Ginza，Chuo－ku，

Tok　o　104－0061

htt　／www．arb－ls．com
＋81－3－3545－5720 ＋81－3－3543－8865

［About　Company］

Life　Science　Department　at　AR　BROWN　is　committed　to　dealing

with　innovative　and　unique　imported　scientific　products　based　on

advance　technology　such　as　Biotechnoiogical　products，Drug

Discovery　products，　Pharmaceutical　products，　Food　safety　products

and　Environmental　products．　In　the　biotechnology　and　drug

discovery　area，　we　are　supPlying　apParatus，　reagents　and

glassware　for　research　purpose　in　the　field　of　genomics，　proteomics

and　public　institutions　and　laboratories　and　production　process

sectors　of　private　companies．　We　are　providing　cutting－edge

technology　products　ande　reagents　for　contribute　actively　to　clinical

discipline．

［Main　Exhibit］

・Disposable　Hemocytometer　C－Chip　Medical

・ Disposable　Spam　and　Bacteria　counter　S－Chip

・ Quality　Control　Microoganisms

・ Biological　indicator

・ Human　MHk　Analyzer　HMA
・ Automatic　Cell　Counting　system　ADAM－MC
・ Automaic　Leucocyte　Counting　System　ADAM－rWBC

・Protein　Stabilizer

・ CeH　imaging　system〕uLI

・ POC　system　FREND

エア・ブラウン株式会社

住所

URL
TEL／FAX

〒104－0061
　京都中央区銀座7－13－8第2丸高ビル

htt www．arb－ls．com

03－3545－5720 03－3543－8865
［会社概要］

エア・ブラウン株式会社ライフサイエンス部は、バイオテクノロジー、創薬、医薬

品、食品関連、環境をテーマに海外からの輸入製品を中心とした先端技術

に基づく革新的かつユニークな商品群を取り揃えています。バイオデクノロ

ジー、創薬分野において遺伝子工学・タンパク工学・及び免疫学などの研究

用機器・試薬、及びガラス器具などの製品を理化学研究用製品を大学の

研究室、国公立研究機関をはじめ、民間企業の研究所へ提供しており、そ

の品質の高さ及び新規性は高い評価を得ております。今後は最新技術を

搭載した臨床向け機器、試薬などをご提供し臨床分野に貢南犬していきたい

ます。

［主要出展品目］

・ ディスポーサブル血球計算盤C－Chip　Medical

・ ディスポーサブル精子・バクテリア計算盤s－Chip

・ 標準菌株Microbiologic　s社製品
・ バイオロジカルインジケータ

・母乳成分分析装置HMA

・オートセルカウンターADAM－MC

・ 残存白血球数オートカウンターADAM－rWBC

・ たんぱく質安定化剤

・セルイメージングシステムコuLI

・ POCシステムFREND他
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ARKRAY， Inc． アークレイ株式会社

Address
KYOTO　MIYUKI　Bldg．10F／689　Takanna－

cho，Nakagyo－ku，　Kyoto　604－8153，］apan
住所

〒604－8153京都市中京区烏丸四条上ル

箏町689京都御幸ビル10F

URL http：／／www．arkray．co．jp／english／index．html URL http：／／www．arkray．co．jp／

TEL／FAX ＋81－50－5527－9301　　＋81－75－662－8977 TEL／FAX 050－5527－9301　　　　　075－662－8977

［About　Company］ ［会社概要］

ARKRAY，　Inc． is　a　manufacturer　of　medical　instruments　and　IVD アークレイは2010年に50周年を迎えた、医療用分析装置と体外診断薬を

devices．　In 2010，ARKRAY　celebrated　its　50th　anniversary． 扱う臨床検査総合メーカーです。糖尿病検査機器を中心に、尿検査機
ARKRAY　provides　diabetes　testing　devices，　urinalysis　equipment 器、POCT関連機器などを販売しており、商品の多くがトップシェアを争ってい
and　a　range of　POCT　devices　to　the　markets．　Many　of　these

ます。また、遺伝子検査の領域でも世界初の技術で遺伝子のSNP検査の
products　are　　　　　　leaders　in　their　respective　markets．　ARKRAY　has　also

achieved　fully－automatic　SNPanalysis　using　its　world「s　first
全自動化を実現しました。近年、機能性食品の素材原料の開発も進めて

technology． Over　the　past　few　years，　ARKRAY　has　also　been　very
おります。販売拠点・生産拠点ともに海外展開しており、商品は世界80力

active　in　the field　of　functional　foods．　The　company　has　a　number 国以上で使用されています。

of　sales　ofnces　and　factories　overseas，　and　provides　products　in アークレイは多彩なラインナップで臨床検査の効率化に貢献します。展示

over　80　countries．　ARKR．AY　continues　to　make　outstanding ブースでお待ちしております。

contributions　to clinical　testing　with　a　wide　range　of　products．　We ［主要出展品目］

look　forward to　seeing　you　at　our　booth． 全自動尿統合分析装置オーション八イブリッドTMAU－4050

［Main　Exhibit］ データ管理システム用ソフトメックネットTMミニラボ

Fully　Automated Integrated　Urine　Analyzer　AUTION　HybridTM　AU－4050
オーションスクリーン マイクロアルブミン／クレアチニン

Laboratory　data

AUTION　SCREEN

management　system　MEQNETTM　MINILABO

Microalbumin／Creatinine
遺伝子解析装置i－densyTM　IS－5320

Fully　Automated Gene　Analyzer　i－densyTM　IS－5320 デンシトメトリー分析装置スポットケムTMIL　SL－4720

Densitometry　analyzer　SPOTCHEMTM　IL　SL－4720 移動式遠心方式臨床化学分析装置

Centrifugal　clinical　chemistry　analyser スポツトケムTM バナリストSI－3610
SPOTCHEMTM BANALYST　SI－3610 グリコヘモグロビンAlcキットサンクHbAlc

epoc⑧Blood

Glycohemoglobin　Alc　kit　CinQ　Alc

　　　　　　Analysis　System
血液ガス分析測定装置工ポック

Asia　kizai Co．，Ltd， アジア器材株式会社

Address
Morino　1－27－14，　Sakaya　Building　3F 〒194－0022
Machida　City，　Tokyo

住所
東京都町田市森野1－27－14サカヤビル3F

URL http：／／asiakizai．co．jp／ URL http：／／asiakizai．co．jp／

TEL／FAX 042－723－4670　　　1　　042－728－0163 TEL／FAX 042－723－4670　　　1　　042－728－0163

［About　Company］ ［会社概要］

Asia　Kizai　is amaker　of　plastic　disposable　items　for　clinic アジア器材は、 臨床検査をはじめとする多くの分野で必要とされる「プ

eXaminatiOnS and　many　other　fields． ラスティックディスポーザブル製品」を扱う製造メーカーです。今まで現

We　enriched groups　of　items　by　answering　the　requests　of 場の方々からいただいた様々なご要望を形にすることで、製品ライン

cUents，　which we　regard　as　most　important． ナップを充実させて参りました。その姿勢は変わらずに、これ力、らも「現

Please　pay attention　to　the　new　released　items　from　Asia
場の方々の声」を大切にしながら新しい製品作りを進めていきます。

Kizai，　we　are ready　for　your　requests　and　do　not　hesitate　to
今後も続々リリースされるアジア器材の新商品にぜひご注目下さい。

create　new items　for　yOU．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

］apanese　Clinical　Lab　EXPO　2012 臨床検査機器・試薬EXPO　2012
・ Pac市co　Yokohama，Exhibition　Hall　A／B，　Booth　NαB－30 ・ 開催日： 10月11日（木）・開催時間：13：00－17：00
（Yokohama｛it》㌧］apan） 10月12日（金）　　　　　　9：30－17：30

・ October　11（Thu）13：00－17：00 10月13日（土）　　　　　9：30－16：00
12（Fri）　　　　　9：30－17：30

13（Sat）　　9：30－16：00

・ 会場：パシフィコ横浜展示場A／Bホール（ブースNoB－30）
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Beckman Coulter　K．K． ベックマン・コールター株式会社

Address
TOC　Ariake，3－5－7，　Ariake，　Koto－ku，

住所 〒135－0063東京都
Tokvo　135－0063〕apan 江東区有明3－5－7TOC有明ウエストタワー

URL http：／／www．beckmancoulter．co．jp／ URL httpl／／www，beckmancoulter．co．lp／

TEL／FAX 03－6745－4704　　　1　　03－5530－2460 TEL／FAX 03－6745－4704　　　1　　03－5530－2460

［About　Company］ ［会社概要］

Beckman　Coulter　de∨elops，　manufactures　and　markets 弊社は米国に本社を置き、世界120力国以上でビジネスを展開する

products　that simplify，　automate　and　innovate　complex グローバルカンパニーです。ライフサイエンス分野、臨床検査分野、粒

biomedical testing、　Ourdiagnostic　systems　are　found　in 子物性分野という3つの分野で事業を構成しており、幅広い製品・

hospitals　and other　critical　care　settings　around　the　world サービス・ソリューションをご提供しています。

and　produce information　used　by　physicians　to　diagnose
臨床検査分野の製品は、血液から必要な情報を得ることで患者を

disease，　make treatment　decisions　and　monitor　patients．
診断するために、 世界中の病院、医療関連施設の臨床検査技師の

Scientists　use　　　　　　　our　life　science　research　instruments　to　study

complex　biological　problems　including　causes　of　disease　and
方々にご採用いただいております。

potential　new therapies　or　drugs．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Diagnostic systems コールターセルラーアナリシスシステムユニセルDxH　800

・ Hematology コールターセルラーアナリシスシステムユニセルDxH　SMS
・ Chemistry 自動分析装置 AU5800
・ ImmunOaSSay 自動分析装置 AU680
・ Laboratory Information　Systems 全自動化学発光酵素免疫分析装置UniCel　DxI　800

エリスロポエチンキットアクセスEPO

DxH用血液検査ミドルウエアシステムBe－lis　Hema

臨床検査システムDx　Lab－LIS

BioDot　Japan，　Inc，

Address

URL
TEL　FAX

Geminis　II　5F，1－33－6　Hongo　Bunkyo－ku

Tok　o　113－0033］a　an
htt www．biodot．com

03－6801－5977 03－6801－5978
［About　Company］
BioDot］apan，　Inc．　was　established　as　an　affiliated　company　in

japan　of　U．S．　BioDot　on　February　22，2012．

BioDot　is　the　leading　supplier　of　system　tools　for　the　research，

development　and　commercialization　of　diagnostic　tests，　Our

mission　is　to　enabie，　inspire　and　educate　scientists　to

commerdalize　their　R＆D　ideas　through　to　manufactured　product．

Using　its　core　competencies　and　extensive　dispensing　portfolio，

cutting／slitting，　lamination，　and　strip　assembly，　BioDot　has

developed　a　range　of　equipment　for　the　research　and　development，

and　manufacture　of　rapid　tests．　In　addition　to　system　tools，　BioDot

a「so　offers　apPlication　studies，　preventative　maintenance　contracts，

and　IQ／OQ　services　globally．

［Main　Exhibit］

■Lateral　Flow■

Dispense　System／Cutting　Module／Lamination　SYstem

（Domestic　Product）

Automated　Device　Assembly　System／Vision　Inspection

System／Desktop　Lamination　Module

■BioSensor／BioChip■

Dispense　System

バイオドットジャパン株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒113－0033
　京都文京区　郷1－33－6ヘミニスllビル5F

htt www．biodot．com’a　an
03－6801－5977 03－6801－5978

［会社概要］

バイオドットジャパン株式会社は米国BioDot社の日本法人として

2012年2月22日に設立されました。

バイオドット社は非接触／接触タイプの微量分注・裁断・ラミネート

技術を核として、診断用検査試薬の研究・開発・生産用の多様な

機器を提供しています。特にイムノクロマト法試薬の作製用機器とし

ては、世界No．1の実績を誇ります。また非接触タイプ微量分注機

は、各種バイオセンサー・バイオチップの生産用として世界中で採用さ

れています。さらに、弊社は製品の応用に関する研究、定期メンテナ

ンス、設置・動作検証プログラムなども世界中で提供しています。

［主要出展品目］

■イムノクロマト法試薬、研究・開発～生産用機器■

分注プラットフォーム・モジュール、ラミネーションモジュール、カッティング

モジュール

（国内製関連機i器）八ウジングケース・アッセンブラー、塗布画像検

査システム、卓上簡易ラーミネーション装置

■バイオチップ・バイオセンサー、研究・開発用機器■

分注プラットフォーム・モジュール
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Bio－Rad Laboratories バイオ・ラツド ラボラトリーズ株式会社

Address
2－2－24，Higashi－Shinagawa，　Shinagawa－ku，

Tokyo　140－0002］apan
住所

〒140－0002東京都
品川区東品川2－2－24天王洲セントラルタワー20階

URL http：／／www．bio－rad．com／ URL http：／／www．bio－rad．com／

TEL／FAX ＋81363617070　　　＋81354638481 TEL／FAX 0363617070　　　　　　0354638481
［About　Company］ ［会社概要］

Bio－Rad　Laboratories　continues　to　play　a　leading　role　in　the バイオ・ラツド ラボラトリーズ株式会社は、米国力リフォルニア州八一

advancement　of　scientific　discovery　by　ofrering　a　broad　range　of キュリーズに本社を置くBio－Rad　Laboratoriesの日本法人です。

science　research

innovative　tools　and　services　to　the　clinical　diagnostics　and　life

　　　　　　　markets．　Founded　in　1952，　Bio－Rad　has　a　global
当社は診断薬事業およびライフサイエンス事業を中心に国内の大

team　of　more　than　7，000　employees　and　serves　more　than 学・病院・検査センター・研究機関などに最先端の研究用・対外診

100，0001aboratorゾ，　research　and　industry　customers　worldwide 断用の装置・試薬を販売しています。診断薬事業部では、輸血検

through　the　company’s　gbbal　network　of　operations．　Throughout 査・免疫血清学検査・精度管理用コントロールなど幅広い製品を提
itS　eXiStenCe， Bio－Rad　has　built　strong　customer　relationsh巾s　that

供し、各種検査・診断の品質向上に貢献しています。
advance　scientific　research　and　development　efrorts　and　support

the　introduction　of　new　technologY　used　in　the　growing　6elds　of

medical　diagnostics，　genomics，　proteomics，　drug　discovery，　food

safety，　and more． ［主要出展品目］

［Main　Exhibit］ 免疫蛍光分析装置 BioPlex　2200システム
BioPlex　2200　System－afully－automated，　random　access，　multiplex カード用全自動輸血検査装置IH－1000
testingρlatform

IH－1000－fully－automated，　walk－away　for　ID－Cards

Swing－Pipettor　for　ID－Cards

カード用分注機

カード用リーダー

Swing

Saxo

Saxo－Centrifuge　and　Reader　for　ID－Cards カード用リーダー Banjo
Banjo－Single　ID－Card　Reader バイオ・ラツド 輸血管理システム
Bio－Rad　Blood　Transfusion　System 輸血検査用 試薬各種
Avariety　of　reagents　for　immunohematology

Avariety　of　Quality　Control　products，　data　management　tools　and
精度管理用コントロール各分野の製品

services

BIOTEC　COワLTD

Address

URL
TEL　FAX

Furusawa　Bldg．2－29－4　Yushima，　Bunkyo－Ku，

Tok　o　113－0034］a　an
htt：／／www．biotec．co．’

03－3816－6931 03－3818－4554
［About　Company］

Established　in　1978，　BIOTEC　has　been　enjoining　the　high

reputation　as“A　total　planner　at　the　life　science＆diagnostic

instrument‘l　who　can　supply　high・・quality　products　as　well　as

excellent　services　in］apan．

In　addition，　we　have　also　been　involved　in　developing

products　and　designing　custom　equipments　that　meet　the

needs　of　our　customers．

It　means　that　we　will　supply　complete　devices　and

equipments　required　for　automatic　inspection　of　diagnostics

products，　from

［Main　Exhibit］

◆Continuous　automatic　dispensing／aspiration　system　EDR－

96RX
◆Compactly　designed　sampling　system　EDR－VS4C

◆Full　automatic　dropper　Eco　Shot

◆Compact　microplate　washer　for　ELISA　AMW－8R

◆Microplate　washer　for　96well　ELISA　plate　MW－96FR

◆Continuous　automatic　washer　for　96well　ELISA　plate

AMW－96SX

バイオテック株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒113－0034
　京都文京区湯　2－29－4古沢ビル

htt：／／www．biotec，co．’

03－3816－6931 03－3818－4554
［会社概要］

バイオテックは1978年の設立から「ライフサイエンス機器のトータルプラ

ンナー」として、世界最高水準のリキッド八ンドリング技術を核とした自

動機器を提供しています。分注機やプレートウォッシャー、リーダー等

のバイオテックオリジナル製品をはじめ、ユーザL様のご要望に合わせ

た特注機、そして診断薬メーカー様向けOEM製品と多岐に渡り健

康に携わる多くの人々へ自動機器を提供しています。確かな技術と

実績をカタチにして皆様へお届けします。

［主要出展品目］

◆新製品連続自動分注・希釈装置EDR－96RX
◆新製品コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシスデムEDR－VS4C

◆新製品1ch全自動ドロッパーEcoShot

◆新製品ELISA用コンパクトタイガレートウォッシャーAMW－8R

◆ELISA用96ウェル同時処理タイガレートウォッシャーMW－96FR

◆96ウェル同時・20枚連続処理プレートウォッシャーAMW－96SX
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CellaVision コapan　K．K． セラビジョン ジャパン株式会社

Address 〒220－812020F　Yokohama　Landmark　tower
住所

〒220－8120横浜市西区みなとみらい2－2－1

2－2－1Minatmirai，Yokohama 横浜ランドマークタワー20階

URL http：／／www．cellavison．com URL http：／／www．cellavision．se／？id＝4290

TEL／FAX 045－670－7110　　　　　　045－670－7001 TEL／FAX 045－670－7110　　　　　　045－670－7001

［About　Company］ ［会社概要］

CellaVision］apan　is　the　subsidiary　of　CellaVision　AB（Sweden）CellaVision　develops　and セラビジョンジャパン（株）はスウェーデン企業であるセラビジョンABの
markets　products　for　the　health　care　sector，　enabling　fast　and　firm　blood　cell　analysis　and

quality　assurance　of　morphology　diagnosis．The　company　has　cutt｝ng－edge　expertise　w｝thin 子会社です。ヘルスケア部門向けに、迅速で確実な血液細胞分析
sophisticated　digital　image　analysis，　artificial　intelligence　and　automated　m｝croscopy，　For

laboratories，　this　means　increased　efficiency，　a　simplification　of　the　procedures　and
と形態診断の精度保証を可能にする製品を開発、販売しています。

con∩rmed　pro∩ciency．The　product　line　includes　systems　for　automatic　blood　cell 精巧なデジタルイメージ解析技術、最先端の人工知能を組み合わ
difrerentials　and　software　for　differentiabroficiency　testing　and　education，　The　products

are　sold　to　hospital　laboratories　and　independent　commercial　laboratories．　Today
せた自動顕微鏡装置により、形態分類の効率性の向上、手順の簡

CellaVision　is　represented　in　Europe，　North　America　and　to　some　extent　in　Asia． 素化、確実な鑑別技能の習熟を実現できます。製品ラインには、自

動血液細胞分類装置と鑑別技能試験および教育用のソフトウェア

があります。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

DM96： 血液細胞分類装置セラビジョンDM96：

The　CellaVision⑧DM96　automatically　performs　a DM96は、 末梢血や体液塗抹標本上の細胞を自動分類します。末
preliminany　d肝erential　count　on　pe巾heral　blood　or　body 梢血では、 12種類の白血球と6種類の非白血球を自動分類。更に
fluid　smears． The　analyzer　pre－classifies　the　white　blood 6種類の赤血球形態の解析と血小板概算値測定機能も備えてい
cells，　pre－characterizes　parts　of　the　red　morphology　and

ます。分析結果は臨床検査技師がモニター上で確認、細胞グループ
provides　functionality　for　platelet　estimation．　The

毎に比較、 拡大出来るのが特長です。興味深い標本は、研究や教
preliminary

Technologist，

result　requires　veriflcation　by　a　Medical

　For　research　or　educational　purposes，　the　user
育用にデジタルスライドを作成することもできます。

may　create digital　slides　of　any　interesting　specimen．Cell

CENTRAL SCIENTIFIC　COMMERCE／INC． 株式会社セントラル科学貿易

Address NO，1－8－1，　YANAGIBASHI，　TAITOH－KU，　TOKYO，
住所 〒111－0052

111－0052，］APAN 東京都台東区柳橋1－8－1

URL http：／／www．cs（ゴP．co．jp URL http：／／www．csclp．co．jp

TEL／FAX ＋81－3－5820－1500　　　＋81－3－5820－1500 TEL／FAX 03－5820－1500　　　　　　03－5820－1515

［About　Company］ ［会社概要］

CSC　was　founded　in　1967， 私たち「セントラル科学貿易」は、世界で認められたクオリティーの高い

CSC　is　an importer　and　distributor　in］apan　of 機器・システムを、国内のユーザL向けに安心してご利用いただける

OScienti6c and　analytical　instruments． 製品としてお届けします。

OMedical　and pharmaceutical　products． 科学の進歩とともに多様化する皆様のニーズに私たちは最適な製品

を積極的に提案していきます。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Ocompact， portable　clinical　chemistry　system「Piccolo ○生化学・血液自動分析装置「Piccolo　Xpress」

Xpress」OEIectrolyte　Analyzer「PVA　EX－2」 ○電解質分析装置「PVA　EX－2」

OMxer｝Shaker「FINEPCR」 ○シェーカー「FINEPCR」

○「LabArmor Bead」 ○熱媒体金属ビーズ「ラボアーム・ビーズ」

ODry　Bath「GINGKO　BIO」 ○ドライバス・インキュベーター「GINGKOウォーターキューブ・シリー

ズ」
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DENKA　SEIKEN　Co．，Ltd，

Address

URL
TEL　FAX

1－1Nihonbashi－Muromachi　2－chome，　Chuo－ku，

Tok　o　103－8338　］APAN
http：／／denka－seiken．jp／english／index．html

03－6214－3231 03－6214－3241
［About　Company］

Denka　Seiken　started　out　as　a　manufacturer　of　vaccines　for

human　use．Later，we　became　involved　with　diagnostic

reagents　and　expand　ed　the　scope　of　our　business　activities

to　meet　the　needs　of　ourdiverse　customer　base，offering　our

product　lines，service，and　in－depth　knowledge　to　hospitals

and　dinics．Today，Denka　Seiken　has　established　itself　as　a

manufacturer　of　vaccines　and　diagnostic　reagents，making　us

unique　among　our　many　competitors　in　the　pha　rmaceutical

field．

［Main　Exhibit］

Cystatin　C－Latex”SEIKEN”

CRP－LatexX2”SEIKEN”〈1）ぐ

LASAY　auto　TPAb，　LASAY　auto　RPR

LASAY　auto　Insulin

デン力生研株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒103－8338
　京都　央区日 喬室町2－1－1

htt denka－seiken，’

03－6214－3231 03－6214－3241
［会社概要］

デン力生研は創立以来、感染症の撲滅に挑戦してまいりました。「予

防」という言葉をキーワードとして、研究開発型企業をめざし、各種ワ

クチンの製造と、幅広い臨床検査試薬の開発、製造に取り組んでい

ます。医薬品メーカーとしての重責を念頭に、社会の信頼と活力ある

人材を基盤に、世の中の変化に対応した特長ある質の高い製品を

世界に提供しております。人類の発展にともない感染症対策も新た

な時代を迎えております。デン力生研の使命もさらに重要となると考え

ております。今まで培ってきた技術をベースに、さらなる社会への貢献

を目指します。

［主要出展品目］

【汎用自動分析装置用ラテックス試薬】

シスタチンC一ラテックス「生研」

CRP一ラテックスX2「生研」〈IX

LASAYオートTPA　b、LASAYオートRPR

LASAYオートインスリン

Diba］apan　Corporation

Address

URL
TEL　FAX

Urban　Komazawa，28・・11　Komazawa　3－chome，

Setagaya－ku，　Tokyo　154－0012］apan

htt：／／www．dibaind．com／

＋81－3－5779－6772　　　＋81－3－3424－7255

［About　Company］

Diba］apan　was　established　as　a］apanese　business　office　of

Diba　Industries　Inc，　of　Connecticut　in　U．S．　in　February，

2009．

Based　on　the　experience　and　the　achievement　over　25　years

in　the　market　of　the　fluid　management　of　the　medical

equipment，　the　science　analytical　instrument，　and　laboratory

automation　in　Europe　and　the　U．S．，　we　manufacture　and

sell　the　products　according　to　the　needs　of　customers，　such

as　probes　and　custom－made　articles，　besides　standardized

goods　for　the　optimal　fluid　path　solution　such　as　tubing

［「＞lain　Exhibit］

Custom　and　Ready－made　components　for　fluid　handling　in

In－Vitro　Diagnostic　and　Scientific　Analysis　Instrumentation：

Tubing　Assemblies，　Probes，　Bottle　Caps，　Connectors，

Fittings，　LC　prep　columns

株式会社ディバジャパン

住所

URL
TEL　FAX

〒154－0012
京都　田谷区。沢3－28－11アーバン駒沢

htt：／／www．dibaind．com／

03－5779－6772 03－3424－7255
［会社概要］

弊社は米国コネチカットのDiba　Industries　Inc．の日本営業拠点

として2009年2月に設立しました。欧米での医療機器・科学分析

機器・研究所自動化の市場流体管理の市場における25年に渡る

経験・実績をもとに、国内のお客様に最適な流体パスソリューションを

提供すべく、チュービングパーツ・フィッティングパーツなどの規格品の

他、プローブやカスタム品などお客様のニーズに応じた製品を製造・販

売しております。

［主要出展品目］

1．医療機器や解析科学装置などに使用する流体処理用のカスタ

ム品と規格品：

フッ素重合体フレアとフェルール付きのチューブ・アセンブリ、レベルセン

サー付きの吸弓1／分注用プローブ、インライン試薬加熱器など。

2．研究所の分析器や分析システム内に使用する液体処理製

品：

特性ボトルキャップ、LCプレップカラム、チューブコネクタ、チューブアダプ

　ー　　　ノじレ’こ　 一“　オ：、“
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Excel－Creates，Inc． 株式会社工クセル・クリエイツ

Address Rm．1005　No．18　Matsuya Bldg．2－3－5，Andoji一
住所 〒542－0061

machi　chuo－ku　Osaka， ］APAN　542－0061 大阪府大阪市中央区安堂寺町2－3－5－1005

URL http：／／www．excel－creates．jp／ URL http：／／www．excel－creates．jp／

TEL／FAX ＋81－6－6766－2202 ＋81－6－6766－2201 TEL／FAX 06－6766－2202 06－6766－2201
［About　Company］ ［会社概要］

Wishi”Harvest”of　society，　and　continue　to　the　imagination， 社会の”実” （みのり）を願い、想像を続ける会社です。

Producing　a package　of　software　for medical　institutions，

and　sells，　Create　a　better　software， will　continue　to　provide， 医療機関向けのパッケージソフトウェアを製造、販売しております。

より優れたソフトウェアを創造し、提供し続けます。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Laboratory Information　System；FORZ 臨床検査情報システム： FORZ検査システム
General－purpose　Imageing　System；FORZ 汎用画像ファイリングシステム：FOR Z画像システム
Health　testing system；FORZ （X線画像・生理検査画像）

健診システム ：FORZ健診システム
Integrated Data　Management　System；FORZ

統合型データ管理システム FORZ

診療支援部門・検査部門を応援します。

Fapon　Biotech　Inc．

Address
6th　Floorβuilding　D2，TCL　Science　Park，1001　Zhong　Shan

Yuan　Road，Nanshan，　Shenzhen Guangdong，　China 住所

URL www．fapon．com URL
TEL／FAX 86－755－26019988 86－755－86216472 TEL／FAX
［About　Company］ ［会社概要］

Fapon　Biotech Inc．　founded　in　August　2001，　is specialized　in　developing，

producing　and marketing　high　qualitY　antigens＆ antibodies　which　can　be

widely　used　in immunodiagnostics，　biochemical diagnostics　and　nuclear

diagnostics． We　are　the　largest　antigen／antibody　manufacturer

with　ISO9001：2008　certification　in　China，specializing　in　infectious

diseases，Cardiology，Cancer　Markers，HAMA　BIocking　Reagent　and　food　safety

testing．Fapon’s professional　platforms　provide bulk　production，⊂ustomized

Ag／Ab　service　and OEM　contracts．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

antigens　and　antibodie　for

Infectious　diseases（HIV，HBsAg，HCV、Syphilis，TB，ToRCH，Malaria，Dengue，HTL＞
etc．），

Tumor　marker，

Fertility，

Cardiovascular disease，

Drug　of　abuse，

HAMA　BIo⊂king Reagent，

Food　safety　testing（clenbuterol），

customized　Ag／Ab service　and　OEM　contracts，

百qantibody，

Anstart　Taq　polymerase，

Proteinase　K，

Cystatin　C　recombinant　antigen，

Apo　AI　nati∨e antigen，

Apo　B　native　antigen
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Finggal　Link Co．，　Ltd． フィンガルリンク株式会社

Address 13－13，Higashi－komagata　2chome，
住所 〒130－0005

Sumida－ku．　Tokvo　130－0005］apan 東京都墨田区東駒形二丁目13－13

URL http：／／www．finggal－link．com／ URL http：／／www．finggal－link．com／

TEL／FAX 03－3625－6543　　　1　　03－3625－6545 TEL／FAX 03－3625－6543　　1　　03－3625－6545

［About　Company］ ［会社概要］

As　a　company　engaged　in　the　sale　of　the　life　science　system， 生命科学システムの販売に携わる企業として、世界各国から優れた医

we　deal　with　the　import　of　superior　medical　equipment　and 療機器の輸入と生体センサや医療業務支援システムの開発を手掛

the　development　of　a　biosensor　and　the　medical　service けております。わが社の特徴として単に機器を販売するだけでなく、徹

support　system　from　all　the　countries　of　the　world．　As　a 底したサービス、 装置の関連データ解析や支援ソフトの開発まで取り
characteristic　of　our　company，　not　only　we　sell　apParatus，

組みます。
but　also　wrestle　until　thorough　service，　the　allied　data

1．電気泳動、 一般検査、遺伝子検査、感染症検査2．臨床検査

software，

analysis　of　the　device　and　development　of　the　support
システム、バイオイメージング・ソリューション3．止血血栓・救急医療

4．リ八ビリ、理学療法5．呼吸機能、耳鼻咽喉6．輸血・免疫細胞

治療7健康ネットワークシステム
［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Minicap　Fully　Automated　Capillary　Electrophoresis　System Minicap 全自動キャピラリー電気泳動システム

Hydrasys　2 Scan　Multiple　Electrophoresis　System Hydrasys　2 Scan多項目電気泳動システム

Roller　20　PN Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Analyser Roller　20　PN 赤血球沈降速度自動測定装置

The　Verigene System全自動遺伝子解析装置
The　Verigene　System　The　fully　automated　molecular

platform

FU］IFILM Medical　Co．，Ltd． 富士フイルムメディカル株式会社

Address
798Miyanodai，　Kaisei－Machi，　Ashigarakami－

qun，Kanaqawa　258－8538，］apan
住所 〒106－0031

東京都港区西麻布2－24－30

URL http：／／www．fujifilm．com／products／medical／ URL http：／／fms．fuiifilm．co．lp／

TEL／FAX 81－465－85－4709　　1　81－465－85－2078 TEL／FAX 03－6419－8033　　1　　03－5469－2922

［About　Company］ ［会社概要］

FU］I　DRI　CHEM （FDC）is　Clinical　Bio　Chemistry　Analyzer　and 富士フイルムグループの医療事業を担う企業としてスタートして以来、医療

reagents　which has　been　sold　worldwide　more　than　25　years　since 情報ネットワークシステムや医療用デジタルイメージング機器当の販売、技術

1984，and　dominating　the］apanese　market　of　POCT　type　Bio サービスを提供しています。X線フィルムの高画質化を追及し続けその画像処
CliniCal　teSting．

the　slide　3）and

　　　　　　　FDC　has　roughly　30　tests　parameters　and　you　need

only　3　step　operation　for　testing，　such　as　1）set　the　sample，2）set

　　　　　　　press　start　button．　It　gives　result　within　2　to　6

理のノウ八ウを集結した、富士コンピューテッドラジオグラフィ（FCR）や医療画

像や診療情報を高速高品質で運用する医療情報統合システム

minutes　by　completely　automated　testing　flow．　Calibration，　a　time
「SYNAPSE」は、 いまや国内外間わず多くの医療機関でご使用いただいて

consuming process．　is　also　not　required．　By　adopting　FUJIFILM「s います。近年では乳がん検診のための高精細デジタルマンモグラフィ、胃・大

unique　and core　technology，　FDC　is　providing　further　possibilities 腸がん検診に医療区を発揮する高画質内視鏡など、医療の様々な領域に

of　clinical　chemistry　testing． 先進の技術と商品をお届けし、医療診断をサポートしています。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Automated Clinical　Chemistry　Analyzer デンシトメト1」一分析装置富士ドライケムIMMUNO　AG1

FU］I　DRI－CHEM　7000i 多項目生化学分析装置富士ドライケム7000「Z」

FU］I　DRI－CHEM　4000i 多項目生化学分析装置富士ドライケム4000

アンモニア専用機 富士ドライケム100N

検査データ処理支援システムMiniNet－Neo

設備不要・即時検査のドライケムは院内検査のみならず，インフルエンザを

代表とする世界的な感染症：パンデミックや災害時の対策としても，より一

層お役立ていただけます。
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FU］IREBIO　INC，

Address

URL
TEL　FAX

2－62－5，Nihonbashi－Hamacho，　Chuo－ku，

Tok　o　103－0007　］APAN
http：／／www．fujirebio．co．jp／english／index．html

03－5695－9217 03－5695－9232
［About　Company］
LUMIPULSE⑧f（forte）has　been　widely　used　in］apan，　with　sales　of

beyond　a　thousand　systems　from　1996．　LUMIPULSE⑧G600（S）and

L2400（Presto⑧II）joined　the　series　lineup　in　2005　and　LUMIPULSE

⑧G1200　was　Iaunched　in　2008　in］apan，

We　are　also　developing　immunoassay　test　kits　for　those　automated

systems　induding　reagents　for　infectious　diseases，　tumor　markers

and　various　kinds　of　hormone　and　iifestyle－related　disease，　which

meet　high　clinical　needs．

Ail　of　the　LUMIPULSE⑧series　are　equiped　with　all　test　items　in　the

menu　in　order　to　respond　to　the　various　needs　of　ourcustomers　by

supplying　highly　reliable　data，　offering　from　a　single　test　solution　to

ahigh　throughput　capability．

［1＞1ain　Exhibit］

Chemiluminescent　Enzyme　ImmunoassaY　System　LUMIPULSE⑧

G1200
Chemiluminescent　Enzyme　Immunoassay　SYstem　LUMIPULSE⑧

L2400

Automated　urine　Microscopy　System　iQ200SPRINT

Automated　Urine　Microscopy　System　iQ200ELITE

Urine　Chemistry　System　iCHEMVELOCITY

富士レビオ株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒103－0007
　京都中央区日　喬浜町2－62－5FRビル

htt www．fu’irebio．co，’

0120－292－832 03－5695－9234
［会社概要］

1996年に発売したルミパルス⑧フォルテは、1000台を超える設置実

績を持ち、そのシリーズ機器として、2005年にルミパルスPresto⑧

1、ルミパルス⑧S、2008年にはルミパルス⑧G1200を発売しました。

また、システム試薬には臨床ニーズの高い、感染症、腫瘍マーカー、

各種ホルモン、生活習慣病関連検査試薬などを開発しております。

ルミパルス⑧シリーズすべてにこれらの測定試薬を取り揃え、1テストか

ら大量検体処理まで、幅広いお客さまのニーズに信頼性の高いデー

タでお答えします。

［主要出展品目］

免疫発光測定装置

免疫発光測定装置

尿沈渣分析装置

尿沈渣分析装置

尿化学分析装置

ルミパルス⑧G1200

ルミパルスPresto⑧　ll

アイキュー200スプリント

アイキュー200エリート

ァイケムヴェロシティ

FUKUDA　DENSHI　CO．，LTD．

Address

URL
TEL　FAX

3－39－4，Hongo，Bunkyo－ku，Tokyo

113－8420］a　an
htt：／／www．fukuda．co．’／

03－5802－6600 03－5684－4888
［About　ComPanY］

We　have　been　engaged　in　developing　and　selling　medical

engineering　equipment　for　ca　rdioci　rculato　ry　system　in

particular，　We　are　a　manufacturer　specialized　in　medical

instruments，　which　provides　products　and　services　utilizing

ouraccumulated　wide－ranging　resources　in　the　medical　field

to　offer　total　supporピ，from　medical　e×amination　to　medical

treatment　and　emergency，　and　even　home　medical　care．”In

bringing　the　Point－of－Care－Testing　closer　and　accessible，　we

mostly　welcome　your　visit　to　our　booth，　lined　with　series　of

product　for　numerous　Iaboratory　testing．

［Main　Exhibit］

Automated　blood　cell　counter　CRP　measuring　device

LC－667　CRP

Automated　blood　ceil　counter　LC－660

Automated　CRP　measuring　device　LT－130

Glucose　analyzinger　Antsense　III

フクダ電子株式会社

住所

URL
TEL／FAX

〒113－8483
　京都文京区　郷3－39－4

htt www．fukuda．co．’

03－5802－6600 03－5684－4888
［会社概要］

心臓循環器系を中心にME機器の開発・販売に携わって参り

ました。医療分野の幅広い資源蓄積により「検査から治療・

救命救急そして在宅医療」までトータルにサポートできる製品

とサービスを提供する医療機器専門メーカーです。POCT検査

を目指し、各種検体検査製品を取り揃え、皆様のお越しをお

待ちしております。

［主要出展品目］

自動血球計数CRP測定装置　LC－667CRP
自動血球計数装置　LC－660

自動CRP測定装置LT－・130
グルコース分析装置アントセンス皿
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FUSO　PHARMACEUTICAL　INDUSTRIES，LTD， 扶桑薬品工業株式会社

Address
2－3－11，Morinomiya，］oto－ku，　Osaka

536－8523
住所 〒536－8523

大阪市城東区森之宮2丁目3番11号
URL http：／／www．fuso－pharm．co．lp／ URL http：／／www．fuso－pharm．co．jp／

TEL／FAX 06－6969－1131　　　1　　06－6962－0173 TEL／FAX 06－6969－1131　　1　　06－6962－0173

［About　Company］ ［会社概要］

Since　the establishment　of　our　company　in　1937， 1937年の創立以来、扶桑薬品工業株式会社は血液透析

FUSO　PHARMACEUTICAL　INDUSTRIES，LTD，　has　been 液、生理食塩液、輸液剤のような、医療にとって必須の医薬

engaged　in the　stable　supply　of　the　basic 品の供給に携わっています。1993年、ポータブル血液分析
pharmaceutical　products　such　as　hemodialysis 器”i－STAT11及びカートリッジの販売を開始しました。
solution， saline　solution，　infusion　solution，　etc．

indispensable for　medical　treatment．　Fuso　has　started

the　sale　of Portable　Blood　Analyzer　I’i－STAT‘I　and　the

cartridges in　1993．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

i－STAT　1： Portable　Bbod　Analyzer アイ・スタット：ポータブル血液分析装置（血液ガス・電解質）

CDS：Central　Data　Station（System） CDS： セントラル・データ・ステーションシステム

Gardner Denver］apan　Ltd． ガードナー・デンバー株式会社

Address
1794，Nippa－cho，　Kohoku－ku　Yokohama－shi，

Kanagawa　223－0057
住所

〒223－0057

神奈川県横浜市港北区新羽町1794

URL http：／／www．　d－thomas．lp URL http：／／www．gd－thomas．lp

TEL／FAX
。4与53含。39。1。4与533｛B91

TEL／FAX 045－533－0390　　1　　045－533－0391

［About　Company］ ［会社概要］

Gardner　Denver　Thomas　has　been　meeting　the　pump　and ガードナー・デンバー株式会社卜一マス事業部は、50年以上にわたり、OEM

compressor　needs　of　OEMs　for　over　50　years．　Simply　put，　we’re 用の真空ポンプおよびコンプレッサーのニーズにお応えした実績のあるOEMの

specialists　in serving　original　equipment　manufacturers．　In　fact， スペシャリストです。実績として、弊社で製造している製品の90％以上が
over　90％of　even／thing　we　produce　goes　into　an　OEM　producし

OEM製品としてお客様の装置に組み込まれています。

depends　on

We　know　that　the　performance　of　our　customers’design　ultimately

　　　　　　the　quality　and　dependability　of　its　components．　That’s

why　so　many　original　equipment　manufacturers　of　medical

製品性能は、

このポリシーで、

最終的に構成部品の品質と信頼性によると考えます。弊社は

多くの医療機器、分析装置、一般産業製品の装置メーカー

equipment， analysis　unit　and　industrial　products　have　entrusted からの信頼を得ています。

their　reputations　to　Thomas． 弊社では、プロトタイプから製造まで、お客様の細かなニーズに対応したオー

With　this　vast product　offering，　Thomas　can　design　an　ideal， ダーメードの理想的な加圧、真空ソリューションを提供しています。

custom　pressure or　vacuum　solution　that　can　be　prototyped　and

manufactured to　meet　our　customers’precise　needs．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

We　will　exhibit WOB－L　piston，　air／liquid　diaphragm　pump， 当日は、WOB－Lピストンポンプ、エア／液体ダイアフラムポンプ、ロータ

rotaryvane pump，　peristaltic　pump　and　labo　use　pump リーベーンポンプ、 ペリスタルティックポンプ、ラボ用ポンプ（Welc　hブラ

（Welch　brand） ンド）を出展致します。
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HAMAMATSU　PHOTONICS　K．K． 浜松ホトニクス株式会社

Address
314－5，Shimokanzo，　Iwata－cuty，　Shizuoka一

住所
〒438－0193

pref． 静岡県磐田市下神増314－5

URL http：／／jp．hamamatsu．com／ URL http：／／jp．hamamatsu．com／

TEL／FAX 0539－62－5248　　　1　　0539－62－2205 TEL／FAX 0539－62－5245　　1　　0539－62－2205

［About　Company］ ［会社概要］

HamamatSU Photonics，　as　a　technological　group　of　light，　is 当社は、光の技術集団として光の極限を追求し、次々に未踏の分

pursuing　the limit　of　light，　carving　out　unexplored　fields　one 野を切り拓き、 幅広い分野で活躍しています。

after　another， and　taking　an　active　part　in　a　wide　range　of

fields，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Immunochromato　Reader イムノクロマトリーダ

HEIWA　MEDIC　Co．，Ltd，

Address

URL
TEL　FAX

8－135，Kamiokamoto－machi，　Takayama－

shi　Gifu－ken　506－0055　］APAN
htt www．heiwamedic．com

0577－33－0511 0577－33－0819
［About　Company］

◆We　Heiwa　Medic　Co．，Ltd．　have　been　manufacturing　the

hygiene　products　mainly　cotton　swabs　in　Takayama－shi，

Gifu－ken　where　overlooked　the　magnificent　Northern

Alps　for　nearly　50　years．　We　manufacture　the　cotton

swabs　of　various　uses　and　standards　to　meet　the

demands　of　the　customer．

In　this　exhibition，　we　introduce　the　medical　swab
1’

Specimen　collection　swabs’t　which　we　developed　by

making　use　of　the　original　technique　cultivated　for　many

years．　By　manufacturing　them　in］apan，　we　promise　high

quality　and　stable　supply　for　them．

　※ISO　9001＆ISO　13485　Aquired
［Main　Exhibit］

①Specimen　collection　swab（Polyester　tYPe／Rayon　type

／Cotton　type）

②〃（PolYurethane　sponge　type）
③　　　　〃　　　　（Cotton　pile　flocked　type）

④Protection　case（for　the　swabs　mentioned　above）

平和メディク株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒506－0055
岐阜県高山市上岡本町8丁目135番地

htt www．heiwamedic．com
0577－33－0511 0577－33－0819

［会社概要］

◆私たち平和メディク株式会社は、雄大な北アルプスを望む岐阜県

高山市で、綿棒を主とした衛材製品の製造を50年近くに渡って営ん

できました。お客様のニーズに合わせた、様々な用途・規格の綿棒を

製造しています。

今回の展示会では、弊社が長年培った独自の技術を生かし開発

した医療用綿棒「検体採取用スティック」をご紹介させていただきま

す。

日本での製造で、高い品質と安定した供給をお約束いたします。

　※医療機器製造業・製造販売業許可取得

　※ISO　9001、　ISO　13485取得

［主要出展品目］

①検体採取用スティック（ポリエステル・レーヨン・綿タイプ）

②〃（スポンジタイプ）
③〃（フロックスワブタイプ）
④（上記スティック用）保護iケース
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Helena　Laboratories］apan　Co．，　Ltd． 株式会社ヘレナ研究所

Address
9－21－19Tokiwa，　Urawa－ku，　Saitama－Shi，

Saitama－Ken，330－0061〕apan
住所

〒330－0061埼玉県
さいたま市浦和区常盤9－21－19

UR．L http：／／www，helena．co．lp／ URL http：／／www，helena．co．lp／

TEL／FAX 048－833－3208　　　1　　048－833－3273 TEL／FAX 048－833－3208　　1　　048－833－3273

［About　Company］ ［会社概要］

Helena　Laboratories　is　a　clinical　laboratory　instrument　and ヘレナ研究所は臨床検査関連の機器、試薬を製造販売する会社

reagent　manufacturer　especialy　for　electrophoresis であり、とりわけ電気泳動装置関連商品を中心に取り扱っています。

apparatus． Ourclients　include　major　medical　centers，　small 大規模病院から中小病院、検査センター、個人ドクターの研究所ま
hospitals， large　reference　laboratories　and　smalbrivate で幅広い顧客に支えられております。
doctor‘s　laboratories．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Epalyzer2 plus（Automated　System　for　Gel日ectrophoresis） エパライザ2プラス（全自動電気泳動分析装置）

V8（Automated System　for　CapillanゾElectrophoresis） V8（キャピラリー電気泳動装置）

SPIFE　3000 （Autamated　System　for　IFE） SPIFE3000 （自動免疫固定法装置）
QuickScan （Densitomater） クイックスキャン （デンシトメーター）

Hitachi　Aloka　Medical，Ltd， 日立アロカメディカル株式会社

Address
6－22－1，Mure，　Mitaka－shi，Tokyo　181－8622

住所
〒181－8622

］apan 東京都三鷹市牟礼6－22－1
UR．L http：／／www．hitachi－aloka．co．jp／english／ URL http：／／www．hitachi－aloka．co．lp

TEL／FAX 0422－45－5502　　　1　　0422－45－5704 TEL／FAX 0422－45－5502　　1　　0422－45－5704

［About　Company］ ［会社概要］

Hitachi　Aloka Medical　applies　wisdom　and　creativity　to 日立アロカメディカルは、英知と創造力により、優れた価値を提供し、

provide　excellent　value　and　contributes　to　people’s　health 人々の健康と豊かな社会の実現に貢献します。

and　an　afrluent　society．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Automated Sample　Preparation　System 検体前処理モジュールシステム

Sample　Preparation　System 検体前処理分注装置
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Hitachi　High－Technologies　Corporation 株式会社日立八イテクノロジーズ

Address
24－14，Nishi－shimbashi　1－chome，　Minato一

住所 〒105－8717

ku，TokVo　105－8717．］APAN 東京都港区西新橋一丁目24番14号
URL http：／／www．hitachi－hitec．com／global／science／ URL http：／／www．hitachi－hitec．com／science／

TEL／FAX ＋81－3－3504－7211　1　＋81－3－3504－7756 TEL／FAX 03－3504－7211　　1　　　　03－3504－7756

［About　Company］ ［会社概要］

【Bringing　the frontier　to　the　forefront．】 「最先端を、 最前線へ。」

As　the　name suggests，　Hitachi　High－Technologies　is　a　unique 日立八イテクノロジーズは、「八イテクソリューション事業におけるグローバルトッ

corporation that　specializes　in　the　field　of　cutting　edge プを目指す」という企業ビジョンのもと、科学・医用システム、電子デバイスシ

technologies． Based　upon　a　corporate　vision　of“Becoming　a
ステム、ファインデックシステム、産業・ITシステム、先端産業部材の5つの事

globa川eader

four　business

　　　　　　　in　high－tech　solutions，’1　we　provide　solu匂ons　in

　　　　　　　segments，　namely　electronic　device　systems，　life

sciences，　information　systems　and　electronic　components，　and

業領域で、　　　　　「最先端」の製品やソリューションを、グローバルなネットワークを

駆使し、「最前線」のお客様へご提供しています。

advanced industrial　components，　to　the　front　lines　in］apan　and

around　the world．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Automatic Analyzer 臨床化学自動分析装置
Pre－Analytical Automation　System 検体検査自動化システム
Hitachi－brand cleaning　solutions　and　calibrations 純正消耗品
Laboratory Information　System 臨床検査システム

IDS　Co．，LTD 株式会社アイディエス

Address 8－14－30Nagamine－higashi，

Kumamoto　861－8038
住所 〒861－8038

熊本県熊本市東区長嶺東8－14－30

URL http：／／www．idsma．com URL http：／／www．idsma．com

TEL／FAX 096－380－4225　　　　　　096－389－2077 TEL／FAX 096－380－4225　　　　　　096－389－2077

［About　Company］ ［会社概要］

Specializing ”

Laboratory　Automation　System”，　IDS　has　achieved　its 株式会社アイディエスは医療用「検体搬送システム」において、世界

largest　market　share　globally．　The　Integrated　Manufacturing のトップシェアを誇る「検体搬送システム」の専業メーカーです。
System，　from

manufacturing

product　planning　through　design，　parts

＆assembling　throughout　system　servicing＆
自社工場を活用した一貫生産で、開発・設計・加工・製造・販売・

maintenanCe， allows　us　to　provide　the　stable　supply　of　quality メンテナンスまでを自社で行なうことにより、高品質な製品を安定供

products．　Use　our　experience　to　develop　the　only　solution　that 給するだけでなく、様々なカスタマイズにも対応します。お客様のニー

meets　your　needs　and　fits　your　laboratory． ズとラボの広さ・レイアウトに合わせて、最も使いやすいお客様のラボだ
We　deliver　our　user　friendly　products　to　the　clinical　sites　around　the

けの「検体搬送システム」を構築いたします。
world．

国内はもとより世界の医療現場に届けております。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

●Front－end Sample　Processor：：IDS－CLAS　3600 ●フロントエンド分注装置：IDS－CLAS　3600

●Fully　Automated　Urine　Aliquotter：IDS－CLAS・Hr ●全自動尿分注装置：IDS－CLAS・Hr

（other　Product Line） その他取り扱い商品

・ Streamline Sample　Processor：IDS－CLAS　8000 ・ ストリームライン検体搬送システムIDS－CLAS　8000

・Front－end Sample　Processor：IDS－CLAS　6000 ・ フロントエンド分注装置 IDS－CLAS　6000

・Discrete Sample　Processor：IDS－CLAS　5000 ・ ディスクリート検体搬送システム　IDS｛LAS　5000

・ Front－end Sample　Processor：IDS－3000 ・ 分注装置 IDS－3000
・ Front－end Sample　Processor：IDS－2000PLUS ・ 分注装置 IDS－2000PLUS
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1．L］apan　Co．，　Ltd アイ・エル・ジャパン株式会社

Address Sigma　Bldg，6F，3－7－12，　Shibaura，　Minato－

Tokvo　108－0023，］apan
住所 〒108－0023

東京都港区芝浦3－7－12シグマビル6F

URL http：／／wwwJnstrumentationlaboratory．com／jp／ URL http：／／www．instrumentationlaboraton／．com／jp／

TEL／FAX 03－5419－1301　　　1　　03－5419－1302 TEL／FAX 03－5419－1301　　1　　03－5419－1302

［About　Company］

Founded　in　1959，　Instrumentation　Laboratory　is

headquartered　in　Bedford，　Massachusetts，　USA　and　has

operations　worldwide．　We’re　an　integral　part　of　Werfen

Group，　a　global　healthcare　corporation　dedicated　to

delivering　the　highest　quality　in　vitro　diagnostic　products，

medical　devices　and　scientific　instruments，　With　outstanding

scientific　resources　and　through　industry　alliances　and

strategic　acquisitions，　Werfen　Life　Group　helps　medical

professionals　evepゾwhere　improve　the　quality　of　care．

［Main　Exhibit］

Blood　Gas　Analyzer　GEM　Premier　4000

Blood　Gas　Analyzer　GEM　Premier　3500

Coaguration　Products

［会社概要］

アイ・エル・ジャバン㈱は、ワェルフェンクルーフの一員であるイン

スツルメンテイション・ラボラトリー（IL社）の日本法人です。ウェ

ルフェングループは、体外診断薬をはじめとして医療機器およ

び科学機器分野に特化した製品を提供し、グローバルにヘル

スケアビジネスを展開している企業グループです。アイ・エル・

ジャパン㈱は、臨床検査領域のあらゆるニーズに答え、医療の

専門家の皆様に、最も有用で価値あるソリューションをお届け

できる活動を積極的に展開しています。

［主要出展品目］

血液ガス分析装置　GEMプレミア4000
血液ガス分析装置　GEMプレミア3500

血液凝固関連製品ほか

Immucor K，K 株式会社イムコア

Address
Palazzo　Siena　5F，2－4－6　Higash卜Shimbashi，

Minato－ku，　Tokyo　105－0021］apan
住所

〒105－0021
東京都港区東新橋2－4－6パラッツオシエナ5F

URL http：／／www．immucor．com／site／home＿orig．jsp？lang＝ja URL http：／／www．immucor．com／site／home＿orig．jsp？lang＝ja

TEL／FAX ＋81－3－5777－4524　1　＋81－3－5777－4529 TEL／FAX 0120－16－4521　　1　　03－5777－4529

［About　Company］ ［会社概要］

Immucor，　Inc． is　a　global　in∨itro　diagnostics　company イムコアは輸血検査分野に特化した世界的な臨床検査試薬・機器

specializing in　the　area　of　pre－transfusion　diagnostics．　We メーカーです。病院検査室、検査センター、血液センターで輸血前検

develop，　manufacture，　and　sell　products　used　by　hospital， 査に使用される製品を開発、製造、販売しています。イムコアは従来

blood　banks， clinical　laboratories，　and　blood　donor　centers 用手法で行われていた輸血検査を自動化する機器の開発によりこ
to　detect　and identify　certain　properties　of　human　blood

の分野に革命を起こしました。
prior　to　patient　transfusion．　We　have　revolutionized　the

industry　through　ourdedication　to　automating　manual

processes　in the　blood　bank　laboratory．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

NEO（Fully　Automated　Blood　Testing　Instrument） 全自動輸血検査装置NEO
ECHO（Fully　Automated　Blood　Testing　Instrument） 全自動輸血検査装置ECHO
QpS（Transfusion　Management　system） 輸血管理システムQPS
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Invetech Pty，　Ltd． 株式会社 Invetechインベテック

Address 495Blackburn　Road，　Mt　WaverleY

（Melbourne），　VIC　3149，　Australia
住所

495Blackburn　Road，　Mt　Waverley
（Melbourne），　VIC3149，　Australia

URL http：／／www．invetech．com．au URL http：／／www．invetech．com．au

TEL／FAX ＋61392117700　　1　＋61392117703 TEL／FAX ＋61392117700　1　＋61392117703
［About　Company］ ［会社概要］

Invetech　designs，　engineers　and　manufactures　biomedical Invetechは、 世界中のお客様を対象に、バイオメディカル機器の委

instruments　for　companies　around　the　world． 託設計・開発・製造を承ります。

We　develOP consumables，　medical　devices，　life　science　and 消耗品、医療機器、生命科学、IVD機器の開発を通して、お客様
IVD　platforms　that　deliver　market　success　to　our　clients． に市場での成功をお届けします。

We　have　a 30year　track　record　of　developing　highly　reliable
過去30年にわたり、新興企業力、ら多国籍企業まで幅広いクライア

and　innovative instrument　solutions　for　start－ups　through　to
ントに、高信頼性と革新性に満ちた機器ソリューションを数多く提供し

mUlti－natiOnal

We　work　with

helping　them

companies．

anumber　of］apan’s　diagnostic　leaders

innovate　and　develop　more　competitive

て参りました。

日本の主要な医療診断企業様にも、国内市場はもとより海外輸出

instruments　for　both　the　domestic　and　international　export
市場に向けて、 競争力のある革新的な製品創りのお手伝いをさせて

markets．
いただいております。

We　are　ISO 13485compliant　for　devebpment　and Invetechは、 ISO13485認証を受けた開発・生産施設および

manufacturing，　Ourdevelopment　processes　are　compliant FDA　QSRに準拠した製品開発プロセスを有しています。

with　FDA　QSR （Quality　System　Regulation）． ［主要出展品目］

［Main　Exhibit］

Itec　Hankyu Hanshin　CO．，LTD アイテック阪急阪神株式会社

Address Hanshin　Noda　Center　Bldg，，1－1－31

Ebie，Fukushima－ku，Osaka　553－0001
住所 〒553－0001

大阪府大阪市福島区海老江1－1－31

URL http：／／www．itec．hank　u－hanshin．co．jp／ URL http：／／www．itec．hankyu－hanshin．co．jp／

TEL／FAX
。G6456．5223〔。6．6456．5252

TEL／FAX 06－6456－5223　　1　　06－6456－5252

［About　Company］ ［会社概要］

Itec　Hankyu Hanshin，　Inc．　is　performing　the　solution　proposal　from　the アイデック阪急阪神株式会社は、阪急阪神東宝グループの一員として、さま

visitor’s　viewpoint　with　the　flexible　posture　from　experience　which ざまな業種の業務ノウ八ウを培った経験から、柔軟な姿勢でお客様の視点に
cultivated　the　operating　know－how　of　various　types　of　industry　as　a

立ったソリューション提案を行なっております。

Adomain　identity

member　of　Hankyu　Hanshin　Toho　Group．

　　　　　　　　makes　a　medical　system　the　start，　are　enterprises，
事業領域は、 医療システムをはじめとし、インターネット・プロバイダやウェブ制

such　as　outsourcing，　and　building－related　supervisor　control　and 作、、データセンターサービス等のアウトソーシング、ビル関連の監視制御や昇

elevator　sale　of　Internet　providers，　web　work，　data　center　services，　etc．， 降機販売といった事業で、広範囲に展開しております。

etc．，　and　is　developing　it　broadly． 今後とも、最先端の技術で社会の発展に貢献できる企業を目指し、常に新
Aiming　at　the　companY　which　can　cOntribute　to　social　development　with

しいことにチャレンジして、価値のあるITソリューションの創造を行い、お客
the　state－of－the－art　technobgy，　an　always　new　thing　is　ch訓enged　and

worthy　IT　solution　is　created　in　the　future，　and　it　strives　in　order　to
様の信頼に応えるべく通進してまいります。

respond　to　a viSitOr1S　relianCe．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

「MELAS－i」 ・ 総合臨床検査システム「MELAS－i」

MEDICAL LABORATORY　ADVANCED　SYSTEM ルーチン業務だけでなく、検査部業務をサポートする検査システムです。

「ICT　Mate」 ・ 感染制御支援システム「ICT　Mate」

INFECTION CONTROL　TEAM　SUPPORT　SYSTEM 実務にあった機能のご提供により、感染対策業務をサポートします。

「BCT　Mate」 ・微生物検査システム「BCT　Mate」

The　paperless system　of　a　microbiological　inspection 微生物検査のペーパーレス化を実現するシステムです。

「Path　Mate」 ・ 病理診断支援システム「Path　Mate」

COMPUTER－AIDED　PATHOLOGY 組織診、細胞診の診断業務を支援するシステムです。
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］EOL　LTD． 日本電子株式会社

Address
3－1－2，Musashino，Akishima－city，Tokyo

196－8858
住所

〒196－8558
東京都立川市曙町2－8－3新鈴春ビル9階

URL http：／／www．leol．com URL http：／／www．jeol．co．jp

TEL／FAX 042－528－3381　　　　　　03－528－3386 TEL／FAX 042－528－3325　　　　　　042－526－5096

［About　Company］ ［会社概要］

As　the　world’s「eading　manufacturer　of　electron　microscopes　and ］EOLグループは、電子顕微鏡をはじめ理科学、計測機器のトップ

other　scientific　and　metrological　instruments，］EOL　is　making　great メーカーとして、 60年を超えて築き上げてきた貴重な歴史を礎に、こ
strides　in　research　and　development．　The　company’s　priman〆goal

is　to　provide　the　best　possible　products，　technologies，　and　supPort
れからも高い技術力の飛躍をはかっていきます。

that　will　enable　customers　to　advance　theirwork．
また、］EOLグループはグルーバル化にいち早く対応し、世界的規模で

In keeping　with　the　trend　of　globalization，］EOL　Group　is　pushing 高級理科学機器の開発． 製造．応用などを推し進め、多くの実績

forward　with　the　development，　manufacture，　and　applications　of と成果を上げCきました。

high－end　scientific　instruments　on　an　international　scale．］EOL さらに、新しいソリューションも視野に入れ、変化に柔軟に対応すると

maintaining　a

Group　is　quick　to　adapt　new　solutions　into　its　vision　while

　　　　　　highly　stable　corporate　structure．
同時に盤石な企業として発展していきます。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ αnical　Biochemistry　Analyzer・BioMajesty； ・ 自動分析装置 BioMajesty

］CA－BM　Series ］CA－BMシリーズ

JCA－BM6010／6050／6070／9130／8000series ］CA－BM6010／6050／6070／9130／8000シリーズ

・ Laboratory　Information　System；］CS－50L
・ 臨床検査情報システムコCS－50L

］OKOH　CO．， LTD． 株式会社 常光

Address
3－19－4Hongo，　Bunkyo－ku，Tokyo　113－

0033JAPAN
住所

〒113－0033東京都文京区本郷3－19－4（本社）

〒213－8588川崎市高津区宇奈根731－1（営業部）

UR．L http：／／www．iokoh．com／e－index．html URL http：／／www．iokoh．com／

TEL／FAX ＋81－44－811－9211　　　＋81－44－811－9204 TEL／FAX 044－811－9211　（イ」℃）　　　　044－811－9204

［About　Company］ ［会社概要］

］OKOH　CO，， LTD．　is　a　worldwide　manufacturer　of　clinical 弊社は1947年 （昭和22年）の創業以来、「我々は社業に誇りを

laboratory and　histology　products．　From　the　time　of 持ち、科学文化の発展に貢献します」という社是の元、主に臨床検

establishment 65years　ago，　our　ultimate　goal　has　been 査・病理検査の分野における各種分析装置、検査システム、体外

one；to　contribute　to　the　development　of　science 診断用医薬品の開発、製造、販売、輸出入ならびにアフターサービ

technology． スを行ってまいりました。

We　would　like to　continue　seeking　the　best　way　to　achieve
現在では東京本社、川崎の東京技術研究所、静岡の菊川工場を

the　goal　with our　products，　both　in　market　of］apan　and
初めとして、 国内外に20カ所の拠点を持ち、全国約3，000か所の

overseas．
弊社ユーザL様へのアフターサービスも含め営業展開しております。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ Electrophoresis　System（CTE　series）［Model：CTE－2800］ ●電気泳動装置 （CTEシリーズ）　：「CTE－9800／2800／880」

・ ESR　Analyzer （MOnitOr　SerieS） ●血沈測定装置 （モニターシリーズ）　　：「モニター100／40／20／12」

［Model：Monitor－100／40／20／12］ ●電解質分析装置（EXシリーズ）：「EX－Ca」「EX－D」「EX－Z」

・ Electrolyte Analyzer（EX　series）　［Model：EX－D，　EX－Ca］ ●迅速自動固定包埋装置（ヒストラシリーズ）：「Histra－GT／QS」

・ Ultrasonic Rapid　Tissue　Processor（Histra　series） ●HER2遺伝子検出キット（ヒストラシリーズ）：

［Model：Histra－GT，　Histra－QS，　Histra－DC］ 「ヒストラHER2FISHキット」、「ヒストラHER2CISHキット」

・Tumor　test kit　for　HER－2／nue　Gene　Ampli行cation　by　FISH ●迅速脱灰・脱脂・固定装置（ヒストラシリーズ）＝「Histra－DC」

method
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KANTO　CHEMICAL　CO．，INC， 関東化学株式会社

Address
2－1，Nihonbashi　Muromachi　2－chome，chuo－

ku，Tokyo，103－0022］APAN
住所

〒103－0022

東京都中央区日本橋2－2－1

URL http：／／www，kanto．co．jp／ URL http：／／www．Kanto．co．lp／

TEL／FAX 03－6214－1091　　　1　　03－3241－1049 TEL／FAX 03－6214－1091　　1　　03－3241－1049

［About　Company］

Kanto　Chemical　has　been　growing　as　a　comprehensive

reagents　manufactures　since　the　companyls　establishment

in　1944．Reagents，electronic　chemicals　and　performance

chemicals，diagnostics　agents　and　fine　chemicals　comprise

the　core　business　in　a　gloabal　market．

［Main　Exhibit］

Clinical　analyzer　　BiOLiS　15i　neo

Auto　Stainer　　POLY　STAINER

Measurement　System　of　Urine　Volume

UriMeasur♂System

Reagent　For　Clinical　Analyzer

CicaLiquidR　Serise

CicaFitR　Serise

LaboFitR　Series

CIAS　Seriese

［会社概要］

関東化学は1944年（昭和19年）の設立以来、総合試薬メー

カーとして成長を続けています。事業は、試薬、電子材料、臨床検

査薬、化成品の4つの分野からなり、品質の高さで強い競争力を持

つ製品を世界へお届けしています。

［主要出展品目］

卓上型自動分析装置　BiOLiS　15i　neo

自動染色装置　POLY　STAINER
尿量測定システム

ユリメジャーびシステム

自動分析装置用試薬
シカリキッドRシリーズ　　　　　．

シカフィッドシリーズ

ラボフィッドシリーズ

サイアスシリーズ

KNF］APAN CO，，LTD 株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

Address
Chichibu　Bldg．7F，1－8－6　Shinkawa，

Chuo－ku，　Tokyo，　Japan　104－0033
住所

〒104－0033東京都
中央区新川1－8－6秩父ビル7階

URL http：／／www．knf．co．lp／ URL http：／／www．knf．co，ip／

TEL／FAX 03－3551－7931　　　1　　03－3551－7932 TEL／FAX 03－3551－7931　　　1　　03－3551－7932

［About　Company］ ［会社概要］

Our　head　quarter，　KNF　Neuberger　GmbH　is　in　Freiburg， 当社の親会社KNF　Neuberger　GmbH社はドイツのフライブルク市に本社

Germany　established　in　1946．　We　are　producing　only をおく、1946年創業のダイアフラム真空ポンプ、コンプレッサー、液体ポンプの

diaphragm pumps．　We　have　been　getting　good　reputation 専業メーカーです。 ドイツ国内だけでなく世界各国においても、医療分析機

about　pump performance　and　reliability　from　a　lot　of 器、インクジェットプリンター、燃料電池、環境分析装置など幅広い分野で、

companies worldwide． ポンプの性能と信頼性に高いご評価を頂いております。

Our　pumps are　mainly　customized　pumps　to　meet　the 当社がご提供するポンプは、お客様のご要望に最適なカスタムポンプです。

customer requirements，　We　developed　out　orゆnal　system 独自のシステムにより、金型などの初期費用は発生いたしません。世界的な

for　offering customized　pumps　without　tool　fee．　Our　wealth ノウハウ、経験を生かしたご提案をすることが弊社の価値です。この機を機会

is our　know－how　and　experience　worldwide．　And　oue　value にお試しください。

is the　customized　pumps　based　on　them．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Liquid　pumps （for　trasferring　O．05－6L／min） 液体ポンプ （送液用0．05～6L／min）

Small　size， High　head　pressure，　Chemical　resiztant， 小型、高吐出、耐薬品性、DCブラシレスモータータイプ

DC　brushless motor 液体ポンプ （定量0．005～80ml／min）
Liquid　pumps for　dosing（0．005－80　ml／min） シリンジポンプから置き換え可能な定量ポンプFMM20

FMM20　for replacing　from　sylinge　pumps 高吐出対応FEM1．02、　FEM1．09
　FEM1．02／1．09　for　high　head　pressure

Vacuum　pumps　and　compressor（0．4－6L／min，＜0．7MPa　g）

Micro　Pump／Mini　pump　NMP／NMS　series

真空ポンプ、　　　　コンプレッサー（0．4～6L／min、＜0．7MPa　g）

マイクロポンプ、ミニポンプNMP、　NMSシリーズ
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Kobayashi Create　Co．，Ltd． 小林クリエイト株式会社

Address
1－18－1Shintomi，Chou－KU，　Tokyo，〕apan

104－0041
住所

〒104－0041
東京都中央区新富1－18－1　（医療推進部）

URL http：／／k－cr．jp／medical／index．html URL http：／／k－cr．jp／medical／index．html

TEL／FAX 03－3553－5871　　　　　　　1 03－3553－2635 03－3553－5871　　　1　　03－3553－2635

［About　Company］ ［会社概要］

1日社名「小林記録紙株式会社」の時代より、主として脳波・心電

計用紙、検査依頼書等の印刷物を、並びに検査部門のシステム導

入にあたってはバーコードプリンター、ラベル等のシステム関連商品をご

提供してまいりました。

病院や検査部門を取り巻く環境が日々変化していく現在、小林ク

リエイトは、 各現場に合致した機器とシステムと運用の複合的ソリュー

ションを展開し医療の「安全」「安心」の実現のため貢献いたします。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ BLOOD　SAMPLING　SUPPORT　SYSTEM 【採血業務支援システム】

・i・pres fit ・ 採血管準備装置 i・presシリーズ
・i・pres with 4管弄重　「i・pres　f　it」

・i・pres core 8管種「i・preSWlth」
15管種［・pres　core」

・ 採血表示照合システム

フルシステム 「RInCS」
簡易システム

KUBOTA　CORPORATION 久保田商事株式会社

Address
29－9Hongo　3－chome，　Bunkyo－ku，

Tokyo　113－0033
住所

〒113－0033
東京都文京区本郷3丁目29－9

URL http：／／www，centrifuge．jp／ URL http：／／www，kubotacorp．co．lp／

TEL／FAX 03－3815－1331　　　1　　03－3814－2574 TEL／FAX 03－3815－1331　　1　　03－3814－2574

［About　Company］

［Main　Exhibit］

Centrifuge

Automatic　Jet　Washer

［会社概要］

［主要出展品目］

遠心分離機（高速、低速、プレート専用機等各種有）

全自動洗浄機
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KUREHA　TRADINGりLTD， 株式会社クレ八トレーディング

Address
1－2－10Nihonbashi　Horidomecho，　Chuo－ku，

Tokyo　103－0012
住所

〒103－0012
東京都中央区日本橋堀留町1－2－10

URL http：／／www．kureha－trading．co．lp／ URL http：／／www．kureha－trading．co．lp／

TEL／FAX 03－3639－8721　　　1　　03－3661－9594 TEL／FAX 03－3639－8721　　1　　03－3661－9594

［About　Company］

Sole　Agent　of　Oy　Medix　Biochemica　Ab．

［Main　Exhibit］・Monoclonal　Antibodies

・ lmmunochromat　Dipsticks

［会社概要］

Oy　Medix　Biochemica　Ab．日本総代理店。

［主要出展品目］・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各種

Kyowa Medex　CoりLtd， 協和メデックス株式会社

Address
Harumi　Triton　SquareX－4F　1－8－10

Harumi，Chuo－Ku，Tokyo　104－6004］apan
住所

〒104－6004東京都
中央区晴海1－8－10晴海トリトンスクエアX－4F

URL http：／／www．kYowamx．co．jp／ URL http：／／www．k　owamx．co．jp／

TEL／FAX 03－6219－7600　　　1　　03－6219－7614 TEL／FAX
。3Ω、9．76。。〔。3．62、976、4

［About　Company］ ［会社概要］

Date　Established ：April　1，1981 設立：1981年4月1日
Paid－in　Capital ：450million　yen 資本金：4億5千万円
Stockholder：

Representative

Kyowa　Hakko　Kirin　Co．，　Ltd．（100％）

：Masahito　Yamaguchi，　President＆CEO
株主：協和発酵キリン株式会社（100％）

Number　of　Employees：300 代表者：代表取締役社長山口正仁
Financial　Year－end：December　31　each　year 従業員：約320名
Nature　of　Business：Manufacture　and　sale　of　products，including 決算期：12月31日
biochemicaltesting　reagents，laboratory　reagents，medical　equipment 事業内容： 生化学検査試薬、免疫検査試薬、研究用試薬、医
and　instruments

Management　Philosophy．’Kyowa　Medex，　as　a　member　of　Kyowa
療用機器、 医療用具の製造・販売

Hakko　Kirin　group　will　contribute　to　the　health　and　affluence　of　the 経営理念： サイエンスとテクノロジーの進歩に基づく、先進の診断

people　in　the　world　by　supplying　advanced　in　vitro　diagnostics　and 薬、診断機器を提供することにより、世界の人々の健康と豊かさに貢

equipments　based　upon　progress　in　science　and　technology． 献する。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Fully　automated　coagulation　analyzer：COAGTRON－180， 全自動血液凝固分析装置：COAGTRON－180，

COAGTRON－350 COAGTRON－350
Automated analyzer　for　diabetes　tests：DM－］ACK　Ex 糖尿病検査項目自動分析装置：DM－］ACK　Ex
Fully　automated　fecal　occult　blood　analyzer：HM－］ACKarc 全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置：HM－］ACKarc
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Leica　Microsystems　K．K．

Address

URL
TEL／FAX

Shirokane－tanakawa　Station　Bldg，6F

1－27－6Shirokane，　Minato－ku，　Tokyo　108－0072

htt：／／www．leica－micros　stems．co．’／

03－5421－2815 03－521－2891

［About　Company］

Leica　Microsystems　is　a　world　leader　in　microscopes　and

scientific　instruments．　At　the　global　level，　Leica

Microsystems　is　organized　in　three　divisions，　all　of　which　are

among　the　leaders　in　their　respective　fields：the　Life　Science

DMsion，　Industry　Division，　Biosystems　Division　and　Medical

Division．　Life　Science　and　Industry　Division　pro∨ides

advanced　microscopes　and　imaging　systems，　Biosystem

Division　offers　a　wide　rage　of　Histopathology　laboratory

equipment　and　workflow　solutions．

［Main　Exhibit］

Fully　Automated　IHC　and　ISH　Leica　BOND－III

SIide　Scanner　Leica　SCN400

Cytogenetic　Workstation　CytoVision　GSL－10

ライカマイクロシステムズ株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒108－0072東京都
港区白金1－27－6白金高輪ステーションビル6F

htt：／／www．leica－micros　stems．co．’／

03－5421－2815 03－521－2891
［会社概要］

ライカマイクロシステムズは、顕微鏡および科学機器分野における世

界的なリーディングメーカーの一つです。ライフサイエンス部門、インダ

ストリアル部門、バイオシステムズ部門およびメディカル部門に分かれ

てグローバルに活動しており、そのいずれでもマーケットリーダーとして

位置付けられています。ライフサイエンス部門、インダストリアル部門

では、最新鋭の顕微鏡、イメージングシステムの提供、バイオシステム

部門では、病理ラボに関する幅広い機器およびワークフローソリュー

ションを提供致します。

［主要出展品目］

全自動免疫染色装置ライカBOND－III

バーチャルスライドスキャナー　ライカSCN400

サイトジェネティックワークステーションCytoVision　GSL－10

LION　POWER　CoりLtd． ライオンパワー株式会社

Address
Tsu　5，Tsukizu，Komatsu，lshikawa，

923－0972，］APAN
住所

〒923－0972
石川県小松市月津町ッ5番地

URL http：／／www．lionpower．co．lp UR．L http：／／www」ionpower．cojp

TEL／FAX 0761－44－5411　　　　　0761－44－8080 TEL／FAX 0761－44－5411　　　　　0761－44－8080

［About　Company］ ［会社概要］

LION　POWER is　performing　integrated　production　of　medical ライオンパワーでは主にOEMにより医療機器の設計、製造、販売ま

equipment． Speedy　correspondence　is　possible　by　the で一貫生産を行っております。お客様の細かなニーズにも当社の一貫

integrated production　system　of　our　company　also　for　a 生産システムによりスピーディーな対応が可能です。

customer1S fine　needs． 主な取引先： シスメックス株式会社

The　main customers：Sysmex　Corporation
Attestation acquisition

ISO　14001認証取得
ISO　14001

ISO　9001
ISO　9001認証取得

Medical－devices　manufacturers　license
医療用具製造業 許可取得

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Collecting blood　tube　array　changing　equipment　IREKAEKUN 採血管並べ替え装置 いれかえくん

・Automatic　transfer　to　the　rack　for　strage
・ 採血管を保管用ラック（安価な市販品）へ自動移載

・ Compact　size　　　　　united　for　minor　scale　hospitals

（330W×500H×610D）
・ 中小規模病院向けに合わせたコンパクトサイズ

・ Automatic picking　about　a　tube　with　the　insuf〔cient　amount　of （330W×500H×610D）

blood ・血液量不足の採血管を自動ピッキング

・ An　individual bar　code　is　read　and　it　is　automatic　classification　bY
・ 個別バーコードを読取り、上位指令により自動仕分け

higher　rank

・It　is　possible

inStrUCtiOnS

　on　the　rack　for　carrier　lines
・搬送ライン用ラックに移載可能（保管ラックは専用品）
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LMS　CO．， LTD． 株式会社工ル・エム・エス

Address
3－6－7，Hongo，　Bunkyo－Ku，　Tokyo

住所 〒113－0033
113－0033 東京都文京区本郷3－6－7田中ビル

URL http：／／www．lms．co．jp／ URL http：／／www．lms．co．jp／

TEL／FAX 03－5802・・2741　　　1　　03－5802－2773 TEL／FAX 03－5802－2741　　1　　03－5802－2773

［About　Company］ ［会社概要］

【Established】 Dec，1985　　【Capital】298M］PY 【設立】1985年12月 【資本金】2億9800万円
【Employee】 157 【従業員数】157名
【Of6ces】 【事業所】

Main　Office（Toyko），　Sapporo，　Sendai，　Tsukuba，　Numazu，
本社（東京） 札幌、仙台、つくば、沼津、名古屋、金沢、京都、

Nagoya，　Kanazawa，　Kyoto，　Osaka，　Fukuoka，　Okinawa，
大阪、福岡、沖縄、名古屋配送センター、東京配送センター

【Mission】

Nagoya　Logistics　Center，　Tokyo　Logistics　Center
【事業内容】

Importing　and Distribution　of　Medical　and　Diagnostic
医療機器、検査・診断機器の輸入及び販売

Devices，　and scientific　reserach－related　products その他理化学製品関連取扱い

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Platelet　Aggregation　Analyzer　Hematracer　Series 血小板凝集能測定装置 ヘマトレーサーシリーズ

Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Analyzer　Ves－matic 赤血球沈降速度測定装置 ベスマティックシリーズ

Blood　Coagulation　Analyzer　　KC　Series 血液凝固測定装置 KCシリーズ
HbAlc／CRP POCT　Analyzer　　Af］nion

HbAIc／CRP POCT測定装置　アフィニオン
Variety　of　pipettes

各種ピペット

MEDICAL＆ BIOLOGICAL　LABORATORIES　CO．，LTD． 株式会社 医学生物学研究所

Address KDX　Nagoya　Sakae　Bldg，10F

5－3Sakae　4　chome，　Naka－ku，　Naqova
住所

〒460－0008名古屋市
中区栄四丁目5番3号KDX名古屋栄ビル10階

URL http：／／www．mbl．co．lp／e／ URL http：／／www．mbl．co．lp／

TEL／FAX ＋81－52－238－1901　1　＋81－52－238－1440 TEL／FAX 052－238－1901　　1　　052－238－1440

［About　Company］ ［会社概要］

MBL　is　an RUO　and　IVD　reagents　maker，　whose　main 自己免疫疾患を中心とした臨床検査薬、基礎研究用試薬メーカー

products　include　diagnostic　reagents　for　autoimmune です。抗体技術を駆使した抗体医薬や先端バイオテクノロジーの研

diseases． Making　full　use　of　the　antibody－making 究開発を行っています。

technologies， MBL　researches　and　develops　antibody　drugs

and　leading biotechnology　reagents，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

●Exhibited instruments ●出展機器

Quad－MACS， Luminex⑧，SPApLus Quad－MACS、 Luminex◎、スパプラス（新発売予定）

●Exhibited panels ●出展パネル
STACIA　MEBLux　test　series（incluede　CCP，　MPO－ANCA，　PR3一 ステイシアMEBLuxテストシリーズ（CCP、　MPO－ANCA、　PR3一
ANCA，　Mitochondrial　M2，　Sm，　RNP，　SS－A，　SS－B）

ANCA、ミトコンドリアM2、　Sm、　RNP、　SS－A、　SS－Bなど）

KRAS　gene

（Research

Serum　free

mutation　detection　kit／HLA－related　test

Use　Only）

1ight　chain　assay　reagents”FREELITE　K　chains11，

KRAS遺伝子変異検出キット／HLA関連検査（研究用試薬）

血清中の遊離L鎖定量試薬「FREELITE　Kチェーン」「FREELITE

11

FREELITE入 chains”
λチエーン」
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MEDICAL］APAN　CO，，　LTD． 株式会社メディカルジャパン

Address
515－2，Toyonisicho，　Higasト

ku．Hamamatsu－city，　Shizuoka　431－3102
住所

〒431－3102

静岡県浜松市東区豊西町515－2

URL URL
TEL／FAX 053－489－6638　　1　　053－489－6639 TEL／FAX 053－489－6638　　1　　053－489－6639

［About　Company］

Laboratory　Automation　System

［Main　Exhibit］

Automatic　Pipetting　System

M］－Series

［会社概要］

ラボラトリーオートメーションシステム

［主要出展品目］

検体前処理搬送システム

M］一シリーズ

MEDICATEC　CO．，LTD． メディカテック株式会社

Address
1－11－28，Chuou，　Yashio－city，

Saitama－Pref　340－0816，］apan
住所 〒340－0816

埼玉県八潮市中央1－11－28

URL http：／／www．medicatec．co．jp／ URL http：／／www．medicatec．co．jp／

TEL／FAX 048－997－2305　　　1　　048－996－6968 TEL／FAX 048－997－2305　　1　　048－996－6968

［About　Company］

［Main　Exhibit］

［会社概要］

［主要出展品目］
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MELEC　Inc 株式会社メレック

Address
516－10，Higashiasakawa－machi，　Hachioji－

shi，　Tokyo
住所

〒193－0834
東京都八王子市東浅川516－10

URL http：／／melec－inc．com URL http：／／melec－inc．com

TEL／FAX 81－42－664－5384　　1　81－42－666－2031 TEL／FAX 042－664－5384　　　1　　042－666－2031

［About　Company］ ［会社概要］

当社はこれまでマイクロコンピュータ関連機器、ロボット関連機器、医

療、学術研究用機器。半導体、電子部品の製造装置など様々な

機械、装置に組み込まれる小型精密モーター（ステッピングモーター、

サーボモーター）の制御分野における先駆者として、お客様が求める

製品を次々に開発提供してまいりました。

またこれからも「お客様が求めるものは何か」「お客策に提供できる物

は何か」をコンセプトにお客様とともに向上していける企業を目指しま

す。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

StepPing　Motor　Driver　and　Controller ステッピングモーター、サーボモーター用コントローラー

ステッピングモーター用ドライバー

Merck　Millipore　Merck　Ltd．］apan メルク株式会社メルクミリポア事業本部

Address
Arco　Tower　5F，1－8－1　Shimomeguro，

住所
〒153－9872東京都目黒区下目黒1－8－1

Mequro－ku，　Tokvo　153－8927 アルコタワー5F

URL http：／／www．merckmillipore．com URL http：／／www．merckmillipore．lp

TEL／FAX 03－5434－6232　　　1　　03－5434－4892 TEL／FAX 03－5434－6232　　1　　03－5434－4892

［About　Company］ ［会社概要］

Merck　Ltd． is　the　operations　arm　of　Merck’s　chemicals メルク株式会社は日本でメルクの化学品事業を展開。

business　in ］apan． Merck　KGaAの日本法人として1968年に設立され、本社製品の
Established in　1968　to　sell　products　from　Germany． 輸入・販売を開始。

Atotal　solution provider　in　all　areas　of　life　science　since
2011年11月、 日本ミリポア株式会社を吸収合併し、、メルクのライ

integrating the　business　of　Nihon　Millipore　K．K．　with　Merck’s
フサイエンス事業と統合しメルクミリポア事業本部を設立。

life　science business，　creating　Merck　Millipore　in　November
バイオサイエンス基礎研究から創薬、医薬品製造までライフサイエン

2011．
ス分野を支えるトータルソリューションを提供。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Laboratory Water　Division： ラボラトリーウォーター事業部：

日ix　Gulfstream Clini⊂al　Water　purification　systems 臨床検査自動分析装置供給用純水装置エリックスガルフストリーム

This　system produces　constant　quality　clinical　laboratory クリニカル

reagent　water　to　feed　clinical　analyzers． ラボソリューションズ事業部：

Lab　Solutions Division： イムノクロマト用メンブレン、診断薬用バルク抗体、ラテックスビーズ、

kits，　Latex

Immuno　chromatography　membrane，　Bulk　antibody　for　IVD

　　　　　Beads，　Contract　manufacturing，　OEM　Membrane
受託製造、 OEMメンブレン
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Moritex Corporation 株式会社モリテックス

Address
〒170－0013Sunny　Bldg．Ikebukuro　4－39－

11，Higashi　Ikebukuro，Toshima－ku，Tokyo
住所 〒170－0013

東京都豊島区東池袋4－39－11

URL http：／／www．moritex．lp／ URL http：／／www．moritex．lp／

TEL／FAX ＋81－3－6367－3636　　　＋81－3－3590－6630 TEL／FAX 03－6367－3636　　　1　　03－3590－6630

［About　Company］ ［会社概要］

At　our　company，－We　can　supply　Thermo　Fisher　Scientific 弊社ではThermo　Fisher　Scienti6c社製・粒子を取り扱っており、

particles，　and We　are　preparing　many　kinds　for　which　you イムノアッセイ法をメインとした体外診断薬企業様にてお使いいただけ

can　use　in　the in　vitro　diagnostic　company　who　made　the る数多くの種類の製品をご用意しております。。

immUnO　aSSay method　main　of　products， また、近年高感度検出の需要が増えてきており、化学発光免疫測
Recently，　the demand　of　quantity　sensitivity　detection　is

定法（CLIA法） にお使いいただける磁性粒子や蛍光粒子も豊富
increasing， and　since　the　magnetic　particle　and　fluorescence

な品揃えがございますので、ご興味のあるお客様におかれましては、
particles　which

immUnOaSSay
you　can　use　for　chemiluminescent

（the　CLIA　method）also　have　abundant
是非弊社ブースへお立ち寄りいただきます様、お願い申し上けます。

products　offered，　please　drop　in　to　our　booth　by　all　means

also　in　an interested　visitor．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・Magnetic Particles ・ 磁性粒子
・ Clinical　Diagnstic　Particles ・体外診断薬用粒子
・ Size　Standards　Particles ・標準粒子

・Fluorescent Particles
・ 蛍光粒子

move　COりLTD，

Address

URL
TEL　FAX

Shizuoka－bank　Bldg．6F　11－IMinami－cho，

Suru　a－ku　Shizuoka－shi　422－8067　JAPAN
htt WWW．i－IOVe－mOVe．CO，’

＋81－54－288－6111 ＋81－54－288－3463

［About　Company］

We　offer　the　industrial　equipment　like　receipt　printer，　label

printers　magnetic　card　readers，　bar　code　readers，　They　are

used　in　medical　system　like　EMR，　laboratonゾexamination，

We　suggest　proper　products．

We　have　the　lending　service　of　products　and　we　help　you

solving　technical　questions　o＞er　using　our　products．　Please

feel　free　to　ask　anything．

［『＞lain　Exhibit］

■Label　Printers：　L　F　X　series

Energy－saving　and　small　La　bel　printers　for　ordering　system．

Ex）Karte　label，　Notes　of　medicines．　We　offer　at　low　prices1

As　printer　ribbons　are　unnecessary，　no　need　to　worry　about

Private　Info．　It　shows　low　rates　of　failure　that　180　printers

at　a　hospital　ha∨e　been　working　w／o　any　troubles　for　o＞er　3

years．

■Re－writable　Card　reader／writer：ARseries

Used　as　ID　cards　shows　reserved　time　and　day．

■FvP10NS：Simple　Queue　Printer

■1∨10bile　printers　supporting　iOS，　Android　OS，

■Bar　code　readers（one，　two－dimensional，　With　vibration）

株式会社ムーブ

住所

URL
TEL　FAX

〒422－8067
静岡市駿河区南町11番1号静岡銀行ビル6F

htt www．i－IOve－mOve．CO．i

054－288－6111 054－288－3463
［会社概要］

弊社はラベル／レシートプリンタ、並びに磁気カードリーダライタといった産業機

器の販売を主な業務としております。医療用【検査システム／電子力ルテ】、

FA用、　POS用など多岐にわたる使用方法がございますが、お客様のご要求

に最適な製品を丁寧にご紹介させて頂きます。

システム評価用の貸出機を無償にて用意しており、技術サポートも致しま

す。お気軽にお申し付け下さい。

［主要出展品目］

■ECOラベルプリンタ：LFXシリーズ

省工ネ／省スペースで、検査／お薬手帳／カルテ控え等に最適なラベルプリン

タ。低コストな上、リボンが不要で個人情報漏洩の心配無用。1病院で180

台、稼動から3年”修理無し”という堅牢さも特長です。

■リライト診察券端末：ARシリーズ

カード表面が繰り返し印字可能な端末。診察券に予約情報を記入したり、

健診シスデム等で実績多数。

■FVP10NS：番号札発行のスタンドアロンプリンタ。低コストで受付周りの

混雑を解消致します。

■iOSやAndroidにも対応のモバイルプリンタ各種

■バーコードスキャナ各種（1次元・2次元・バイブ機能搭載など）
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NIHON　KOHDEN　CORPORATION

Address

URL
TEL／FAX

31－4Nishiochiai　1－chome，　Shinjuku－ku

Tok　o　161－8560　ja　an
htt www．nihonkohden．com

＋81－3－5996－8036 ＋81－3－5996－8100

［About　Company］

Nihon　Kohden　is　Japanls　leading　manu　fa　ctu　rer　and　pro∨ider

of　medical　electronic　equipment．

Since　its　founding　in　1951，　Nihon　Kohden　has　continued　to

provide　a　wide　range　of　medical　electronic　equipment．　Year

by　year　Nihon　Kohden　is　expanding　its　global　network，　from

research　and　development　to　manufacturing，　saies，　and

service，　in　order　to　fulfill　its　mission　to　save　lives　with　the

most　advanced　medical　technology．　Nihon　Kohden　products

are　exported　all　over　the　world　and　used　in　more　than　120

countnes．

［Main　Exhibit］

・Diagnostic　Information　System　PRM－3000　series

（PrimeVita）

・ Automated　Hematology　Analyzer　MEK－7300　Celltac　Es

・Automated　Hematology　Analyzer　MEK－6400　Celltac　a

・ Automated　Hematology　Analyzer　MEK－8222　Celltac　F
・ lmmunoassay　Analyzer　CRP－3100　Celltac　chemi

日本光電工業株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒161－8560

東京都新宿区西落合1丁目31番4号
htt www，nihonkohden．co，’

0359968000 0359968091
［会社概要］

日本光電は、医用電子機器および関連したシステム・用品類の開発・製

造・販売・保守サービス・コンサルテーションを主な事業としています。救急現

場、検査、診断、治療、リ八ビリ、臨床医療のそれぞれの場面で、最先端の

技術と製品によってサポートするのが日本光電の使命です。

医療現場にとどまらず、在宅医療・介護、健康増進や、基礎医療の研究分

野など、日本光電の製品は幅広い分野で活躍しています。

また、「医療に国境はない」という考えの下、医療ニーズや地域特性を見極

め、それぞれの国や地域で必要とされている医療機器を世界120ヶ国以上

へ輸出しています。

［主要出展品目］

・ 診断情報システムPRM－3000シリーズ（PrimeVita）

・ 全自動血球計数器MEK－7300セルタックEs
・ 全自動血球計数器MEK－6400セルタックo

・全自動血球計数器MEK－8222セルタックF

・ 免疫反応測定装置CRP－3100セルタックケミ

Nihon　Pall　Ltd，

Address

URL
TEL　FAX

6－5－1，Nishishinjuku，　Shinjuku－ku，Tokyo

163－1325
http：／／www．pall．jp／jpn2／laboratory，asp

03－6386－0993 03－6386－0994
［About　Company］
We　would　introduce　lateral　flow　membranes　utilizing　Pall

membrane　technology．Especially　plasma　separation

membrane，Vivid　PS　series　give　you　non　hemolysis　plasma　from

whole　blood　and　is　suitable　for　POCT　applications．Please　also　check

our　nitrocellulose　membranes，absorbent＆conjugate　pads，white

blood　cell　isolation　medium　and　wide　variety　of　pore　size　media　for

blood，urine　and　feces　sample　preparation．

Bio－layer　interferometry（BLI）has　gained　popularity　in　recent　years

as　a　reliable　method　for　anaiyzing　protein－protein　and　other

biomolecuiar　interactions．We　have　developed　new　technology　using

BLI　that　enables　rapid　identification，quantitation　and

characterization　of　expressed　protein　from　as　little　as　4uL　of

sample．

［Main　Exhibit］

・ Plasma　Separation　Membrane
・ Nitrocellulose　Membrane
・ Conjugate　Pads
・ BLItz

日本ポール株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒163－1325

東京都新宿区西新宿6－5－1

http：／／www．pall．jp／jpn2／laboratory．asp

03－6386－0993 03－6386－0994
［会社概要］

ポール独自の製膜技術を活かした診断薬用メンブレンを各種取り揃えていま

す。特に血漿分離膜VMd　PSは溶血を抑えたスムーズな血球分離性能に

より、全血での緊急検査用イムノクロマトキットの部材として最適です。さらに

吸収パッド、コンジュゲートパッド、ニトロセルロース膜、白血球濃縮膜に加え

て様々な孔径サイズの検体（血液、尿、糞便）調製用のメンブレンもござい

ます。また、わずか一滴（4μL）のサンプルでタンパク質・抗体の定量測定、キ

ネティクス解析（KD，　Ka，Kd）、アッセイ開発が可能な新製品”BLItz”を紹

介します。独自のバイオレイヤー干渉法（BLI）技術により、タンパク質相互

作用に関する情報をリアルタイムに提供します。

［主要出展品目］

・ 各種イムノクロマト用メンブレン

・ 白血球精製濃縮キット

・ BLItz
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Nippon　Chemiphar　Co．，　Ltd． 日本ケミファ株式会社

Address 2－2－31wamoto－cho，Chiyoda－ku，Tokyo

101－0032］apan
住所

〒101－0032
東京都千代田区岩本町2－2－3

URL http：／／www．chemiphar．co．jp／ URL http：／／www．chemiphar．co．jp／

TEL／FAX ＋81＋3－3851－2974　　＋81＋3－3862－2645 TEL／FAX 03－3851－2974　　　　　　03－3862－2645

［About　Company］ ［会社概要］

ReCOgnizing the　growing　number　of　those　suffering　from アレルギー、 生活習慣病の患者数は年々増加の一途をたどってお

allergy－related illnesses（such　as　asthma，rhinitis　and　hives） り、 スピーディーな検査報告はいち早い診断・治療計画のため大きく

or　diabetes， Chemiphar　has　developed　diagnostic　products 貢献しています。私たちは、医療機関・受診者双方のニーズにお応え

that　make　it possible　to　quickly　identify　the　causes　of　a する臨床検査機器・試薬を開発・販売し、これからの医療をサポート
patient，s　condition．

していきます。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Automated speci　f　ic　IgE　assay　system　DiaPack3000 アレルギー特異IgE測定装置DiaPack3000

Automated glycohemoglobin　analyzer　HLC－723G9 アレルギー特異IgE測定試薬オリトン19E「ケミファ」

Automated glycohemoglobin　analyzer　HLC－723GX 東ソー自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723G9

Glucose　Analyzer　GAO9

NIPRO　CORPORATION ニプロ株式会社

Address
3－9－3，Honjyou，Kita－ku，Osaka　531－8510

住所
〒531－8510

］apan 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

URL http：／／www，nipro．co．jp／ja／index．php URL http：／／www．nipro．co．jp／ja／index，php

TEL／FAX ＋81－6－6372－2331　1　＋81－6－6372－3464 TEL／FAX 06－6372－2331　　1　　06－6372－3464

［About　Company］ ［会社概要］

Manufacture and　sales　of　medical　devices，　disposable ディスポーザブル医療器具製造販売。医療機器、医薬品、ガラス、

medical　devices，　medical　products，　glass，　and　diagnostic 検査診断用製品の製造販売の運営を行っている。

products，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Glucose　analyzer　”Nipro　Stat　Strip　XP2＆CT2’1 グルコース分析装置ニプロスタットストリップXP2、　CT2

Biochemistry Diagnostics　llESPA・Zn，ESPA・Lil‘etc． 生化学診断薬 エスパ・Zn、　Li他栄養関連試薬

Alzheimer　disease　Diagnostics”Phinoscalor・ 認知症診断薬 フィノスカラー・hTAU、pTAU
hTAU，Phinoscalor・pTAU 真空採血管 ニプロネオチューブ、採血針ホルダー

Blood　Collection　Tube　1’Nipro　Neotube，1
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NITTOBO　MEDICAL　CO．，LTD，

Address

URL
TEL／FAX

2－4－1，Kouzimati，　Chiyoda－ku，　Tokyo

102－0083
htt www．nittobo－nmd．co．’

03－4582－5420 03－3238－4591
［About　Company］

In　the　Biochemistry　area，　we　have　introduced　to　the　world

our　liquid　reagents　for　clinical　chemistry　analyzer　device

under　the‘IN－assay”brand，　we　have　gained　acceptance　for

our　CRP　assay　reagent　using　immune　nephelometry　method

and　Latex　immunoassay　method　in　the　Plasma　proteins　area

from　customers　in　all　countries，　while　our　immunoglobulin

assay　reagent，　urine　microalbumin，　RF，　ASO，　RBP，　etc　have

been　equally　popular．

［Main　Exhibit］

N－assay　LA　Cystatin　C　NITTOBO

N－assay　TIA　Micro　Alb　NITTOBO

N－assay　LA　RF－K　NITTOBO

ニットーボーメディカル株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒102－0083
　京都千代田区麹町2－4－1

htt www．nittobo－nmd．co．’ ／

03－4582－5420 03－3238－4591
［会社概要］

生化学項目では、液状の生化学汎用分析装置用試薬を「N一アッセ

イ」ブランドで世に送りだし、血漿蛋白項目では免疫比濁法やラテック

ス比濁法を用いたCRP測定試薬で全国のお客様に認知していただ

き、同様に免疫グロブリン測定試薬、尿中微量アルブミン、RF、

ASO、　RBP等もご好評をいただいております。

［主要出展品目］

N一アッセイLAシスタチンCニットーボー

N一アッセイTIA　Micro　Albニットーボー

N一アッセイLA　RF－Kニットーボー

No∨a　Biomedical　K．K， ノバ・バイオメディカル株式会社

Address
Mita43Mt　Bldg．13－16　Mita　3　chome，

Minato－ku，　Tokyo　108－0073　Japan
住所

〒108－0073

東京都港区三田3－13－16三田43MTビル

URL http：／／www．novabiomedical．com URL http：／／www．novabiomedicaLcom
TEL／FAX 03－5418－4141　　　1　　03－5418－4676 TEL／FAX 03－5418－4141　　1　　03－5418－4676

［About　Company］ ［会社概要］

Nova　Biomedical　Corp．　is　the　technology　leader　in　the ノバ・バイオメディカル株式会社は、重症患者の治療をサポートする

development　of　fast　whole　blood　analyzer　to　support　the　care　of 全血血液ガス分析装置開発のテクノロジーリーダーです。イオン化マ
CritiCally　ill patients．　Our　products　which　employed　efficiently グネシウムに代表される独自のバイオセンサー技術を活かした製品は
the　original

Magnesium
biosensor　technology　represented　by　Ionized

has　supported　many　diagnostics　and　medical
ICU／CCU、 救急や産科などのクリティカルケア部門での診断、治療

treatmentS　in critical　care　departments　such　as　ICU／CCU，　ER
を数多くサポートして参りました。

and　OB／GYN． また、検査室標準機と同等の精確性を誇るグルコース分析装置ス

Nova　also　provides　POCT　glucose　analyzer”StatStrip”which タットストリップの技術は各方面から評価をいただいております。

provides　laboratory　quality　accuracy　test　results，　and　its

technology has　now　validated　from　many　hospitals．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Blood　Gas Analyzer；StatProfile　pHOx　Ultra 汎用血液ガス分析装置 スタットプロファイルフォックスウルトラ

StatProfile　pHOx スタットプロファイルフォックス

Blood　Glucose Analyzer；StatStrip 院内専用グルコース分析装置スタットストリップ

Blood　Creatinine　Analyzer；StatSensor－i
院内専用クレアチニン分析装置スタットセンサーi
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K．K．　Ohdensya 株式会社桜電社

Address 31－4Hamamatsu－cho　1－chome，

Minato－ku，TokYo　105－0013
住所

〒105－0013東京都
港区浜松町1－11－6吉和田ビル3階

UR．L http：／／www．ohden．co．jp／ URL http：／／www，ohden．co．lp／

TEL／FAX 03－3437－5501　　　1　　03－3437－3184 TEL／FAX 03－3437－5501　　1　　03－3437－3184

［About　Company］ ［会社概要］

電源関連の専門商社です。 （サンケン電気販売代理店）

電力不安 （停電・瞬低・電圧変動）から、装置の停止・破損及び

データを守る為の、無停電電源装置（UPS）を御提案致しま

す。

u PSの給電方式は常時インバータ給電方式ですので、

非常用発電機電源にも対応致します。

【御問合せ先】営業1部2課山本克敏、大槻貫
［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

UPS　l　100V 7．5A～15Aサンケン電気製「SRUシリーズ」

UPS：100V 30A～75A　サンケン電気製「SAUシリーズ」

【新製品】

UPS　l　100V 30Aサンケン電気製「SAU－A302」

UPS：200V 15Aサンケン電気製「SMU－HF302」

UPS：100V 7．5Aサンケン電気製「SXU－Z751」

ORTHO CLINICAL　DIAGNOSTICS　K．K， オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

Address
3－5－2，Nishi－kanda，　Chiyoda－ku，　Tokyo

101－0065
住所 〒101－0065

東京都千代田区西神田3－5－2

URL httP：／／www．orthoclinical．com／ia URL http：／／www．orthoclinicaLcom／ja

TEL／FAX 0120－03－6527　　1　　03－4411－7711 TEL／FAX 0120－03－6527　　1　　03－4411－7711

［About　Company］ ［会社概要］

ORTHO　CLINICAL　DIAGNOSTICS　K，K，　is　part　of］ohnson＆ オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社は、全世界60力国

］ohnson　company，　have　business　in　60　countries　and　250 約250社のジョンソン・エンド・ジョンソングループ企業の一員として、

companies worldwide　and　is　the　leading　provider　of　total 病気の診断や治療の経過を正確に把握するための質の高い体外
solutions　for　screening，　diagnosing，　monitoring　and 診断用医薬品、 医療機器、情報を医療現場にご提供することで、
confirming diseases　early　before　they　put　lives　at　risk．

患者の皆様、 そして医療専門家の皆様のお役に立つべく弓1き続き
Today，　welre

products　and

focused　on　creating　high－quality　diagnostic

Laboratonゾsystems，　advancing　your
努力してまいります。

knowlegde and　shaping　the　future　of　diagnostics　for

patients　and medical　professionals，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

AutoVue⑧ Innova，　BTD⑧、　VITROS⑧5600、　VITROS⑧350、 オートビュー㊥Innova、　BTD⑧，ビトロス⑧5600，ビトロス⑧350，

0戊ho－OLIVE⑧， オーソ・オリーブ⑧
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PRECISION－SHIBAZAKI　Co，LTD 株式会社 柴崎製作所

Address 12－5，KITANE，FUKAYA－SHI，SAITAMA一
住所

〒369－1242

KEN，］APAN　369－1242 埼玉県深谷市北根12－5
URL http：／／www．precision－shibazaki．co．lp URL http：／／www．precision－shibazaki．co．jp

TEL／FAX ＋81－48－584－2211　1　＋81－48－584－0229 TEL／FAX 048－584－2211　　1　　048－584－0229

［About　Company］ ［会社概要］

弊社はお客様の企画された製品仕様を実現し、ご満足いただける製品を提

供できるようために、医療・バイオ研究機関分野を中心に各種自動化装置

の設計・開発・製造販売を行っております。企画から設計、パーツ製作、組

立調整、ソフトウェア製作、検査までをほぼ100％内製で行う一貫体制にご

だわり、お客様にご満足いただける自動化装置を提供しております。

制御ソフトウェアやアプリケーションソフトウェアに関しても、全て自社内開発し

ていますので、仕様の変更や保守に対して迅速な対応が行えます。

これからも柴崎製作所は、蓄積された技術力をもとに提案型企業として、お

客様のニーズを反映した製品づくりに取り組んで参ります。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・凝集検査用希釈分注装置

・小型小分け装置

・ 非接触微量分注装置

RADIOMETER　K．K． ラジオメーター株式会社

Address 4－7－35，Kitashinagawa，Shinagawaku，
住所

〒140－0001

Tokyo　140－0001 東京都品川区北品川4－7－35

URL http：／／www．radiometer．co．lp／ URL http：／／www．radiometer．co．lp／

TEL／FAX 03－4331－3500　　　1　　03－3443－5107 TEL／FAX 03－4331－3500　　1　　03－3443－5107

［About　Company］ ［会社概要］

Your　concerns－FIRST　and　Formost， お客様の関心事が第一、最優先です。

Radiometer　takes　a　holistic　apprroach　to　developing　a ラジオメーターは包括的アプローチでご施設のニーズに対応したソ

solution　tailored　to　your　specific　needs． リューションを提供し、高品質かつ、コンプライアンスに適合する急性

With　the　Radiometer’s　solution　you　get　control　of　your 期検査体制の構築をサポートいたします。
testing　at　the point　of　care　and　keep　it　high　quality，　ensuring

that　you　are　in compliance　at　any　time．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Total　POC　management　system　AQURE POC装置管理システムAQURE
Blood　gas　analyzer　ABL80　FLEX 血液ガス分析装置ABL80　FLEX
Blood　gas　analyzer　ABL90　FLEX 血液ガス分析装置ABL90　FLEX
Blood　gas　analyzer　ABL800　FLEX 血液ガス分析装置ABL800　FLEX
Arterial　blood sampler　PICO 動脈血サンプラー PICOシリーズ
STAT　immunoassay　analyzer　AQT90　FLEx

他

移動式免疫蛍光分析装置AQT90　FLEX
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SEKISUI MEDICAL　COソLTD． 積水メディカル株式会社

Address 3－13－5，Nihombashi，　Chuo－ku，　TokYo，

103－0027］aDan
住所 〒103－0027東京都

中央区日本橋3－13－5KDX日本橋313ビル

URL http：／／www．sekisuimedicaLjp／english／index．html URL http：／／www．sekisuimedical．jp／

TEL／FAX ＋81－3－3272－0671　1　＋81－3－3278－8774 TEL／FAX 03－3272－0671　　1　　03－3278－8774

［About　Company］ ［会社概要］

Our　Diagnostic　Business　is　engaged　in　the　development， 当社は創業以来、「人々の健康と豊力、な生活の実現に貢献する」

manufacture　and　distribution　of　plastic　blood　collection ことを社是として、 医療関係の皆様にさまざまな製品やサービスを提

tubes　and ∨arious　types　of　in－vitro　diagnostics　related 供して参りました。当社検査事業では血液凝固・糖尿病・脂質・リウ
primarily　to　the　fields　of　biochemistnゾ，　coagulation，　lipids， マチ・感染症などの各種臨床検査薬や、プラスチック製真空採血管
diabetes， rheumatoid　arthritis　and　infectious　diseases．　We の開発・製造・販売を行っております。また、臨床化学自動分析装
also　distribute　automatic　analyzer　such　as　clinical　chemistry

置・全自動血液凝固分析装置をはじめとする各種分析装置も販売
automated analyzer　and　bbod　clot　analyzer．

しております。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

EV800 臨床生化学自動分析装置EV800
CP2000 全自動血液凝固装置コアプレスタ2000
Genelyzer 遺伝子解析装置ジェネライザー
Rapidpia 蛋白質分析装置ラピッドピァ

POCT　product line
POCT製品

Blood　collection　tube
採血管

セ［】株式会社 SERO　AS

Address
P．B．24，1375　Billingstad

Norway
住所

P．B．24，1375　Billingstad

Norway
URL http：／／www．sero．no URL http：／／www．sero．no

TEL／FAX ＋（47）66858900　　1　＋（47）66982201 TEL／FAX ＋（47）66858900　　1　　＋（47）66982201

［About　Company］ ［会社概要］

SERO，the European　control　specialist，has　been　present　on ヨーロッパの精度管理の専門メーカーであるセロ社は、1972年以来

the　japanese market　since　1972　with　its　branded　products セ日ノルム、 パソノルム及びオートノルムの商標で日本市場に製品を

Seronorn，Pathonorm　and　Autonorm． 提供して参りました。

In　addition SERO　has　been　offering　OEM　controls　to　different また、当社は生化学及び免疫化学の分野におけるOEM精度管理
］apanese　diagnostic　companies　in　the　field　of　clinical

物質を日本の診断薬メーカーに提供して参りました。
chemistry　and immunochemistnゾ．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］
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Siemens Healtchare　Diagnostics　K．K， シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

Address
Gate　City　Osaki　West　Tower，1－11－10saki，

Shinagawa－ku，　Tokyo　141－8644
住所

〒141－8673東京都品川区大崎1－11－1
ゲートシティ大崎ウエストタワー

URL www．siemens．co．jp／diagnostics URL www．siemens．co．jp／diagnostics

TEL／FAX 0120－543－455　　　1　　03－3493－9551 TEL／FAX 0120－543－455　　1　　03－3493－9551

［About　Company］ ［会社概要］

Siemens　Healthcare　Diagnostics　supports　the　laboratory シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスは、革新的な製品群、総合

testing　with the　inno∨ative　products　portfolio，　the 的なソリューション、高品質なサービスと万全のサポート体制で臨床

comprehensive　solution，　the　high　quality　service　and　the 検査をサポートし、早期発見・診断・治療・ケアまでのヘルスケアにお

best　supPort structure　and　aim　to　realize　the　optimal いて、患者様にとって最適な医療の実現を目指します。
healthcare for　our　patients　in　the　series　of　healthcare

processes； early　detection，　diagnosis，　treatment　and　care，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

ADVIA　Centaur　XP　Automation　Solutions 搬送システム ADVIA　CentaurXP専用モジュラーシステム

ADVIA　Centaur　XP　Immunoassay　System 全自動化学発光免疫測定装置ケミルミADVIA　Centaur　XP

ADVIA　2120i Hematology　System 総合血液学検査装置アドヴィア2120i
MicroScan WalkAway　plus　System 同定／薬剤感受性パネル測定装置マイクロスキャンWalkAway
Autorenok Bride，　Auto－Innoculator 40Plus

自動分注装置 オートリノックブライド

Techno Medica　Co．，Ltd， 株式会社テクノメディカ

Address 5－5－1Nakamachidai　Tsuzuk卜ku

Yokohama，Kanaqawa
住所 〒224－0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台5－5－1

URL http：／／www．TechnoMedica．co．jp URL http：／／www．TechnoMedica．co．jp

TEL／FAX ＋81－45－948－1961　1　＋81－45－948－1962 TEL／FAX 045－948－1961　　1　　045－948－1962

［About　Company］ ［会社概要］

Techno　Medica Co．，Ltd．　have　provided　high　value　and 弊社は1987年の設立以来、臨床検査用分析装置及び医療機器
originality products　and　services　in　research，　develop， の研究開発、 製造、販売保守サービスにおいて、従来の医療機器と

manufacture and　after　sales　services　for　IVD　analyzers　since は一線を画すオリジナリティの高い知的価値もある製品・サービスを提

founded　in 1987． 供しております。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ Automatic　Tube　Preparation　System　BC　ROBO－8000RFID ・ 自動採血管準備装置BC・ROBO－8000RFID
・ Automatic　Tube　Preparation　System　BC・ROBO－888 ・ 自動採血管準備装置BC・ROBO－888

・RFID　Specimen　Management　System　TRIPS ・検体ll青報統括管理システムTRIPS

・ Phlebotomy　Assistant　System　Assist　Solution ・ 採血業務アシストソリューション

・ Automated pH／Blood　Gas　Analyzer　GASTAT－1800 ・ 全自動pH／血液ガス分析装置GASTAT－1800
・ Blood　sedimentation　R．ate　Analyzer　Quick　eye－8 ・赤血球沈降速度測定装置Quick　eye－8

・Vein　Illumination　Device　StatVein ・ 非接触型 静脈可視化装置StatVein
・ Automated Urine　Aliquot　and　Urinalysis　System ・ 全自動尿分析・分取装置UA・ROBO－1000AD
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TOKYO　BOEKI　MACHINERY　LTD． 東京貿易機械株式会社

Address 2－13－8、　HATCHOBORI　CHUO－KU，　TOKYO，

104－8510　］APAN
住所 〒104－8510

東京都中央区八丁堀2－13－8

URL http：／／www．tokyo－boek卜kikai．co．lp／ URL http：／／www．tokyo－boeki－kikai．cojp／

TEL／FAX ＋81－3－3555－7353　　　＋81－3－3555－7367 TEL／FAX 03－3555－7353　　　　　　03－3555－7367

［About　Company］ ［会社概要］

Tokyo　Boeki Machinery　Ltd．，　provides　h卜tech　solutions 東京貿易機械株式会社は、クリーンエネルギーや医療分野におい

that　are　on the　frontline　of　clean　energy　and　medical て、その最前線で活躍する”八イテクノロジー”を提供することによって、

equipment． The　aim　of　the　company　is　to　become　a 世界の人々の豊力、な”生活を支えるパワー”（Power　Supporting

” power　supporting　our　life，”enriching　the　lifestyles　of Our　Life） になりたいと考えております。メーカー機能を併せ持つ商

people　around　the　world．We　provide　the　highest 社である強みを活かし、顧客とマーケットのニーズに応え、国内外のお

quality　products　and　after－sale　services　to　our 客様へ最高品質の製品とアフターサービスを提供します。

customers．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Automated Clinical　Analyzer 生化学自動分析装置
・ Biolis24i Premium　　（Throuhput　240test／h）

It　is　a　latest model，upgraded　version　of　Biolis24i　as　a
・ ビオリス24i プレミアム　（処理能力毎時240テスト）

bench－toptype fully　automated　clinical　analyzer． 高い実績を持つ、小型自動分析装置24iシリーズ最新モデルです。

・Biolis50i

It　shows　the

It　has　also

Superior　　　（ThrougPut　480test／h）

　　largest　throughput　of　the　Biolis　series．

　various　kinds　of　new　functions．

・ ビオリス50i　　　　　　　スペリア　（処理能力毎時480テスト）

ニーズに応える新機能を備えた、ビオリスシリーズ上位機種です。

TOPPAN　PRINTING　CO．，　LTD，

Address

URL
TEL　FAX

1，Kanda　Izumi－cho，　Chiyoda－ku，

Tok　o　101－0024］a　an
htt www．to　an．co．　en　lish
81－3－3835－5111

［About　the　Company］

Toppan　is　one　of　the　world’s　leading　printing　companies，　with

annual　sales　of　around　1．51　trillion　yen．　Toppan　was　established　as

atechnology　venture　in　1900　based　on　the　ErhO戊letterpress，　the

most　advanced　printing　technology　of　the　day．　With　the　foundation

of　its　printing　technologies，　in　addition　to　the　three　business　fields

of　Information＆Networks，　Living　Environment，　and　Electronics，

ToPPan　contributes　to　solutions　for　social　issues　by　undertaking

business　in　the　fields　of　Personal　Service，　where　services　are

provided　directly　to　consumers，　and　Next－generation　Products，

including　clean　energy　and　life　science－related　business．

［Main　Exhibit］

Automatlc　Gene　Anal　sls　S　stem　te　ulm　le”

This　system　consists　of　an　analysis　device　and　a　disposable　chip．

Using　the　blood　of　a　test　subject　or　a　tissue　fragment　of　roughly

lmg，　the　system　is　capable　of　identifYing　genetic　differences　in

approximately　l　hour．　We　aim　to　contribute　to　making　personalized

medicine　a　reality　by　promoting　widespread　use　of　the　system　by

organizations　such　as　medical　institutions　and　pharmaceutical

companies．

■Features　of　the　system

・ Can　detect　SNrP，　HLA，　and　somatic　mutations

・Ease　of　operation：Fully　automatic　analysis　of　genotype　from　blood

・ Analysis　in　a　short　time：Result　of　analysis　obtained　from　blood　in

about　l　hour．

凸版印刷株式会社

住所

URL
TEL　FAX

〒101－0024
東京都千代田区神田和泉町1

htt WWW．to　an．CO．
03－3835－5111

［会社概要］

トッパンは、売上高約1兆5，100億円を誇る、世界最大規模の印刷会社

です。1900年、当時の最先端印刷技術「エルヘート凸版法」をもとに、技

術ベンチャーとして創業して以来、「EP刷テクノロジー」をベースに「情報・ネット

ワーク系」「生活環境系」「エレクトロニクス系」の3つの事業領域に加え、生

活者に対して直接サービスを行う「パーソナルサービス系」、クリーンエネルギー

関連やライフサイエンス関連などの「次世代商品系」という2つの事業領域に

も取り組み、社会課題の解決に貢献しています。

［主要出展品目］

遺伝子解析システム　Ulm　le

遺伝子解析システムは使いきりのチップと検査装置の2つから構成されてお

り、被験者の血液、あるいは約1mgの組織片から約1時間で遺伝子の

違いを調べることができる。医療機関や製薬会社などへの広い普及を試み、

個の医療の実現化を図る。

■システムの特徴

・ SNP，　HLA，体細胞変異を検出可能

・ 操作の簡便性：血液から遺伝子型判定まで全自動

・短時間での判定：血液から約1時間で判定
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Toshiba　Medical　Systems　Corporation

Address

URL
TEL　FAX

1385Shimoishigami　Otawara　Tochigi　324－

8550］APAN
htt：／／www．toshiba－medical．co．i

＋81287265021 ＋81287265026
［About　Company］
Aims　to　maximize　the　quality，　safety，and　efficiency　of　medical　care，

supporting　clinical　practice　with　reliable　quality　and　cutting－edge

technology．Our　advanced　apPlications，　supPorted　by　highly　reliable

technology，open　the　door　to　the　next　stage　of　medical　care．

＜Scope　of　business＞

Development，　manufacture，　sale　and　technical　services　for　medical

equipment（including　diagnostic　X－ray　systems，　medical×－ray　CT

systems，　magnetic　resonance　imaging　systems，　diagnostic

ultrasound　systems，　radiation　therapy　systems，　diagnostic　nudear

medicine　systems，　medical　sample　testing　equipment，　and

information　systems　for　medical　equipment）

［Main　Exhibit］

Clinical　Chemistry　Automated　Analyzers

　TBA－c　Series　（TBA－c16000　integration　type）

　TBA－FR　Series　（TBA－2000FR／TBA－25FR）

Others

東芝メディカルシステムズ株式会社

住所

UR．L

TEL　FAX

〒324－8550

栃木県大田原市下石上1385番地
htt：／／www．toshiba－medicaLco．’

0287－26－5021 0287－26－5026
［会社概要］

最先端の医療システムによって、世界中の人々の健康といのちを護

るために、高品質で信頼性の高い医療機器・システムをいち早く開

発・提供するとともに、徹底した保守サービスによって人々の健やかな

生活の実現に貢献します。

〈業務内容〉

医用機i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、超音波画像診断装置、放射線治療装置、診断用核

医学装置、医用検体検査機器、医療機関向け情報システムな

ど）の製造、販売、技術サービス

［主要出展品目］

臨床化学自動分析装置

TBA－cシリーズ（c16000免疫測定オプション付タイプ）

TBA－FRシリーズ（2000FR／25FR）

他

TOSOH　CORPORATION， 東ソー株式会社

Address
3－8－2，Shiba，Minato－ku，Tokyo　105－

8623，］apan
住所 〒105－8623

東京都港区芝3－8－2芝公園ファーストビル

URL http：／／www．tosoh．co．lp／science／ URL http：／／www．tosoh．cojp／science／

TEL／FAX 03－5427－5181　　　　　03－5427－5220 TEL／FAX 03－5427－5181　　　　　03－5427－5220

［About　Company］ ［会社概要］

TOSOH　is　a global　chemical　company　and　has　built　product　lines　of 総合化学メーカーである東ソーは分離・分析技術をベースとして1971年から

speciality　products　containing　high－performance　liquid 液体クロマトグラフ市場へ参入し、「計測分野」と「診断分野」を核に展開し

chromatography（HPLC）systems，　columns，　and　separation　medias てきました。「診断分野」では、液体クロマトグラフを原理とする「診断液クロ

since　1971， TOSOH　has　also　furnished　sophisticated　diagnostic
製品群」、免疫測定を原理とする専用装置・専用試薬の「AIA製品群」、

teSting　SyStem

systems　including　clinical　HPLC　systems，　automated　immunoassay

analyzers　named　AIA　and　dedicated　reagents，　and　molecular

　　　　　　　　based　on　a　transcription　reverse　transcription

RNA増幅を原理とする「TRC製品群」を販売しています。それぞれの製品群

とも「迅速測定」をキーコンセプトに開発し、臨床検査現場での即時報告に

concerted　reaction（TRC）．All　of　these　products　aim　to　make　the 貢献しています。

laboratory　work more　efficient　and　contribute　to　the　immediate

reporting　to both　doctors　and　patients．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

●Automated Enzyme　Immunoassay　Analyzer；AIA－2000／ ●自動工ンザイムイムノアッセイ装置；AIA－2000／AIA－900／AIA一

AIA－900／AIA－360 360
●In　vitro　diagnostic　reagents；　AIA－PACK ●酵素免疫測定試薬； Eテスト「TOSOH」nシリーズ

●Automated Glycohemoglobin　Analyzer；HLG723G9／HLG ●自動グリコヘモグロビン分析計；HLC－723G9／HLC－723GX
723GX
●TRCR　Real－time　Monitor；TRCRapid－160／TRCRapid－480

●遺伝子検査システムTRCRリアルタイムモニター；TRCRapid－160

●Reagent； TRCRapid　Series／TRCRtest　Series ／TRCRapid－480

●核酸検出試薬 ｝TRCRapidシリーズ／TRCRtestシリーズ
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TOYOBO CO．，　LTD， 東洋紡株式会社

Address
2－8，Dojima　Hama　2－chome，　Kita－ku，

住所 〒530－8230

Osaka，530－8230．　JAPAN 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
URL http：／／www．toyobo－global．com／ URL http：／／www．toyobo．co．jp／seihin／dsg／

TEL／FAX ＋81－6－6348－3335　1　＋81－6－6348－3833 TEL／FAX 06－6348－3335　　1　　06－6348－3833

［About　Company］ ［会社概要］

Toyobo　was　founded　in　1882　as　a　textile　company，　when　it 東洋紡株式会社は、フィルム、自動車用資材、環境関連素材、バ

began　its　spinning　and　textile　business．　We　continued　to イオ・医薬など、 多くの高機能製品を提供する「高機能製品メー

adapt　to　the changing　needs　of　the　times，　drawing　on　our カー」です。

core　technologies　in　polymerization，　modification， 体外診断用医薬品および臨床検査用医療機器の開発・販売は、
processing and　biotechnology　to　expand　our　business　fields

診断システム事業部が担っており、臨床検査における様々な分野で
and　develop　the　kind　of　high－performance　products．

活用いただける製品を提供しています。
Our”Diagnostic　System　Department”takes　charge　of

de∨elopment　and　marketing　of　IVD　reagents　and　devices．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Urine　Cell Analyzer　USCANNER（E） 尿中有形成分分析装置USCANNER（E）

Automated Gene　Analyzer　GENECUBE 全自動遺伝子解析装置GENECUBE
［Test　Items： MTB，　MAC，　H．　pirori，　CYP2C19， ［検査項目 ：MTB、　MAC、ピロリ菌、　CYP2C19、汎用ベーシック
Universal basic　reagent］

試薬］

Contact　us： thec＿bs＠toyobo．jp
お問い合わせ ：thec＿bs＠toyobo．jp

TOYOBO ENGINEERING　CO．，LTD 東洋紡工ンジニアリング株式会社

Address
Fujita　Toyobo　Building，1－16，Dojima　2一

住所 〒530－0003

chome，Kita－ku，Osaka　530－0003，Japan 大阪市北区堂島2－1－16フジタ東洋紡ビル

URL http：／／www．toyobo－eng．co，lp URL http：／／www．toyobo－eng．cojp

TEL／FAX 06－6348－3357　　　1　　06－6348－9455 TEL／FAX 06－6348－3357　　　1　　06－6348－9455

［About　Company］ ［会社概要］

All　over　the country，our　reverse　osmosis　membrane 全国の病院、研究所に多くの納入実績がある、東洋紡製の逆浸透膜（RO

demineralizers are　being　used　in　many　hospitals　and 膜）を採用した純水製造装置により造られる純水は生化学分析や洗浄・製

research　facilities．Pure　water　created　from　this　equipment　is 剤・調乳などの医療用水として利用されています。多くの導入実績で実証さ

being　used for　medical　purposes　such　as　biochemical れた、安心・安全設計をベースに高い水質保証値を実現した連続電気再

analysis，cleaning，pharmaceutical　production，and　preparing 生式（EDI）純水製造装置を中心に、休日夜間24時間のサポート体制も整

baby　formula， 備されております。 また、納入ご施設様の原水に応じて、多種の前処理ユニッ

ト、 ろ過膜、オプション品を組み合せ、装置をカスタムする事も可能です。純

水に関するお問合せは是非、東洋紡エンジニアリング株式会社へお願い致

します。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Reverse　osmosis　water　demineralizer　TRO－Serise RO純水製造装置TROシリーズ
・連続電気再生式（EDI）純水製造装置eシリーズ

・イオン交換樹脂式純水製造装置iシリーズ
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TOYO　KIZAI KAGAKU　Co．，LTD， 東洋器材科学株式会社

Address
Minami－cho4－7－10，Warabi　City　Saitama，

335－0003］APAN
住所

〒335－0003

埼玉県蕨市南町4－7－10
URL http：／／www．toyo－kizai．co．jp URL http：／／www．toyo－kizai．co．jp

TEL／FAX 048－447－3381　　　　　048－431－4685 TEL／FAX 048－447－3381　　　　　048－431－4685

［About　Company］ ［会社概要］

In　modern society　to　accelerate　more　and　more，　also　the ますます加速する現代社会において、臨床検査の現場もまた、技術

scene　of　clinical　testing，　we　repeated　the　innovation．　Allow 革新を繰り返しています。

for　its　speed， even　Niokimashite　our　company，　you　quickly そのスピードに対応できるよう、弊社におきましても、最新鋭の設備を

to　the　needs　with　state－of－the－art　facilities，　share　the　goal　as 備え、社員一同「品質・安定供給・即納・新規開拓・及び研究」と
”research　and 及一development　and　new　instant　delivery，

目標を共有し、 高度化・多様化するニーズにいち早くお応えできるよ
stable　supply　of　quality，‘’Everyone　employees，　increasingly

う研究を進めております。
sophisticated

research．

　　and　diverse　We　can　meet　as　conducting

The　future，　about　the　guidan⊂e　and
今後とも、ご指導ご鞭燵のほど、何とぞよろしくお願い致します。

encouragement，　thank　you　humbly，

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

General　inspection　equipment　and　disposable　products　order ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・ Spitz ・ スピツツ

・Tube ・ チューブ

・ Dropper ・スポイト

・ Sample　cup ・ サンプルカップ

・ Feces　sampling　tube ・ 採便管

・Cup
・カップ

・Swab
・ Swab

TRINA　BIOREACTIVES　AG TRINA　BIOREACTIVES　AG

Address
Grabenstrasse　8，　Naenikon　8606，

住所
Grabenstrasse　8，　Naenikon　8606，

Switzerland Switzerland

URL www．trinabio．com URL www．trinabio．com
TEL／FAX ＋41－44－905－2010　　1　＋41－44－905－2011 TEL／FAX ＋41－44－905－2010　1　＋41－44－905－2011

［About　Company］ ［会社概要］

We　supply customized　bulk　reagents　and　intermediates　for 体外診断薬、 製造・開発に必要なバイオロジカル原料を、

global　IVD manufacturers， 世界の主な 製造メーカーに提供しております。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Disease　state， bulk　control　material 血清・血漿： べ一ス血清、脱脂血清、チャコール処理血清

Plasma／Serum processed 陽性血漿： 感染症、自己免疫疾患、肝炎等

Serum　pooled／single 精製抗原・抗体 ：天然・リコンビナント

Source　Plasma disease　state，　Donor　Qualification OEMキャリブレーター・コントロール

OEI＞1　Calibrators＆Controls バイオロジカルサービス：アッセイバリデーション

Purified　antigens

Clinical　Specimen
研究用クリニカル検体
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U．I　kasei Co，，Ltd ユーアイ化成株式会社

Address
6－1－35，Tanou，Amagasaki－city，Osaka　661－

0951，］apan
住所

〒661－0951
兵庫県尼崎市田能6－1－35

URL http：／／www．yuaikasei．co．jp／ URL http：／／www．　uaikasei．co．jp／

TEL／FAX 06－4960－1666　　　　　　06－4960－1333 TEL／FAX 06－4960－1666　　　　　　06－4960－1333

［About　Company］ ［会社概要］

U．1，Kasei　Co．， Ltd，　is　a　manufacturer　specialized　for ユーアイ化成株式会社は、臨床検査機器用洗剤・緩衝液・試薬等

detergent　for clinical　inspection　devices，　buffer　solutions　and の専門メーカーでOEM製造も承っております。

teSt　regentS， accepting　OEM　at　the　same　time． 各種自動分析装置用洗剤・緩衝液・試薬等新しい技術・製品への
With　continuous　pursuit　of　high　quality　even　in　challenging チャレンジにおいても、常に八イクオリティを追求し、優れた製品を安価

development new　technologies　and　products　such　as におとどけすべく努力を重ねております。

detergent　for various　automated　analyzers，　buffer　solutions

and　test　regents，　we’ve　been　making　every　effort　to　provide

products　with exce‖ent　quality　at　reasonable　prices．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ Detergent for　various　automated　analyzers ■ 各種自動分析装置用洗剤
● Buffer　solution　for　ISE ・ ISE用緩衝液
・ Test　regent for　isothermal　bath ・ 恒温槽用試薬
・ Detergent for　blood　cell　counter

・ 血球計数装置用洗剤
・ Detergent for　blood　coagulation　measuring　device

■ 血液凝固測定装置用洗剤

UNIFLEX　Company　Ltd．

Address

URL
TEL　FAX

2F　Verde　Grande，1－1－1，　Kitakashiwa，

Kashiwa－cit　Chiba　277－0832］a　an
htt：／／www．uniflex．co．’／com．html

04－7160－2721 04－7160－2725
［About　Company］

Science　and　technology　have　been　changed　by　new　ideas　of

new　people　every　single　days，　Our　ultimate　goal　has　been　to

support　scientists　who　challenge　boldly　this　progress，

We　are　dealing　with　analytical　instrument　at　clinical

laboratory　and　research　institute，　manufacturing　and　selling

electronic　products　and　planning　system　of　data　processing，

Besides，　we　are　introducing　not　only　worldls　state－of－the　art

technology　but　also　services　to　ease　scientists’work　such　as

on－site　validation　services．

［Main　Exhibit］

ARTEL　PCS

ARTEL　MVS
UNIPET　AC（Accurate　Autoclavable　Pipette）

Plastic　Supplies　for　Clinical　Laboratories

株式会社ユニフレックス

住所

URL
TEL　FAX

〒277－0832
千葉県柏市北柏1－1－1ヴェルグランデ2F

htt：／／www．unifl　ex．co．’／com．html

04－7160－2721 04－7160－2725
［会社概要］

科学と技術は、毎日新しい人の新しい発想で変化を続けています。

この進歩に果敢に挑戦されている科学者の皆様のお役にたてる会社

であることが、常に私たちユニフレックスの目的です。

業務内容は、臨床検査及び研究所における化学分析機器、エレク

トロニクス製品の製造、販売並びにデーター処理システムプランニング

の他、世界の最新技術の紹介に止まらず、オンサイト・バリデーション・

サービスなど科学者の作業を軽減するサービスにも真剣に取り組んで

います。是非、私どもに今後とも、多くの啓示と鞭燵を賜りますようお

願い申し上げます。

［主要出展品目］

アーテル　PCS

アーテル　MVS

マニュアルピペッターユニペットAC

臨床・理化学分析用プラスチック研究器材
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Veritas　Corporation

Address

URL
TEL　FAX

Yashima　Bldg．2－7－14　Toranomon，　Mitato－

ku　Tok　o　IO5－－OOO1］a　an

htt：／／www．veritastk，co．’／

03－3593－3211 03－3593－3216
［About　Company］

Veritas，　a　biotechnology　Marketing　Company　has　been

delivering　IVD　materials　to　the　IVD　companies　over　30　years

in］apan，　We　are　capable　of　finding　and　delivering　the

materials　the　market　requests　using　our　worldwide　network．

In　addition，　we　work　closely　with　the　development，

production　and　logistic　department　to　fulfill　their　objectives

and　demands．

［Main　Exhibit］

Materials　for　Diagnostic　Reagent

－ Antigen（Native，　Reconbinant），　Antibody（Monoclonal，

polyclonal）

－ Control，　Calibrator

－ Human　serum，　plasma

－ Disease　sample

－ Animal　serum，　protein

－ Magnetic　Beads（Dynabeads）

－ FBS，　BSA

株式会社ベリタス

住所

URL
TEL／FAX

〒105－0001
東京都港区虎ノ門2－7－14八洲ビル

htt：／／www．veritastk．co．’／

03－3593－3211 03－3593－3216
［会社概要］

株式会社ベリタスはバイオテクノロジーのマーケティングカンパニーとし

て30年以上にわたり、日本国内の診断薬メーカーに対して診断薬

原料をお届けしております。既存の幅広い製品に加えて、世界中の

ネットワークを利用し、お客様のご要望に応じた製品をお探しして、お

届けする事も可能です。

単純な製品の販売に留まらず、お客様の開発部、生産部、調達

部などにも細かく気を配り、コミュニケーションを円滑に行いながら、原

料供給のサポートをさせて頂きます。

［主要出展品目］

診断薬原料全般

・抗原（ネイティブ、りコンビナント）、抗体（モノクロナール、ポリクロナール）

・ コントロール・キャリブレーター

・ ヒト血清・血漿

・ 各種患者検体
・ 動物血清／動物タンパク

・ 磁性ビーズ（Dynabeads）

・ FBS，　BSA

Viroquest Corporation 株式会社バイロクエスト

2－5，2－Chome，　Awaji－machi，　Chuo－ku，
住所

〒
Address

Osaka］apan 大阪市中央区淡路町2丁目2番5号

URL http：／／www．viroquest．cojp URL httpl／／www．viroquest．co．jp

TEL／FAX 06－6152－9940　　　　　　06－6152－9941 TEL／FAX 06－6152－9940　　　　　　06－6152－9941

About　Company ［会社概要］

Viroquest　will　deal　with　virus－related　opportunistic　infections，　special バイロクエストは、 感染症関連を中心としたマーケットのニーズに応え
research　materials，　as　well　as（custom　made）reagents　to　serve　the るべく、多くの経験と海外メーカーとのコネクションを駆使し、以下の研
Japanese　research　market．　Having　close　contacts　with　all　principle

researchers　in］apan，　it　is　the　mission　of　viroQuest　to　become　a　Total 究支援、情報の提供、製品の供給等を行うことにより、バイオテクノ

Supplier，　ranging　from　import　to　supply，　therebY　focusing　on： ロジー分野の発展のために日夜努力して参ります所存でございます。

○ supporting］apanese　researchers　through　communication　with

manufacturers　all　around　the　world

Oproviding market　research　and　updated　information　of
＊世界中のメーカーとの充分なコミュニケーションによる研究支援

the　latest　products ＊最新の商品と関連情報の調査及び提供

○ acting　as　a　fast　and　inexpensive　supplier　of　imported ＊直輸入による迅速かつ安価な供給
reagents　products．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

Blocking　agents，Monoclonal，　polyclonal　antibodies　Recombmant ELISA，　W　B．用ブロッキング剤、ポリクローナル、モノクローナル抗体、

proteins，　native　antigens，　Purified　inactivated　viruses，　concentrated
リコンビナント抗原、精製不活化ウイルス、バクテリア、各種臨床検体

viruses，　Bacteria，　alive　or　inactivated，　　Clinical　and　diagnostic

specimens，　custom　services，　protocols，　CRF，　Informed　Consent，　IRB
（血清、血漿、 パネル）、セロコンバージョンパネル、受託製造品

preparation． HIV，　HCV，　HBV　Seroconversion　Panels，　Other　reference （各種抗体、 リコンビナント蛋白）、細胞培養用ヒトアルブミン、血

panels， Custom　preparations　for　recombinant　proteins， 清、関連試薬。
viral　lysates， antibodies，　Scientific　and　academic　information，　product

catalogs　delivery　services，　Tissue　engineering＆regenerative　medicine，

Cell　culture　related　reagents，　sera　and　albumins．
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Wako　Pure Chemical　industries，　Ltd． 和光純薬工業株式会社

Address
1－2，Doshomachi　3－Chome，　Chuo－Ku，

Osaka　540－8605，］apan
住所

〒540－8605
大阪市中央区道修町2－3－8

URL http：／／www．wako－chem．co．lp／ URL http：／／www．wako－chem．co．jp／

TEL／FAX 06－6203－3741　　　　　06－6203－2029 TEL／FAX 06－6203－3741　　　　　　06－6203－2029

［About　Company］ ［会社概要］

11We　serve　the publにwell－being　by　contributing　to　the　development 「科学技術の振興と学術研究の進展に寄与し、人々の豊かな暮らしに貢献

of　scientific　technologies　and　the　progress　of　academic　researchl’， する」という経営理念の実現を目差して、常に最先端ののその先を見つめ魅

under　this　management　policy，　we　have　been　developing　the 力ある商品の開発・価値ある情報提供に取り組んでいます。
attractive　products　and　providing　valuable　information　in　the

さらに、高品質の臨床検査薬を安定して供給するため、国際規格

ISO13485，

beyond　frontier　view．　At　the　same　time，　we　are　cer匂fied　by

　　　　　　ISO17025　for　ensuring　stable　supPIY　of　high　quality　IVD
ISO13485・IsO17025認定を取得すると共に米国FDAの要求するQSR

reagents．　We also　establish　the　internationally　accepted　quality
を実践し国際的に通用する品質マネージメントシステムを構築して、品質管

management system　by　incorporating　QSR　required　by　US　FDA　to 理の徹底を図っています。

enSUre　StriCt quaIity　control　of　the　products．

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

＊μTAS　WAKO i－30 ＊μTAS　WAKO i－30

Analytes：AFP， AFP－L3（ン6，　PIVKAII 測定項目（AFP AFPL3％　PIVKA　n）

＊SL　WAKO ＊SLWAKO
Analytes：8 Tumor　markers，5Thyroid　markers，6Hormones 測定項目（腫瘍マーカー8項目、甲状腺5項目ホルモン6項目

61nfection disease　markers，4Cardiac　markers，60thers 感染症6項目心疾患マーカー4項目その他6項目）

＊FOBIT　WAKO ＊FOBITWAKO
AnalyteS：FeCal Occult　Blood 測定項目（便潜血）

＊IVD　for　Clinical Chemistry ＊生化学検査用試薬

YOUKEN　SCIENCE　CO．，LTD

Address

URL
TEL　FAX

ShimadaBldg，2F　2－18－7　iwamoto－cho，Chiyoda－

ku，Tokyou，101－0032／］apan

htt www．　ouken－science．co，’

03－3851－5113 03－3851－5113
［About　Company］

Since　the　establishment　of　a　business，　I　ofrer　various　disposable

products　made　by　plastic　skillful　with　a　physics　and　chemistry

plane．

Molding　plant　at　the　company’s　group　has　been　consistently　up　to　a

molding　from　the　mold　making　products　that　incorporate　the

opinions　of　the　customer，　to　provide　high　quality　products　to　satisfy

our　customers　is　possible．

Because　I　produce　it　automatically　in　the　molding　environment　for

exclusive　use　of　the　physics　and　chemistnゾapparatus，　and　the

moiding　factory　molds　it　under　the　thorough　qualitY　control　system，

the　management　such　as　the　traceability　does　not　have　anY

problem　and　can　supply　the　highly　precise　product　which　is　most

suitable　for　the　production　such　as　expendable　supPlies　for

automatic　share　note　devices．

［Main　Exhibit］

Disposable　chip（For　Automatic　Pipettor）

Plastic　test　tube

Sample　cup

Urethrate　spitz

l＞licroplate

Embedding　cassette　For　pathology

株式会社ユーケンサイエンス

住所

UR．L

TEL　FAX

〒101－0032東京都
千代田区岩本町2－18－7シマダビル2F

htt www，　ouken－science．co．’

03－3851－5113 03－3851－6165
［会社概要］

創業以来、理化学機器用プラスチック製各種ディスポーザブル製品

をご提供させていただいております。顧客の意見を取り入れた製品を

自社グループ成形工場にて、金型製作から成形まで一貫して行って

おり、お客様に満足していただける高品質な製品をご提供する事が

可能です。

また、成形工場は理化学機器専用の成形環境にて自動生産を

行っており徹底した品質管理体制の下で成形を行っているのでトレー

サビリティ等の管理も問題なく自動分注装置用の消耗品等の製造

に最適な高精度な製品を供給する事が可能です。

［主要出展品目］

ディスポーザブルチップ各種（自動分注器対応）

プラスチック試験管各種

サンプルカップ各種

尿沈渣スピッツ各種

病理用包埋力セット各種
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AACC アメリ力臨床化学会
American　Association　for　Clinical　ChemistrV

Address
1850K　Street，NW　Suite　625

Washinqton，DC　20006
住所

1850K　Street，MW　Suite　625

Washington，DC　20006
URL http：／／www．aacc，org URL http：／／www．aacc．org

TEL／FAX 800－892－1400　　　1　　202－887－5093 TEL／FAX 800－892－1400　　　1　　202－887－5093

［About　Company］ ［会社概要］

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名の会員を擁する非営利の

学術的、国際的な協会で1948年設立した。

AACCは、検査医学領域の最新研究情報を収載したClinical

Chemistry］ouna1を毎月発行、また年一回のAnnual

Meetingでは800題を超す臨床化学分野の研究報告がある。併

設の展示会Clinical　Lab　Expoには、アメリ力国内及び海外から数

百の出展社と2万人を超える来場がある。

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

AACC　Annual Meeting　2013 AACC　Annual Meeting　2013

AACC　Annual Meeting　and　Clinical　Lab　Expo　2013 AACC　Annual Meeting　and　Clinical　Lab　Expo　2013

28－31，July．1，August　2013 日時：2013年7月28日～8月1日
会場： （アメリカ・ヒューストン）

展示分野： 臨床検査機器・試薬・システム、医療・健康、医療・病

院用機器、 医療技術、機械・工業技術、精密測定・試験機器

MEDICA　2012／Messe　DUsseldorf　GmbH

Address

URL
TEL　FAX

Stockumer　Kirchstrasse　61

Dusseldorf　40474　German
htt www．medica－tradefair．com
＋49－211－456001 ＋49－211－4560668

［About　Company］

MEDICA　excels　through　its　internationality，a　large　number　of

exhibitors　and　many　visitors　in　DUsseldorf，　Germany．　As　the

No．1amongst　the　medical　trade　fairs．　MEDICA　2012　will　be

expected　more　than　4，400　exhibitors　from　78　countries

including　about　80］apanese　exhibitors　and　138，000　trade

visitors　from　100　countries．

［Main　Exhibit］

MEDICA　2012　DUsseldorf，　Germany

14－17，November　2012

MEDICA事務局／株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

住所

URL
TEL　FAX

東京都千代田区紀尾井町4－1ニューオータニGC　7F

md’＠mese－dus．co．’

htt www．medica．messe－dus．co．’

03－5210－9951 03－5210－9959
［会社概要］

MEDICA（国際医療機器専門見本市＋会議）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

です。2012年度の開催では世界78力国から4，400社を超える出

展（日本約80社）と100力国から138，000人の来場者を予定し

ています。

MEDICAは開始以来、医療分野の市場のニーズをそのまま反映し

続け、今や世界第一級の地位を確立しました。

［主要出展品目］

MEDICA（国際医療機器専門見本市＋会議）

日時：2012年11月14～17日
会場：メッセ・デュッセルドルフ（ドイツ・デュッセルドルフ市）

展示分野：電子医療機器・医療機器・ラボ技術・診断機器・診断

薬・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・病院用厨房施設・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
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NPO］CCLS 特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

Address
48Kanda　Higashimatsushita－cho　Chiyoda－ku，

Tokyo　101－0042
住所 〒101－0042東京都千代田区神田東松下町48

ヤマダビル2階

URL http：／／www．lccls，org／ UR．L http：／／wwwjccls．org．／

TEL／FAX 03－6206－9746　　　　1　　　03－6206－9747 TEL／FAX 03－6206－9746　　1　　03－6206－9747

［About　Company］ ［会社概要］

JCCLS　was　founded　in　1985　by　14　academic　societies 日本臨床検査標準協議会は、1985年に発起学会4団体を含む

including　4　founding　ones，　and　8　associations．　Since　then， 14学会と8協会団体が加盟し設立され、日本における臨床検査の

we　have　been working　to　standardize　and　actively　impro∨e 標準化と質的改善を目的として活動してまいりました。その成果の一

the　quality　of］apanese　clinical　laboratory　testing．　As　some つとして常用参照標準物質：］SCC常用酵素、　ChE等の標準物質
examples， There　are　distribution　of　Reference　Standard一

の頒布及び臨床検査のためのガイドライン、指針等の出版物を販売
］SCC　Enzyme　and　Reference　Standard－ChE，　and　publication

しております。本臨床検査機器・試薬EXPO　2012では臨床検

Clinical　Lab

of　guide　line　for　clinical　laboratory　testing．　In］apanese

　　　　　EXPO　2012，　guidelines　for］apanese　clinical

laboratonゾtesting　will　be　displayed　and　also　for　sale．
ます。

査のためのいくつかのガイドライン、指針についてご紹介させていただき

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

・ An　ApProved　Guideline　for　the　Quality　Management　of　Specimens ・ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルApproved
for　Molecular　Methods：The　Procurement，　Transport，　and Guideline（承認文書）
Preparation　of　Specimens

・ 標準採血法ガイドライン

・ ］CCLS　Standard Phlebotomy　Guideline（Approved　Guideline）
・ 抗菌薬感受性検査のための標準法一第22版（M100－S22）

・ Performance　Standards　for　Antimicrobial　Susceptibility　Testing；

Twenty－Second　Informational　Supplement（M100－S22）

］apan　Accreditation　Board（］AB）

Address

URL
TEL　FAX

GOTANDA　AN　BLDG．3F　22－1　HIGASHIGOTANDA　1－

COME，　SHINAGAWA－KU，　TOKYO　141－0022，］APAN

htt www，’ab．or，’en　index．html

＋813－3442－1217　　　＋813－5475－2780
［About　Company］

To　always　be　aware　that　conformity　assessment　are　important

constituents　of　the　social　foundation　that　supPorts　public　safety　and

healtht　environmental　conservation　and　fair　economic　activity　in］apan，

and　meet　our　role　as　the　core　of　activities　to　preserve　and　impro∨e　the

reliability　and　trustworthiness　of　conformity　assessment　that　are

compliant　with　internationally　recognized　standards．

〕AB　is　implementing　the　following　activities　related　to　the　conformi亡y

assessment　scheme．　Accredtation　and　registration　of　medical

laboratories，　reference　material　producers，　laboratories　and　inspection

bodies．　And　others．

［Main　Exhibit］

Wtat‘s　ISO　15189？

Lab　Update

Annual　Report　April　1，2011／March　31，2012

Activities　of］AB

ISO　15189　Medical　Laboratory　Accreditation

Why　become　an　accredited　lab

How　does　using　an　accredited　lab　benefit　government　and

regulators

公益財団法人日本適合性認定協会

住所

URL
TEL　FAX

〒141－0022東京都
品川区東五反田1－22－1五反田ANビル3F

htt www．’ ab，or．’

03－3442－1217 03－5475－2780
［会社概要］

日本適合性認定協会は、適合性評価制度が我が国の安全・安心、健

康、環境保全、公正な経済活動を支える社会基盤としての重要な構成要

素であることを認識し、国際的に整合した適合性評価制度の信頼性を維

持し、向上させる活動の中核としての役割を果たしております。

本協会は、適合性評価制度に関わる次の事業を行っています。

・ 臨床検査室、標準物質生産者、試験所、検査機関の認定及び登録

・ マネジメントシステム認証機関、要員認証機関の認定及び登録など。

［主要出展品目］

・ ISO　15189ってなに？

・ LAB　Update
・ 平成23年度年次報告書

・活動のご案内

・ISO　15189　Medical　Laboratory　Accreditation（ILAC）英文

・なぜ認定試験所になるのですか一認定を受けるメリット（ILAC）

・ 認定試験所の利用は政府や規制当局にどのような恩恵をもたらすのでしょ

うか
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］apan　IHE Associatbn 一般社団法人 日本IHE協会

Address
Monte　Velde　Dai　ni「「bdaimae　504，9－2－6

Honqo　BunkVo－ku　Tokyo　113－0033，］APAN
住所

〒113－0033東京都文京区
本郷6－2－9モンテベルデ第2東大前504

URL http：／／www，ihe－1．org／ URL http：／／www，ihe－j．org／

TEL／FAX 03－5840－9878　　　1　　03－5840－9879 TEL／FAX 03－5840－9878　　　1　　03－5840－9879

［About　Company］ ［会社概要］

IHE　wresUes continuously　in　the　following　item　to　participate 日本IHE協会 （IHE－］）は、病院情報の相互運用性普及プロ

in　a　spread of　compatibility　project　of　the　hospital ジェクトに参画し、システム間の相互接続性を確立すべく、下記項目

information， and　to　establish　the　mutual　connectibility に継続的に取り組んでおります。

between　the system．
● コネクタソンの運営とその成果の普及活動

・ The　spread of　administration　and　result　of　Connectathon
■ ユーザによるRFP（要求仕様書）作成と統合プロファイルの導入

・ Introduction of　RFP　making　and　the　unification　profile　by
・ベンダによるIHEの実装

the　user

■ Implementation　of　IHE　by　the　Vendor
● 海外の情報収集と海外への情報発信と協調

・ Overseas intelligence　and　information　dispatch　and

cooperation to　the　foreign　countries

［Main　Exhibit］ ［主要出展品目］

The　present situation　of　the　clinにal　laboratory　section IHE－］ 臨床検査部門活動の現況
activity　of　IHE ・ 開催日： 10月11日（木）・開催時間：13：00－17：00
・Pacifico　Yokohama，Exhibition　Hall（Yokohama－Cit～今］apan） 10月12日（金）　　　　　　9：30－17：30
・October　11（Thu）／12（Fri）／13（Sat）2012 10月13日（土）　　　　　9：30－16：00

・ 会場：パシフィコ横浜展示場（A・Bホール）
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臨床検査機器・試薬EXPO　2012
　　　　　　　　　　　　　展示目録

　　　　　　　　　EXHIBIT　GUIDE

発行：臨床検査機器・試薬EXPO　2012実行委員会

　　　　　　　展示委員

　　　　　　　　川中±郎（日本電子）

　　　　　　　　金子彰紀（ベックマン・コールター）

　　　　　　　　河端俊彦（東芝メディカルシステムズ）

　　　　　　　　川上　彰（事務局）

　　　　　　　　冨田修二（事務局）

　　　　　　　　田原完次（学術広告社）

　　　　　　　　伊藤博隆（アートン・アド）

臨床検査機器・試薬EXPO　2012展示事務局

〒113－0033
東京都文京区本郷3－19－6ワイユウビル

TEL　O3－5689－5910　FAX　O3－5689－5917
URL　http：／／homepaje3．nifty．com／jacla

編集後記：本展示会はこれまで「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」と称して、開催してまいりま

したが、今回、臨床検査業界団体における

「新しい展示協賛に関する合意事項」のも

とに、さらに総合的な展示会の発展をめざ

し、名称も新たに「臨床検査機器・試薬

EXPO　2012」と改称して開催する運びと

なりました。日頃ご愛顧頂いておりますご来

場の皆様には、これまで以上のご支援をよ

ろしくお願い致します。

今回も出展各社のご協力により、「展示目

録」を発行することができました。臨床検査

機器・試薬・システム関連の情報をより詳し

く掲載しましたので、広くご活用頂きたく存じ

ます。（S．T）

　　　平成24年10月
Prinヒ壮光舎印刷6，500部
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