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ご　挨　拶

　フロー万式の自動化学分析機から始まってディスクリート方式機器へ，

ライ方式へ，専用機器の開発，免疫の諸反応を応用した自動機器，発光を捕捉する超微量の自動分析機，血液分野では，血球諸

成分の自動計測，種々の方式による血液凝固・線溶因子の自動測定など，初回から通して概観すると，検査領域の進歩，改良と

その促進の様子が詳細に理解出来る。

　さて，ここ3，4年で目立つのは自動搬送システムの登場である。この方式を含めて，各機器のブラックボックス化が加速化

している。効率化，省力化，超微量化は，検査システムにとっては大きなメリットであるが，これらを支えるマンパワーも大切

である。当展示会に出展された各社の最新鋭の製品が，明日からの診断に大きく貢献することを期待したい。

　振興会ならびに関係の方々のご苦労に感謝する次第である。

　この展示目録は，1999年の日本臨床検査自動化学会第31回大会展示会にあたって，現時点での

出展各社の機器・試薬を総覧したものである。自動化振興会の事業の一つとして大会の都度，発行

されて今回で24回を数える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シングル万式からマルチ方式へ，ウエット方式からド

平成11年9月8日

日本臨床検査自動化学会

会長茂手木　皓喜





　　　日本臨床検査自動化学会

第31回大会展示会開催にあたって

　日本臨床検査自動化学会第31回大会は，港の見える神戸の地におきまして，「21世紀にむけて

の臨床検査での夢の実現」をメインテーマとし，平成11年9月9日（木），10日（金）の2日間，

神戸国際会議場及び神戸国際展示場で学術集会と同時に機器・試薬セミナー，展示会が行われます。

　本学会は1969年に設立され，以後30年に亘り臨床検査の革新に大いに寄与して参りました。特に展示会は臨床検査領域にお

いて質と量の点においてわが国最大のものであり，毎回8，000人を超える来場者を得，内外から高い評価を受けております。本

展示会ではユーザーの方々は入手しようとする新製品を目の前にして具体的な見聞を得ることができますし，メーカーの万々は

日頃多忙でお話しできない他企業の方々と相互に意見交換を行うことができる最良の場が提供されております。

　学術集会では最先端医療のなかでの臨床検査を主題として全プログラムが編纂され，大阪府立成人病センター名誉院長正岡徹

先生が「臓器移植と臨床検査」について特別講演されます。シンポジウムには，①LDLコレステロール検査の最前線一直接

法の技術評価と臨床，②有核赤血球計測の臨床的意義と標準化，◎検査効率に貢献する検査システム，ランチョン・セミナーに

は，PCR検査の自動化，グリコヘモグロビン測定の新展開，細菌検査の自動化・システム化，凝固・線溶検査の新システム，各

種肝炎ウイルスマーカー定量測定法，ポイント・オブ・ケア検査などを企画しておりますので，現在の最も新しい検査機器と検

査法を集中的に学ぶことができます。

　今，臨床検査の領域は高齢化社会での医療制度改革の矢面に立って，非常に厳しい環境にあります。しかしながら臨床検査の

必要性がなくなるわけではありませんし，むしろ今後はより高質の検査が求められることは間違いありません。

　本展示会の開催にあたり，関係者各位のご尽力に感謝いたしますとともに，盛会を祈ってご挨拶にかえさせていただきます。

平成11年9月8日

日本臨床検査自動化学会第31回大会

大会長巽　典之
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1．分光光度計（Spectrophotometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体 nrn 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

CL－770 325～1，100 260 36．5×42．5×39 26 170～190

島　津　製　作　所

2．電解質測定装置（炎光法）Electrolyte　Analyzer（by　Flame　Emission　Method）

サンプル量 処理能力 測定項目 標準方式 サンプラー 消費電力 寸　　法 重量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

バイエル480 75～540 3 内部 無 720 42×54×59 31

バイエルメディカル

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種類 外部／内部 有・無 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

EAO5 28 300 Na，　K，　Cl 内部 有 100／4 80×50．3×
45．2

67 695

エイアンドテイ　ー
〃06T 〃 150 〃 〃 ノノ 100／2．5 26×60×59 35 385

〃06R 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 49×47．7×59 38 435
〃

NOVA　CRT－16 385 45 8 内部 有 200 52×53×49 41 550

エム・シー・メディカル

スポットケムSE

　　　SE－1510
20 1分／検体 Na＋，　K＋，　Cl一 外部 無 30 20×22×15 3．8 95

京　都　第　一　科　学

自動電解質分析
装置　AVL9180

95
Na，K，

Cl／Ca／Li
100

31．5×29．5×

33．5
6 Cl，　Ca，　Li選択

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
ノノAVL988－3

120 〃 〃 30×27×34．5 11 ノノ

〃AVL988－4
ノノ Na，K

Ca，　pH
〃 〃 ノノ

〃

CIM－300 50 180 Na＋，　K＋，　Cl　 有 150 54×45×28 30 450

島　津　製　作　所
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IS－50C 190 70 Na＋，　K＋，　Cl一 内部 無 100／0．3 16×22×25 4 220 透析液モード有
常　　　　　　　　光

〃－50L 〃 〃 Na＋，　K＋，　Li＋ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

EX－180 〃 120 Na＋，　K＋，　C1一 〃 有 100／2 28×31×32 18 280 透析液専用モード有
〃

〃－180L 〃 〃 Na＋，　K＋，　L｛＋ 〃 ノノ 〃 〃 〃 採血管より直接吸引可

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

高速電解質分析
装置PVA一αIII

50 180 Na＋，　K＋，　Cl一 内部 有 500 65×60×40 46 580 尿検体透析液等に最適。Cl一
は電量滴定法。

セントラル科学貿易 全自動電解質分析

装置PVA－EXT
28 150 〃 〃 〃 250 26×60×59 35 385

　〃

PVA－EXR
〃 〃 〃 〃 無 〃 49×47．7×59 38 435 ラック，バーコード対応

〃

STAX－2 100 80 Na，　K，　Cl 内部 有 3A 26×40×38 20 330
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

バイエル644 65 50 3 有 30 30×25×22 4

バイエルメディカル
〃　　654 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

アイ・スタット100 40～80 20 8 9Vアルカリ
電池

6．9×20．3×5 0，510 95
Na，　K，　Ca，　Cl，　pH，Glu，　BUN，Hct

（専用カートリッジ使用）
扶　桑　薬　品　工　業

エリーゼ 50 120 2～6 内部 有 100／50 64×46×54 23
Na，　K，　Cl，　Li，　T－Caおよび重炭

酸が測定可
ベックマン・コールター

SERA－520 120 150 Na＋，　K㌔Cr 有 120 28×36×49．5 20 380

堀　場　製　作　所

EML105 70～125 21～22
K，Na，　Ca，

Cl，　Glu，　Lac
250 40×40×35 22 580

ラジオメータートレーディング

4．簡易分析装置（Analyzer　for　Simplified　Operation）
サンプル
　量

試薬使用
　量

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

ニコカードリー
ダーII

5 HbA1， 19×16×7 0．5 22．8

エム・シー・メディカル
〃 25 CRP 〃 〃 〃

ラクテート・プロ

LT－1710
5 1分／検体 血中乳酸値 電極法

8．4×5．5×
1．5

0．05 6．5

京　都　第　一　科　学
グルコカード

GT－1640
3 30秒／〃 血糖 〃

5．1×8．7×
1．45

0，045 1 販売：ヘキストマリオンルセル



10 グルコカードData

GT－1650
〃 ノノ 〃 〃

5．6×9．78×

1．45
0．06 1．5 〃

〃

ルナスピン 90～120
専用試薬ロ
ー ター

13分／検体 13 吸光度
光度法 100～200

15．3×29．2×

24．2
6．9 248 全血測定可能

キャリブレーション不要，携帯型
第　一　化　学　薬　品

プレシジョン
Q・1・D

3．5
1テスト／

　　　20秒
血糖 電極法

9．7×4，8×
1．45

0．04 1．45

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト
アイ・スタット200 40～100 20 10 〃 9Vリチウム

電池
6．4×21×
5．2

0．52 150

ニコカードCRP 25 20×17×7 0．5 22．8

東　　洋　　紡　　績
HbAlc 5 ノノ 〃 〃

デキスターZ 3～4
30秒／

　　1テスト GLU 酵素電極法
リチウム

3V×2
8．1×6．6×
2．5

0．1 1．43

バイエルメディカル
アントセンスII 5～50

60秒／

　　テスト
〃 ノノ 100

19．5×11，5×

5．5
0．6 19．4

アドバンテージ 4（全血） 専用試験紙
40秒／

　　テスト
グルコース 酵素電極法 3Vリチウム

電池×2
9×6×1．6

　0．08
（電池装着時）

0．97

山　之　内　製　薬

5．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）
サンプル
　量

試薬使用
　量

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ》／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

グルコローダNX
　30／5

自動切換
200 グルコース GOD固定化

酵素電極
100／4

86．5×62．2×

52．2
76 760

エイアンドテイ　ー
GAO3T 〃 160～200 〃 〃 100／2．5 26×60×59 35 385

〃　03R 〃 〃 〃 〃 〃 49×47．7×59 38 435
〃

グルコースオートアン

ドスタットGA－1150
4 23秒／検体 GOD膜過酸

化水素電極法
160

41．2×40．7×

41
22．5 260

京　都　第　一　科　学
〃　　GA－ll60 30 20秒／〃 〃 200 52×57×51 46 730

フォトB－H
メーターV

50 無 1 比色法 90 27×33×14 9 55 新生児総ビリルビン測定

三　　光　　純　　薬

APECグルコー
スアナライザー

10 85 Glu 固定化酵素 75
27．7×27．7×

36．5
16 198 全血可

セントラル科学貿易

グルコースアナラ

ィザーHEK－60
100 グルコース GOD膜

H202電極
150 35×45×32 23 290

東　　洋　　紡　　績 ラクテートアナラ

ィザーHEK－60C
〃 ラクテート LOD膜

H202電極
〃 〃 〃 〃

JIA．IIB2〔｝10
全自動便潜」血1免

疫自動分析装置
24

第1（156）

第2（180）
200 便潜血 金コロイド

比色法
最大0．5KVA 59×54×58 68 580

日　　本　　電　　子
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DCA2000システム 1 6分／テスト
HbA1。微量アルブ

ミン，クレアチニン

ラテックス凝
集阻止反応

100 24．1×23．9×

27．2
5 29．8

バイエルメディカル

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

サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

TBA－200FR 2～35 150～ 2000 100 200／15 189×ll2×110 680
アボット東芝
ダイアグノスティックス

〃　－80FR　NEO2 2～48 〃 800 50 100／30 144×89×169 420

〃　－40FR 2～40 200～ 400 35 100／15 ノノ 360
〃

〃　－30FR 25～40 240～ 320 32 ノノ 〃 〃

〃　－20FR 〃 〃 200 〃 ノノ

120×80×105 330
〃

Alcyon 2～30 300 24 100／10 74×66×65 105

502X 2～40 5～250 max300 60 3K 156×144×90 500 4，300

エイ　アン　ドテイ　ー

AU2700 1．6～25 120～430 2134テスト／h 51 100／60 200×114×126 700 オプションISE仕様
オリンパス光学工業

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

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

〃

Cレ8000 2～40 20～400 400テスト／h 64（ISE67） 2K 98×76×118 300 2，800 リモートメンテ，HbA1。可能

島　津　製　作　所
〃－7200 2～30 〃 600　　〃 30（ISE33） 3K 152×101．5×118 550 3，200

〃－7300 ノノ 〃 1200　　〃 60（ISE63） 4K 223×101．5×118 850 4，600
〃

aca　star 5－500
パツクに封
入済

95 70 3K 127×82×140 323 2，500

デイ　ドベーリング
Dimension　RxL 2竜0 平均400 920 51 〃 157×76×150 340 3，500

TMS－1024 2～30 20～300 240 24 100／5 65．7×52．9×48．5 60
東京貿易メディカルシステム

〃　　2024 〃～60 ノノ 〃 〃 100／6 78．0×63．0×50．0 70

MIRACLE－ACE
919 3～30 25～300 90～240 24 1K 66．Ox75．0×55．0 100 1，600

ニ　　　　プ　　　　ロ

JCA－BM1250
BioMaiestv

2～30（0ユ
μ1ステップ）

15～150（0．1

μ1ステップ）

1250テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大3KVA

分析部：148×93×116

操作部：70×70×148
600 3，950

・
検体前．希’釈ノ．・C（1～5625倍）・最終反応液敏：80μ1・45秒サンプル分注サイクル

日　　本　　電　　子
JCA－BM1650
　　　ノノ

ノノ 〃
1650テスト／h
　（〃　）

〃 〃 〃 〃 4，800
・

検体前希釈方式（1～5625倍）・最終反応液ht：80μZ・3秒サンプル分注サイクル



12 JCA－BM2250
　　　〃

〃
10～100μ／（α1

μ1ステツプ）

2250テスト／h
　　（〃）

〃 〃
分析部：170×93×113

操作部：70×70×148
650 5，500

：欝纏麟藍§㍍5625倍）・2秒サンプル分注サイクル

〃

JCA－HR2100
クリナライザ

2～30（1
μ～ステツプ）

第1（130－y370）

第2（60～260）

300　（2，100テス
ト／h）（ISE付）

最大35
（ISE付）

最大3．5KVA
分析部：1（5×1田×1（2

操作部：72×70×132
865 4，800 ・フルランダムアクセスマルチ

JCA－HR2200
　　　〃

〃 〃 300　（3，300テ
スト／h）　（〃）

〃 最大5．4KVA 〃 925 6，100 〃

〃

JCA－HR2300
　　　〃

〃 〃
300　（4，500テス
ト／h）　　（〃）

最大43
（ISE付）

最大7．5KVA
分析部：245×1田×1〔2

操作部：72×70×132
1，430 8，700 〃

JCA－HR2400
　　　〃

〃 〃
300　（5，700テス

ト／h）　　（〃）
〃 最大9．5KVA 〃 1，560 9，600 〃

〃

opeRA 2～30 325～400 420 27 100／20 119×90×136 301 1，600 オイルテクノロジー採用
バイエルメディカル

7600－010 2～35 150～380
最大800
テスト／h

　　44
（ISE付47）

200／20 245×110×114．5
（分析部のみ）

　約750
（分析部のみ）

日　立　製　作　所
〃　－020 〃 〃

〃　1600
ノノ

　　86
（ISE付89）

〃／30 365×110×114．5
　　（〃）

約1050
（〃）

〃　－030 〃 〃 〃2400
〃

ノノ 〃／40 485×110×114．5
　　（〃）

約1350
（〃）

ノノ

〃　－100 〃 〃
〃　2400

〃

　　16
（ISE付19）

〃／20 2450×110×114．5
　　　（〃）

約900
（〃）

〃　－110 〃 〃
〃　3200

〃

　　60
（ISE付63）

〃／30 365×110×165
　　（〃）

約1200
（〃）

〃

〃　－120 〃 ノノ
〃　4000

〃

　　86
（ISE付89）

〃／40 485×110×165
　　（〃）

約1500
（〃）

〃　－200 〃 〃 〃4800
　〃

　　32
（ISE付35）

〃／30 365×110×165
　　（〃）

約1350
（〃）

〃

〃　－210 〃 〃
〃　5600

　〃

　　76
（ISE付79）

〃／40 485×110×165
　　（〃）

約1650
（〃）

〃　－220 ノノ 〃
〃　6400

　〃

　　86
（ISE付89）

〃／50 600×110×165
　　（〃）

約1950
（〃）

〃

〃　－300 〃 〃
〃　7200

　〃

　　48
（ISE付51）

〃／40 485×110×165
約1800
（〃）

〃　－310 〃 〃 〃8000
　ノノ

ノノ 〃／50
　ノノ

（〃）
約2100
（〃）

〃

7170S 〃 150～355 800テスト／h 　　86
（ISE付89）

100／30
分析部：138×77×117

操作部：65×75×136 約400

7070 3～50 250～500 360　　〃
　　32
（ISE付35）

〃
分析部：103×76×117

操作部：48×（5×1250

分析部：300

操作部：50
〃

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

100／15 72×72×108．5 約190

シンクロンCXgALX 3～ 200～ 900 33 200 189×77×176 516
メンテナンスフリー試薬／検体

バーコード対応
ベックマン・コールター

〃　　LX20 〃 〃 1，440 41 200／20 177．8×104．1×
152．4

727 〃

COBAS　INTEGRA　400 2～100 5～200 460テスト／時 36 160／15 135×66×75 230
ロシュ・
ダイアグノスティックス

〃　　　〃　　700 〃 〃 855　〃 72 200／15 144．5×80×115．5 420 寸法：重量は本体のみ

〃　MIRA　PIus 2～95 100～600 132　〃 30 100／15 73×58×61 100
〃
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7．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

スポットケムSP－4420 5～7 5～12分 生化学22 150 30×38×23 12 250
京　都　第　一　科　学

ビトロス950 10又は11 最大900テスト 47 4K（200V） 170×99×140 681
長　　瀬　　産　　業

〃　　250 〃 最大250〃 46 1．2K（100V） 115×71×120 272

富士ドライケム
3500シリーズ

比色6～10
電解質50

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

20 270～340 3500・i・p・s4タイプ
富士メディカルシステム

　　〃
5500

　　10
6（GLU－W）

100　　〃 27 500 59×47×30 30 340

　　〃
800

50 1min／検体 3 20 19×28×11 2．5 95 電解質専用
〃

　　〃
100タイプN

10 2min／〃 1 30 ノノ 2 37

　　〃
100タイプG

6 2～6min／〃 〃 〃 ノノ 〃 33
〃

卓上型生化学検査システム
レフロトロンS

30．0±1．5 20～30 16 100／0．4 30×35×19．5 5．8 165

山　之　内　製　薬

富士ドライケム
FDC　3500

10
6．50

　77
（60～140）

30 100／3．5 40．0×45．5×28．0 21 340
和　光　純　薬　工　業

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

サンプル量 処理能力 測定法 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

GEM一プレミアPLUS 200 15 電極法 7 100／1 30．5×26．7×41．9 13．4 450 メンテナンス・フリーのパッ
ク交換方式

アイ　・エム　・アイ

スタットプロファイル
ウルトラ

225 22 13 200 56×58×46 32

エム・シー・メディカル
　　　ノノ

フォックス 40～70 50 6 〃 30×38×38 8．2

スポットケム・ガス 50～100 20 電極法 3～7 23×10×7．3 1．2

京　都　第　一　科　学

ラップトップ型血液分析システム

AVL　OPTI　CCA
蛍光法 8 100 34×23×12 4

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
モジューラーシステム
AVL　OMNI　1

電極法 4 160 53×47×42 40
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〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　2
〃 5 〃 〃 ノノ

　　　　　〃

AVL　OMNI　3
〃 10 ノノ 〃 〃

AVL　OMNI　4 〃 9 〃 〃 〃

〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　5
ノノ 10 〃 〃 〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　6
ノノ 15 〃 〃 ノノ

〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　7
〃 11 〃 ノノ 〃

　　　　　ノノ

AVL　OMNI　8
〃 12 〃 〃 〃

〃

　　　　　〃

AVL　OMNI　9
〃 17 ノノ 〃 〃

自動血液ガス分析装置AVL　COMPACT　3
ノノ 4 100 34×3L5×34 13

〃

センデックスー100 160 40 マイクロセ
　ンサー

19 100／2 20×22×23 6 395 ヘマトクリット実測
常　　　　　　　　光

アーマ2000 180 60
ディスポカートリッジ

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

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

GSヨ0 50 〃 〃 ノノ 〃 34×31×34 13 270 ディスポ式電極

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

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

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

〃　－3K付 〃 ノノ 〃 4 〃 〃 ノノ 430 〃

〃　－3Na，K付 〃 ノノ 〃 5 〃 〃 〃 470 〃

〃

〃　　－3K，　GI付 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃

　　　　・．〃　　　－mln1 50 15 センサーカ
　ード式

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

〃

〃　　－5 150 30 電極法 8 2A 35×41×43 28 pH，　PCO2，PO2，Na，K，CI，
Ca，　Hct

1710 90 40 電極法 16 115 41×51×51 35 720
東　　　　機　　　　貿

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

バイェル860 125 40 9 400 57×51×48 29．5

バイエルメディカル
〃　　348 95 〃 7 80 39×38×38 13．1

血液ガスシステム
ABL5

　　85
35（pHのみ） 1分 電極法 3 60 34×20×39 8．6 500 メンテナンスがし易い

コストパフォーマンスが良い
フ　　ク　ダ　電　　子

ABL700シリーズ 55～195 21～25 電極法 17 250 70×55×43 30 1，150～

2，250
ラジオメータートレーディング

〃　555シリーズ 35～125 19～20 〃 7 〃 40×40×55 37．5 939～
1，449
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〃　　5 〃～85 30 〃 3 60 34×20×39 8．6 500
〃

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cln） kg 万円
特　長　・　備　考

AES320 25～50 60 100／10 98×67×148 220

オリンパス光学工業

ALC－760 25 65 セパラックスSP 100／10 92×65×117 150 アイソザイム全自動機
常　　　　　　　　　光

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

CTE－780 ノノ 65
セパラツクスSP

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

〃

〃　－700 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 800

〃　－8000 〃 213 〃 〃 ll6．9×75．7×118．7 280 検体自動搬送
〃

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

EPA－696 25 72 セ・ア膜 100／1．4 68×42×41 30

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

10．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

Pagebox“栄研”
Agasheet

　DNA
21．4x18．0×9．3 0．5 3．57

栄　　研　　化　　学

電子冷却ECP－10 　寒天
アガロース

100／2 31×41×20 15 35

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

サーモフローシステム
テンパーチャーコントローラ

100／0．2 24．5×18×16．5 5．2 39．8

ダイ　アヤ　ト　ロ　ン
パワーイーズ500
パワーサプライ

100／0．5 16．5x18×20．5 2．9 33

エパライザ 25 50 100／6 80．0×58．5×57．6 110 970

ヘ　レ　ナ　研　究　所
REP 50 60～90 100／20 91．0×75．0×147．0 170 〃

パラゴンCZE2000 N／A 74×58×53 約60 第一番目の報告まで15分
ベックマン・コールター
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11．デンシトメータ装置（Densitometer）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 OD測定

　範囲 記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格商　　品　　名

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

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

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

〃

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

アプレイズ 感熱
ベックマン・コールター

12．ガスクロマトグラフィー装置（lnstrument　for　Gas　Chromatography）

商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

GCシリーズ 0．1～200 1．8K 51．5×52×43．7 35 GC－18AMF
島　津　製　作　所

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

HLC－727AG 100 17 350 55×65×12〔〕 130 1，000 1，5AG分析計
カ　　イ　　　ノ　　　ス

ハイオートAl、
HA　8150

3 L9分／検体 700 25．8×55×4L1
　75×47×17

124 1，250

京　都　第　一　科　学

LC－VPシリーズ 1．2K 54×70×42 80

島　津　製　作　所

HLC－723GHbV 3 27 210 55×58×50 72 610
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－725CAII 4 500 68×60×78＊ 90＊ ＊分析部のみ

〃　－726VMA　II 350 17 750 65×65×117 200 820
〃



HLC－723GHb　V 3 27 100／2．1 55×58×50 72

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

JLC－500　Amino　Tac 1～200 加水：25分
生体：60分

1．2 95×75×90 250 1，800 アミノ酸自動分析機
日　　本　　電　　子

14．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

特　　　　　　　　長
V／A W×D×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

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

ア　　ジ　　ア　器　　材
オートチューブ・スピッツ

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

ルミネッセンスリーダ
BLR－201

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

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　　　〃
BLR－301

〃 約150 約37×53×36 約23 250

マイクロプレートルミネッセンス

リーダ　　Lucy1
2試薬分注機能・振とう機能・温度コントロール機能を標準装備
発光測定と吸光度測定が可能な96穴マイクロプレートリーダ 200以下

　本体約60×50×34
分注ユニット約14x21x32

約32
約9

595
〃

〃Lucy2
2試薬分注機能・振とう機能を標準装備　　　　　　　　　　　〃

45以下 約46×35×26 約11 380

東京貿易メディカルシステム

ダイヤフラムポンプ
DP－IH　DP－2H

気液混合流体の吸引に最適

17





核医繋（RIA）機器

免疫瀧蒲検蟻機器
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15．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　　〃
ARC－1000M

ノノ 120以下 約104×63×66 約200 850

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

セントラル科学貿易
ノノ　10／600

〃 約300 102×60×80 140 780～ 10本検出器

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル

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

ネスコSR1 300 76×63．5×48．5 66 1，500
ノノ

全自動マイクロプレートEIA
装置　　Ploto1300シリーズ

市販ELISA
キットに対応 項目による 項目による 項目による 約350 約90×71×67 約75 　980

～1，450
検体分注から測光まで全工程
を自動化

ア　　　　　ロ　　　　カ
　　ノノ

Ploto3300シリーズ
〃 〃 〃 〃 〃 約118×71×67 約80

1，400

～ 1，800
〃

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

〃　－21LA 〃 〃 〃 〃 〃 （98．5＋25）×〃 ノノ 2，480 〃

〃　－1200i ノノ 〃 〃 〃 ノノ

99×74×123 280 〃 〃

〃

〃　－1200XL 〃 〃 〃 〃 〃 〃 300 2，730 〃

〃　－60011 〃 10～100 60 81×62×51 72 〃

〃

QUARTUS（MPI－15） 12 5～80 180 25～400 1K 89×77×56．8 130 1，700 専用試薬
カ　　イ　　　ノ　　　ス

〃　　BS
　　　（MPI－15B）

〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 1，800
　　〃　　・バーコード試験管
対応

スポットケムバイダス
SV－5010 HIV他45

項目により
異なる 最大36 プレパツク

方式
100／1．8 54×53×44 38 480

京　都　第　一　科　学

AP－960
全自動プレート

EIA
30 960 300 100／15 92×75×68 80 1，600

協和メ　デッ　ク　ス
ASSAYMATE

最大8項目ラン
ダムアクセス 20～300 288 100 〃 88×56×64 120 〃
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エルジア・オート 6 20～100 180 600 87×69×46 85 1，200

国　　際　　試　　薬

SMEP プレート
EIA 10～200 項目による 50～200 500 78×75×69 140 1β00 検体希釈から濃度算出まで全自動

ス　　　　ズ　　　　キ

スクリーニングロボット

ジェネシスワークステーション
アツセイ
による

1，500 800 142×73×94 122
2，990～

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

べ一リングエライザ
プロセッサーIII

市販ELISA
キットに対応 項目による 項目による 項目による 分析部450 115×58×60 136 1，920 オープンシステム

最大10プレート測定
デイ　ドベーリング

AIA－21 30 10～125 120 パツク 1K 98×73×135 200

東　　　　ソ　　　　ー
〃　－60011 〃 〃 60 パック 250 81×62×51 72

MPR－A　4　i　II 35柳プレート 50 21×30×13 6 78 マイクロプレートリーダ
〃

ID－1000 8 10～100 最大257 100／15 96×75×51 155 960

東　　洋　　紡　　績

AIA－600／60011 29 10～125 60 250 80×59×40 68 600及び60011の2タイプ
日　　水　　製　　薬

〃　－21 〃 〃 120 1K 98×73×135 200

バイダス
IIIV，E2

クラミジア等

　計48

項目による
異なる 最大90 プレパック

方式
100／3 81×53×41 53 1，500

日本ビオメリュー
ミニバイダス 〃 最大36 100／1．8 54×53×44 38 480

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

バイエルメディカル

COBAS　CORE　II EIA全般 3～250 150 10～470 1K 99×66×76 110 2，300
ロシュ・
ダイアグノスティックス ES300 〃 1～200 100 0～1，000 800 98×60×55 93

〃700 〃 5～200 100～200 400～LOOO 1．3K 119×77×117 240
〃

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

エルジア・F300 26 20～100 40 600 76．5×71．5×49．8 106 900

国　　際　　試　　薬
〃　　・F700 ノノ 〃～200 120 1．2K 105×72×70 180 1，200



22 サンオートFE
便中ヘモグロビン

ろ紙 80 500 900 106×74×101 250 1，150 便中ヘモグロビンオート測定装置

三　　光　　純　　薬

クリプターシステム 9 14～70 70 136～80 100／15 94×71×73 140 1，450 ホモジニアス蛍光免疫測定法
シーアイエスダイアグノ
スティック

LPIA－A700 400 3～70 118 20～250 1．5K
　本体：95x71x60
Uボックス：35x65x50

250 三菱化学社製
ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

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

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

AxSYMアナライザー 〃 83～275 80～120 1．8K 159×83×120 275 1，580

スクリーニングロボット

ジェネシスワークステーション
アツセイ
による

1，500 800 142×73×94 122 2990～
テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

オープスアナライザ 18 10～ 75 330 66．0×58．4×40．6 34 700

デイ　ドベーリング

エバネットEV20 13 8～150 18 200 52×47×28 28

日　　水　　製　　薬

ユニキャップ100 特異IgE 40 48T／2．7 550 68×60×44 46 230 コンパクト
ファルマシア・アップジョン

非特異lgE 〃 ノノ S－IgE・T－lgE同時測定

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

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

ベックマン・コールター
IMMAGEイムノケミス
トリーシステム

36 3～8 180 21 〃 110．5×64．8×76．2 123

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

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

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

502X 同時max60 2～40 max300 5～250 3K 156×144×90 500 4，300

エイアンドテイ　ー

LX－6000 23 2～40 300 5～250 100／30 90×156×144 500 4，300 A＆T社製
栄　　研　　化　　学

〃2200 〃 5－80 150 30～300 100／60 100×65×72．5 160 960 アロカ社製
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EL－1060 19 20 300 280 100／10 71×70×62 98 1，600

協和メ　デッ　ク　ス
HM－JACK 1 12 180 90 320／15 50×55×50 50 480 便潜血測定装置

DM－JACK 3
Glu　3．O

IIbAk　6．4
1　5AG　4　5

180 R－1240
R－2　60

〃 42×43×40 25 850 糖尿病関連項目分析装置
ノノ

免疫凝集測定装置PAMIA－50

20 10 120テスト／h 1．05K 105×58．5×79．5 122

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　〃
〃　　－30

12 〃 45　　〃 480 64×54×43．5 65

LPIA－S500 49 3～50 150 20～30 1K
　本体：69×75x53

Uボックス：23x46x40
150 三菱化学社製

ダイ　アヤ　トロ　ン
〃　－A700 40 〃～70 118 〃～50 1．5K

　本体：95×71x60

Uボックス：35×65x50
250 〃

バイエルイムノ1 4 2～11 120 300 200／15 165×74×137 426 1，850 オイルテクノロジー採用
バイエルメディカル

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 テスト／h μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

デイ　ドベーリング

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 テスト／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

LPIA－S500 49 3～50 150 20～300 1K
本体：69x75x53

Uボックス：23x46x40
150 三菱化学社製

ダイ　アヤ　トロ　ン
〃　－A700 40 〃～70 118 〃～250 1．5K

本体：95×71x60

Uボックス：35x65x50
250 ノノ

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ビトロスECi 11 10～200 90 110×75×135 360 1，980
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

SphereLight　180 20 180テスト／h 100／15 125×75×69 230

オリンパス光学工業
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カ　　イ　　　ノ　　　ス

MM－100形ルミノメーター
（MM－0100）

26 200
0r750

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

協和メ　デッ　ク　ス

ケミルミアナライザー
ACS；Centaur

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

　　　　〃
ACS　180　SE

13 ノノ 180 〃 ノノ

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

　　ノノ
〃　　plus

ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2，000
〃

ピコルミ8220 700 95×71×66 130 1，750

三　　光　　純　　薬

LUMIWARD（ルミワード）
イムノアッセイシステム 特異IgE 25 50 25～200 100／15 100×64×47 91 1，800 全自動ランダムアクセス

塩　野　義　製　薬
総IgE 10 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

Access

イムノアッセイアナライザー
28 10～100 最大100 99．0×47、0×61．0 91 1，800

コンティニアスランダムアクセス機能

緊急検体割込み可能，全自動
第　一　化　学　薬　品

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト
ARCHITECT　i2000 15 4～150 200 4K 173×107×122 450

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

スクリーニングロボツト

ジェネシスワークステーション
アツセイ
による

1，500 800 142×73×94 122 2，990～

DPCイムライズ 最大12 5～75 120 項目により
異なる

100／10 107×63×41 109 800
日本DPCコーポレーション

〃　　　2000 〃　24 〃 200 〃 200／6 152×119×66 403．7 2，400

AIIegro　Lite 12～200 最大170 項目により
異なる

460 133×66×62 90 1，850

日本メジフィジックス

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

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

57×65×61

ルミパルス∫（フォルテ） 25 10～140 120 項目により
異なる 2K 125×80×150 404 1，950

富　士　レ　ビ　オ

SX－6P
オープン
システム

10～1000
指定可能

18～90 10～1000
指定可能

100／10 115×83×70 125 1，200 磁性体粒子法
オープンシステムプレシジョン・

システム・サイエンス ルミプロットII 100／2 35×47x30．6 20 450 96穴MTP対応
発光プレートリーダー

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

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

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 分／検体 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円



DXFLXアナライザー 35 50～500 5～22 600 70×58×34 41

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

24．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

マイクロプレートウオッシャー
コロンブス

60 28×22×39 8．2 110～
130

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン
2又は，4洗浄液切替洗浄，プレートシェイキング，
クロスワイズ吸引，30洗浄プログラム，8－16マニホ
ルド又は12マニホルド

ツインクル 30×27×15 3．5 120

日本メジフィジックス

糖尿病関連測定システム。名刺サイズの専用試薬プレート中でHbA1。，血糖，総コレステロールの3項目

を同時測定。血漿分離不要。

ELISA用連続分注・
洗浄装置　ALCS－2000

110 225×92×54 100

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

ECLusys　2010 800 120×75×65 170
ロシュ・
ダイアグノスティックス

〃　　1010

従来の測定法に比べ，数倍から数十倍もの高感度を実
現，少量検体でも信頼性の高いデータを提供。システ
ムは使いやすさ，短時間測定，コスト効率ですぐれた
トータルパフォーマンスを実現します。

610 94×65×65 80

25





趣液検査機器
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25．単項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Single　ltem）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種　　類 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

LD－1000 100 120～160 画像解析 白血球 100／2 45．0×35．0×
　　23．0

17 800

興　　　　　　　　和

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種　　類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

多項目自動血球分析装置XE－2100 サンプラモード130
CPモード2⑪0
キャピラリーモード40

150～113
RF／DC検出ノJ式フローサイ　トメ　ト

リー法
32 1K 70．6×53．5×

　　71．1
134．5

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　　ノノ
SE－9000

ζζ誘ご浩↓、キャピラリ＿モ＿ド・4｝

12 RF／DC
検出方式

23 1．86K 110．8×61．8×72 165

多項日自動血球分析装置
自動網赤球測定ユニット
SE9000／RAM　l

ノノ 120～70 〃 28 3．03K 102．8×82×72 204
〃

多項目自動血球計数装置
K－4500

葦：：桑蕊㍑ 80 ノノ 18 600 58×63×60 50

多項目自動血球分析装置SF－3000

…三ぎ葬輩鞠 〃 フローサイト
メトリー法

23 ノノ

58×73×60 62．5
〃

多項目自動血球計数装置KX21

全血モード：50
希釈モード：20

60 DC検出方式 18 250 42×35．5×48 28

自動血球計数装置
F－820

20 86 ノノ 15 160 38．7×39．7×
　　32．5

20
〃

　　　　ノノ

F－520
20 144 5 105 25．2×39．7×

　　32．5
12．5

自動網赤血球測定装置R－3500 マニ．・ア・レモー｝：：1〔X）
㍍㌘直ユ漂lnクローズドモード’250 120 フローサイト

メトリー法
7 2．395K 110．9×82，1×72 134．5

〃

　　　　　ノノ
R－500

50 40 〃 3 550 48×50×60 50

セルダイン4000 112．5 72～110
レーザー多角度
偏光散乱分離法

27 200／9．5 109×81．3×74 148．3

ダ　イ　ナ　ボ　ツ　ト
〃　　3700 20～350 60～90 〃 〃 1．55K 76×56×61 86

〃　　3200 120～250 70 〃 〃 1．2K 48×83×74 97．3

〃

〃　　1700 30 60 電気抵抗法 18 600 87×66×49 71

セルタックファイブ
MEK－8118＋QA－810V

100 45
電気抵抗法レーザー散乱

22 260 88．5×47．5×51 78 1，239

日　本　光　電　工　業
セルタックα
MEK－6318

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

　　　〃

MEK－6308
〃 〃 ノノ 8 ノノ 〃 〃 355

〃

セルタック
MEK－5216

50 ノノ 16 90 28×27×37．8 12．5 198

ADVIA120 157 120 光学法 36 100／15 142×68×87．6 180
CBC，　Diff，　Retic

同時測定Retic恒数
バイエルメディカル
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エースカウンター
FLC－240A

20 60
電気抵抗法
シアンメトヘモグ
ロビン法

8 100 30×45×42 25 360

フ　ク　ダ　電　子
　　　　〃
FLC－220

10 30 〃 7 〃 30×36×41 13 250

自動血球計数装置
ミクロスLC－150

12 45 〃 18 85 36×32×42 14 398 ㈱堀場製作所製
ノノ

　　　　〃
ミクロスLC－151

〃 38 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 460

GBEN・S　System 300 120
電気抵抗法レーザースキャッ

ター
29 1．65K 99×56×86

（測定部）
104

ベックマン・コールター
Hwx 185 75 〃 24 1．44K 68×56×79 95．6

AC－T10 12 50 〃 10 250 38×39×42 15
〃

〃　diff 〃 〃 18 250 〃 〃

LC240A 20 60
電気抵抗法シアンメトヘモグロビン法

8 100 30×45×42 25 360
国内ではフクダ電子よりFL－240Aとして販売

堀　場　　製　　作　　所
〃　－220 10 30 〃 7 〃 30×36×41 13 250 国内ではフクダ電子より

FLC－220として販売

ミクロスLC－150 12 45 〃 18 最大150 36×32×42 14 398
〃

〃　　LC－151 〃 38 〃 〃 〃 〃 〃 460 キャップピアス方式

ベガLC－140
サンプラモード200

マニュアルモード130

120
60

26 最大1K
116．2×54．4×

　　66．8
90 2，100

〃

〃　レチックLC－141 〃
60
40

38 本体最大800
レーザー最
　大900

117×55×74
29×17×11

110
6．1

3，700

LC－270CRP 18 13 9 150 30×40×41 18 488
国内ではフクダ電子よりFL－270CRPとして販売

〃

〃－152 12 37
電気抵抗法シアンメトヘモグ

ロビン法
8 最大150 36×32×42 14 動物用自動血球計数装置

27．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

ソノクロット 360 1～2 粘度測定 　　ACT
クロットレート他

100／1 21．6×24．4×
　　19．1

5．4 150 凝固線溶の過程を波形表示
アイ　・エム　・アイ

CGO　1 25
粘性感知ドライ

試薬カード方式
PT，　APTT
　Fib，　TB

100／2 39×31×13．4 6 185

エイアンドティ　ー

KCIAマイクロ
磁気センサー

スチールボール法 凝固系 14 12×20×8 1．2 48

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

〃10Aマイクロ 〃 〃 〃 38×48×18 19 350
ノノ

AMAX 1～500 PT190
スチールボール法

光透過法 凝固，線溶系 600 69×56×82 98 960

MDA－180
ヘモスタシスシステム

5～50 180 透過光 凝固免疫合成基質 200／9．5 130×79×163 386 1，480

オルガノンテクニカ
CAM－MTX 2～ 70～80

ノノ 凝固合成基質 100／4 78×50×54 60 850



30 コアグレックス100 50 散乱光度法 140 62×57．5×30．5 40 390
国　　際　　試　　薬

〃　　　　700 240 〃 1K 96×56×49 130 1，380

〃　　　　50 〃 37 25×28．2×19．1 5 98
〃

全自動血液凝固測定装置CA－7000 PT．八PTT：50
キ摺烈：1°
外囚r定ht：5

500
光散乱検出方式

比色法方式

Il：1｛：～艦吾Iliぱ12捉駄ATI【Lα。I」LPI，G，1℃FDPDDダイ．、’一一

105×62×76．5 145

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　　〃
CA－6000

PT，APTT：5《；
賠1灘亘1％「m：加
内　　〃　　’m

250 〃
PT，APTT，Fb9，
TTo．IIPT囚∫∵止．1
AT　HLα。PI　PLG．
1℃n）PDDダィマ＿

930 87×55．2×86 75 ※合成基質，免疫比濁はオプ
ション

　　　　　〃
CA－1500

PT．APTT：5‘）
昇間！嶽’？三「lu：珊

内　　〃　　：H｝

120 〃
PT，APTT．Fb9，大：｛：（1』瓢惜漂1℃FDpr元Dダィマー一 720 78×78×50 84．5

ノノ

　　　　　〃
CA－510

PT，APTT：50
Fbg．HPT　l　10
TTO：り｛｝

最大50
テスト／h

光散乱検出
方式

料提語肉闇　　　量

400 54×49×47 45

　　　　　〃
CA－530

PT，APTT：5《，
轡も1：【£川’T：H）

AT　III：川

〃
光散乱検出方式

比色法方式
6 〃 〃 〃

〃

　　　　　ノノ
CA－50

PT，APTT：5〔｝
Fbg．IIPT　l　10

TTO：ワ0

光散乱検出
方式

32．8×31×10．2 4

コアグレックス800
300鰻固分析モード）

180（標準モード）

凝固時間法
合成基質法
ラテックス此濁法

19 57×65×120 100
第　一　化　学　薬　品

ACL　Futura　Plus
PT．FIB．APT’11；5《）
pCX／IIpX（複　合囚
r）．因r：1‘）
AT　lll：2｛，

480（PT－FIB同

　時測定）

クロット法
発色性合成基質法
ラテックス凝集法

凝固・線溶 400 104×63×5 84 1，100 凝固・線溶ランダム測定
PT－FIB　1試薬同時測定

ベックマン・コールター
〃　200

1「「珂鼠アゾソー一・∫ンス項日．51）APTT．5：｝PCX／IIpX（複合内r）：m肉子：4《）

110（PT－FIB同

　時測定）

クロット法

発色性合成基質法
ノノ 300 75×63×45 52 200 PT－FIB　1試薬同時測定

STA 25～200 最大350
Zイスコンティー
アィテクション
方式

凝固時間合成基質

　免疫比濁
100／20 93×66×114 250ロシュ・

ダイアグノスティックス ”compact
0～200
5μ1毎可変

150 〃 〃 100／15 97×65×64 125

COAG　1 25
粘性感知ドライ

試薬カード方式
PT，APTT
　Fib，TB

100／2 39×31×13．4 6 185

和　光純　薬　工　業

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

MCMヘマトレーサー212 100／200 8／12 光透過法 200 64×52×23 33

エム・シー・メディカル
〃　ヘマトレーサー313 〃 〃 〃 185 65×55×21 37

PA－20 300 2
レーザー散乱光，

LED濁度法
100／2 41×33×13 8．5 450

興　　　　　　　　　和

C－560 500 2
全血インピーダンス

80 46×46×24 15．9 米国・クロノログ社製
フィ　ンガルリ　ンク

〃－592 〃 〃 〃 38×33×15 〃

WBA　Analyzer
（WBA－4）

全血200×4 4 SFP法 140 45．7×42×42．5 18 全血検体で測定可
メ　　バ　　ニ　　ク　　ス
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29．赤血球沈降速度測定装置（lnstrument　for　Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Test）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ベスマティック60 1 60 ウェスタグ
レン変法

100 56．4×27．7×
　　32．8

19 280
エム・シー・メディカル

〃　　　　20 〃 20 ノノ 60 40×27．5×27．5 10 90

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

モニターS 1．1 100 ウェスタグ
レン変法

100／1 26×43×14 7 バーコードリーダー
常　　　　　　　　　光

〃　J 〃 20 〃 26×23×14 1．7 〃

JOS－60 1 60 ノノ 100／2 42×48×46 25 240 検体吸引ポンプ内蔵
〃

〃　－15 〃 15 ノノ 100／1 36×25×40 12 38 〃

マイクロSED 1．1 10 ノノ 〃 18×10×14 1 バーコードリーダー
〃

セファテクノロジー

自動血沈測定装置
SESR－2001

1．6 8 CCDカメラ
　透過光

500 35×29×32．5 25 350 キャピラリー管による小児検
体が測定可能．

ESR－quick　15 1．8 15 CCDカメラ
画像処理 3A 39×43×29 25 160 従来の2時間値を25分で測

定。真空採血管ダイレクト法テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　－6000 〃 60 国際標準法 〃 53×35×43 ノノ 300

〃　－1000 〃 10 〃 〃 32×17×47 11．5 48
〃

ニ　　　　プ　　　　ロ
FA－3 12 ウェスタグ

レン法
100／0．3 17×37×46 10 45

日本ベクトン・ディッキ
ンソン

セディシステム
366070

1．8 3 ウェスタグ
レン変法

110／1．5 78×48×28 30 330 テスト開始後25分で1時間値・
2時間値をプリントアウト

自動血沈測定装置ABS－150P

1．6 15 ウェスタグ
レン法

35 60×20×42 16 59 ㈱デジテック研究所製
フ　ク　ダ　電　子

30．血液分類力ウント装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

カウント数 算定方式 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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



32 白血球分類計数器
LADIC－12，3T2－12 1～999 加減算 白血球12

赤血球12
10 17×25×12 1．5 16．8

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

塗抹標本作製装置SP－100

100 120 1．28K 92×73×70．5 120

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

セルダインSMS 80～120 1．5K 84×89×71 120
ダ　イ　ナ　ボ　ツ　ト

32．血液像自動分類装置（lnstument　for　Blood　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

血液細胞自動分析装置MICROX　HEG－120N

200 120 100／20 122×120×75 390 6，300 測定法：120NASによりオ
ンライン入力

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
　　　　　ノノ

MICROX　HEG－120NAS
ノノ 150 〃 107×11L6×75 330 1，300

　　　　　〃
MICROX　HEG50

最大50 100／15
自動顕微鏡ユニット

　55×55×47
80 1，980

〃

OMRON血液細胞自動分析装置
MICROX　HEG－50S

50
自動顕微鏡ユニット

　50×55×47
80

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

33．骨髄像分類器（lnstrument　for　Differential　Myelogram）

測定法 測定項目 カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

骨髄像分類計数器LADIC－3003T2－300 血液像12
骨髄像40

300 30×25×10 約7 120 約6000件の検体を記憶
オ　　　ム　　　ロ　　　ン

34．細胞分類装置（lnstrument　for　Differential　Cytology）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考



IMAGN2000 50 60 レーザー
スカニング

2 100～240 52×61×62 56．7

日本ベクトン・ディッキンソン
一定体積をもつキャピラリー内に，蛍光
抗体でラベルした血液細胞を入れレーザーを用いて細胞のサブクラスの決定・計数

をするシステム

EPICS　XL　System　II 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
12 3K 61×57×51 63．5 デジタルフローサイトメーター

ベックマン・コールター
〃　　ALTRA 〃 100 〃 〃 〃 178×198×138 500 高速セル・ソーター

35．血液型判定装置（Blood　Type　Automatic　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オーソ・オートビュー 血漿40
RBC　10

48（ABD）
36（Screen）

　ABD
Screen等

1．15K 140×75×92 230 1，900
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス カセットディスペンサー

CD－01
〃　40
〃　40

32（〃）
32（〃）

〃 250 54．5×60×62 32 250

36．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ID－Micro
Typing　System

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

オリンパス光学工業

グリコヘモグロビン
Alc分析装置HS－10

前処理なしで，安定型グリコヘモグロビンA1。を2
分／検体処理

100／2 57×62×61 65 キャップーピアス方式

常　　　　　　　　光

クームスサンプラー
CS－5000

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

350 88×67×60 70 580

バ　イ　オ　テ　ツ　ク

自動血球計数CRP測定装置Fレ270CRP

150 30×40×41 18 488

フ　ク　ダ　電　子

測定項目：WBC，　RBC，　Hgb，　Hct，　PLT，　CRP（C反応
　　　　性蛋白）
測定方式lWBC，　RBC，　Hct，　PLT：電気抵抗法
　　　　e餐庄ち孝ζ莞㌶緯認毒

33





翻薫猿査機器∵

耀糊織纏e
凄糎績嫡朧



36

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

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

Walk　Away　96 1．1k 97×74×94 182 3，300 同定／感受性同時測定

デイ　ドベーリング
〃　　　40 〃 97×74×74 170 2，000 ノノ

PHOENIX 生化学反応
色調吸光度測定

700 112．5×74．9×105．9 151．4
日本ベクトン・ディッキンソン

バイテック2 蛍光及び比濁法 100／5 100×71×67 100 1，800 次世代の細菌検査装置

日本ビオメリュー
バイテック32，60，120，240，480 比色及び比濁法

（バイテック32）

　100／5
（バイテック32）
　35×74×61

（バイテック32）

　　45

（バイテック32）

　580
ミニアピ 〃 100／2 43×46×35 25 450

〃

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

分析法
（測定法）

処理能力 薬剤形態 MIC測定 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 可・否 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

Walk　Away　96 可 1．1K 97×74×94 182 3，300 同定／感受性同時測定
デイ　ドベーリング

〃　　　40 〃 〃 97×74×74 170 2，000 〃

MR5000MIC 濁度 50 プレート 〃 100／2 44×41×18 11 450

長　　瀬　　産　　業
IS60 〃 〃 〃 〃 100／7 94．2×54．2×

　88．2
80 750

センシタイター 蛍光法 60 乾燥プレート 可 120
イノキュレータ，オートリーダー，

オートインキュベーターがセット
日　　水　　製　　薬

バイテック2 蛍光及び比濁法 カード式 可 100／5 100×71×67 100 1，800 次世代の細菌検査装置
日本ビオメ　リ　ュー

バイテック32，60，120，240，480 比色及び比濁法 〃 〃
（バイテック32）

　100／4
（バイテック32）

35×74×61

（バイテック32）

　45

（バイテック32）

　580

39．血液培養検査装置（lnstrument　for　Blood　Culture　System）

分析法 架設本数 ボトルの種類 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

バクテアラート120
微生物検査システム

120 5 100／6 85．09×55．88×86．36 152 900 国内販売元：日水製薬

オルガノンテクニカ 〃　　　　240
ノノ

240 〃 100／6．3 85．09×55．88×175．30 238 1，500 〃



バクテアラート120／240 120ヨ20
240－240

5

日　　水　　製　　薬
〃　　　3D 最大1440 ノノ 血液培養と抗酸菌の組み合せ

が自由に設定できる
BACTEC
9050システム

蛍光センサー 50 10 250 61×65×73 46．0 300
日本ベクトン・ディッキンソン

血中のCO2をボトル底部に組み込んだセンサーに取り込み，CO，の量に応じて生成される色素からの蛍光

強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自動血液培養検査装置

40．DNA測定装置（lnstrument　for　DNA　Analysis）

会　　　社　　　名

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

DNAシーケンサ
DSQ2000L 1．5K 62．4×59×74．4 90 980 組合せによる

島　　津　　製　　作　　所
　　　〃
DSQ600L

〃 62．4×59×57．4 85 750 〃

ロシュ・ダイアグノスティックス
COBAS　AMPLICOR 0．8K 86×57×90 75 980 PCR検査用自動測定装置

ジーンアンプPCRシステム
9600R 1．5K 52×61×30．5 40．5 146 サーマルサイクラー

〃

　　　　〃
2400R 1．OK 34×60×21 29．5 71．5 〃

41．その他（Miscellaneous）
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会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

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

バクテアラートMB120
抗酸菌検査システム

培養ボトルを装置本体に設置するだけで，抗酸菌培養検査の結果判定，プリン

トアウトまですべて自動で行いますので，業務感染の危険性を軽減できます
100／6 85．09×55．88x86，36 152 600 国内販売元：日水製薬

オルガノンテクニカ 〃　　　　MB240
〃

〃 〃 85．09×55．88x175、30 238 980 〃

〃　　　　3D
ノノ

血液培養検査と抗酸菌培養検査を1台のシステムで同時に行うことができます．操作法は簡単でボトルID番号を

内蔵バーコードリーダーで読み取り，任意の測定セルに設置するだけで結果を自動的に報告します

コントロールモジュー

ル1｛Mインキュベー

タモジュール1棚 籔罵菰㍍
コントロールモジュー

ル573インキュペ

ー
タモジュール110

980 〃

〃

BACT／VIEWコンピュータシステム
バクテアラート3D用コンピュータシステム 200 〃

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

セントラル科学貿易

BACTEC
MGIT960システム

抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です．月約640本の分離培養検体を処理できます．

検出時間の短縮と検出感度の向ヒが可能になりました．
1．15K 90×77×147 450 1，000

日本ベクトン・ディッキンソン

ミニバイタル
バイタル（200，400システム）

連続モニタリングシステムによる血液培養装置，検出原理はpH変動，酸化還元電位

変化及びCO2生産によるe－，　H＋変化を蛍光強度の変化により検出
（ミニバイダス）

　87×87×46

〔ミニバイタノの

　68
480

日本ビオメリュー （バイタル400システム）

78×114×108
いイタル翻

341 2，000



38 トキシノメーター
MT－358

エンドトキシン及び（1→3）－3－D一グルカンの測定が同時に行え，
グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．

300 35×41×31．8 15 265
和　光　純　薬　工　業
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42．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μ1 mosM／kg V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オズモスタット
OM－6050

20 200 0～2，000 最大200 32×46．5×43．5 30 390
京　都　第　一　科　学

　　　〃
OM－6040

〃 〃 〃 150 34×36×22．2 16．5 190

アドバンス浸透圧計3D3
低濃度2分／検体
高濃度3分／検体 200～250 0～4，000 110／1．5 32×2×30 11 198 凍りにくいサンプル測定可能

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

30検体計算機能

〃　　　　3900 約30 200～300 0～4，000 100／5 55×47．5×54．5 25 428
凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶され

ている測定結果とメッセージリコール機能
〃

43．尿分析装置（Urine　Anatyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

US－2100 720 定量 10 85 40×36．5×31．5 25 250 寺崎電気産業社製
栄　　研　　化　　学

〃－2100R 〃 ノノ 〃 45 39．2×32．5×30．5 13 〃

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

〃

〃－3200 ノノ 〃 〃 〃 126．0×78．7×87 140 〃 〃

オーションマックス
AX－4280

225 定性 最大250 53×53×53
33（本体のみ）

780

京都第一科学 オーションジェット
AJ－4270

450 〃 40 33×23×16．8 4 99．8

オーションミニ
AM－4290

120 ノノ 10 30 35×31．5×13 3 39．5
〃

マイクロオーション
MA－4260

〃 9 25 25×11．5×6．5 0．82 12．8

クリニテックアトラス
ラックハンドラー10

225 定性 12 100／3．5 72．4×65．5（5）66．0 86．5 950 色調・混濁測定可

バイエルメディカル
クリニテック100 60 ノノ 10 100／0．2 39．4×32×11．2 3．9 39．8

〃　　　50 〃 〃 11 100／0．3 15．2×24．2×152 1．4 12．5
〃

〃　　　500 514 〃 〃 100／0．72 37．7×32．4×28．2 7．4 224．5 BCRにてID番号，色調混
濁入力す

44．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考
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ピーエスピーオート
PSP－3120

1 1，200 30 35×31．5×13 6 85
京　都　第　一　科　学

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

45．尿沈渣分析装置（Urine　Sediment　Anatyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μ1 数 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

全自動尿中有形成分分析装置UF－50

50 フローサイト

メトリー法
480 48×56×70 55

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　〃
UF－100

100 ノノ 約800 5 500 60x70．5x80．7 114

6800尿自動分析装置 120
フローサイトメ刈一画像パターン識

約100
自動分類6
参考出力7
検体フラグ4

分析部：100／10

画像レビューユ00旬
分析部：

85x75．5x47．5

分析部：
約80

日　立　製　作　所

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

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ヘモテクトHT500 比色法 96 金コロイド
　比色法

350 本体70×66×48
ポンプユニット35x37x34

72
13

498
ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル

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

OCセンサーII
ワンステップ
　レイト法

90 ラテックス
　凝集

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

〃　－270R 〃 270 〃 〃 78×57．5×56 70 〃

〃　－550S 550 〃 70×57．5×56 〃 〃

〃

ヘモトラップ150 150 90 60×42×46．4 37 230

国　　際　　試　　薬

HGS－180 イムノクロマ
ト法

180 反射デンシト
　メトリー

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

JIA－HB2010
金コロイド
　比色法

200 金コロイド
凝集反応

100 59．2×54．2×58 68 580

和　光　純　薬　工　業



47．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

12m1沈渣スピッツ
12m1沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．

ア　ジ　ア　器　材
11．5m1沈渣スピッツ ノノ

Hemata　STAT　II 遠心分離が1分間で行なえ，ヘマトクリットリーダー
が装備されている小型遠心機．

100 18×13×12 0．6 29．8～

セントラル科学貿易

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

バイエルメディカル
〃　　　500

測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，
潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調

〃　　　100 〃　　　　　　　　，
〃

〃　　　50 〃　　　　　　　　，色調

核酸抽出装置
AGE－96

96CH同時処理，コンパクトサイズ，全自動 400 70×75×75 80 850～
バ　イ　オ　テ　ツ　ク

41
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48．自動組織細胞染色装置（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）

処理工程槽 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

ミダスe 28枚 605 54×51×36 約16 血液グラム染色可能
関　　東　　化　　学

Qpti　Max　Plus 40試薬 40枚／1回2時間 100 122×61×69 76 980

協和メデッ　クス

ダコテックメイトHorizon 16トレイ 40スライド／回 最大300 91×52×38 25 630 キャピラリーギャップ方式
ダコ　・　ジ　ヤパ　ン

49．画像処理装置（lmage　Analyzer）

測定項目数 画素数 モニター
（インチ）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

Auto　Cyte　SCREEN 102．4×776 21カラー 100／15 113×65．5×63 110 7，500 婦人科細胞診標本のスクリー
ニング補助

医学生物学研究所
AIHS 最大700万 各種対応 使用条件による 使用条件による 400 画像データベース管理システム

LINK 〃 〃 〃 〃 1，000 遠隔病理支援システム
〃

変異原性試験支援システム 10種類以上 512×480 17インチ SCG，小核，　UDS試験を画
像解析により支援

ケイオー電子工業

血液細胞画像ファイリン
グシステム　LAFIA

　最大
約80，000枚

　RGB
756×736

17インチ
フルカラー

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

50．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

ア　ジ　ア　器　材

Auto　Cyte　PREP 細胞診用自動塗沫染色装置，処理能力：48スライド／
時パパニコロウ染色

100／10 120×70x70 100 850

医学生物学研究所





44

51．サーモグラフィー装置（lnstrument　for　Thermography）

温度分解能 操作時間 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

JTC－5310
医用サーモビュア

0．05 0．8 250 36．5×49×14 9．5 750 高画質，高感度
日　　本　　電　　子

JTC－5370
　　　〃

〃 〃 〃 〃 〃 900 〃



システム
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A

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析

ホスト／

サーバ
C　P　U

データ
入力方式

端末台数
オンライン

分析計台数
検査項目数 データ

保存日数 万円
特　長　・　備　考

CLINILAN
Ver．7．5．

生化学，血液，血清，一般，

生理細菌，病理，輸血RI， Pentium オーダリング
OMR，　OCR

10～50 10～50 9999 1年以上

エイアンドティー 　　〃
NT　Series

〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 Windows　NT　4．0

SIMS　for　Windows　NT
生化学，免疫学

血液学，尿一般 Pentium　II
オンライン，キー

ボード，OMR
任意 任意 ～9．999

ディスク容
量による

別途見
積り Windows　NT対応

小　林　記　録　紙

臨床検査情報システム
SISシリーズ

Pentium
シ　ス　メ　ッ　ク　ス 血液検査用データ処理装置DPS－3000

〃 1 8 120 1095日
小型データ処理装置PCDPS（C）

〃 7 〃 〃

〃

クリニケア500 32MB 3 230 300 660

島　津　製　作　所

SUN臨床検査総合シス UNIX 1～ 1～ 制限なし 制限なし
長　　瀬　　産　　業 イメージ入力システム

It’s（フォームキャッチャー）

依頼書受付システム

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

Dia　LAN 検査全般 Pentium オンライン，
　FD，　K／B 1～250 1～250 ～9，999 3年以上 150～

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

JCS－10L
生化学，

血液，免疫
Pentium
200MHz

1 4 5，000 2年以上 300～ 高速迅速システム

日　　本　　電　　子
〃－222

生化学，血液，
免疫，尿，一般

Pentium　II
　4．OGB

266MHzイーサー
ネットTCP／IP 2～25 100 〃 〃 1，350～ 　　　〃

クライアント／サーバー式

Clinicalware　CW　3．0 検体検査全般
　手入力／OMR／OCR 　1台～

Max50台
1台～

Max50台
制限ナシ 12ヶ月 350～

ノ　ー　ト　ウ　ェ　ア

URINA－BSシステム
尿定性，定量，

　　沈渣
ペンティアム
　166MHz

オンライン
キー入力 MAX5台 2 48 約1年間HDD

容量によ約
265

バイエルメディカル

HILAS－1000 検査全般 PC／UNIX
　サーバ

キーボード，

㏄R，MSR，他 2～100 ～100 9，999 制限なし トータルシステム，Windows
NT日　立　製　作　所

〃　－500 〃 PCサーバ 〃 1～50 ～20 〃 ノノ 小・中規模システム，Win－
dows　NT／95

〃　－700
ノノ 〃 〃 1～4 ～

6 500／1000 〃 小・中規模システム，Win・
dows　NT

〃

検査結果照会システム
メヌエット

無制限 5年
インターネットを使用した照
会システム



ドクターワークス 検査情報総合
管理

Windows
　　NT

1～ 1～ 9，999
ディスク容
量による

オープン

プライス
ザ・ネット製品

フィ　ンガルリンク
　　　ノノ
サブシステム

病理 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALPIIA－NET
WIN　NT／98

検体検査 Pentium　II ～ 100 ～200 ～ 9，999 ～ 120ヵ月 198～
他に生理，健診，輸血管理シス
テム有

ベ　　イ　　リ　　ン　　ク

臨床検査システム
生化学，血清，
血液，尿，一般

Pentium 1台～ 1台～
ディスク容
量による

三　　菱　　電　　機
細菌検査システム 細菌 〃 〃 〃 ノノ

輸血検査システム 輸血 〃 〃 〃 〃

〃

病理診断支援システム 病理 〃 ノノ 〃 ノノ

生理検査システム 生理 〃 〃 〃 〃

〃

健康診断システム 健診 〃 〃 〃

健康管理システム 健診 〃 〃 〃

〃

53．検体前処理システム（Sample　Processing　System）
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検査対象

分　　野

検体搬

送方法

接続分析

装　　置

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
システム
構　　成

ラック種 処理能力
V／A W×D×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

検体前処理搬送システム

IDS－880／S1

生化学検査
血清・免疫検査

搬入，エラー搬出漣心機，栓馴［餅検

知，分注，ラベ1レ発行，搬出洛1fi 1本搬送 1本ホル
ダー方式

親検体
280本／時

各メーカー約20
種接続実績あり

レイアウトによ
り異なります

お問い合わ

せ下さい

・灘スペースに紬せ配置硬i脆・離，スト吋一各種ユニソ胤合也1能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
　　　〃
IDS－880／S2

〃

鍵．価疏知、翻ll・、㌣㌻：梧麟：汀シ㍗「・

〃 〃 親検体
840本／時

〃 〃 〃 〃

　　　〃
IDS－880／C

　凝固検査
血糖関連検査

搬入，エラー搬出，搬出

　冷却遠心各1台
〃 〃

分析機の処理能力

　に準じます

各メーカー約5種

接続実績あり
〃 〃 〃

〃

　　　ノノ

IDS－880／U
尿検査

　搬入，エラー搬出，

分注ラベル発行，搬出各冶
〃 〃 親検体

280本／時
〃 〃 〃

・尿コップから尿スピッ
　ツへ分注可能

TPS－600
全分野（除く細
　菌，病理）

セル方式による
システム構成

1本ホル
ダー方式

1本ホル
　ダー

システム構成に

　より異なる

全分野分析装置

（除く，細菌，病動

1本搬送方式によりリア
ルタイム性に優れるアボット東芝

ダイアグノスティックス
〃　－300 生化学，免疫 搬入，収納

接続ユニット
ノノ ノノ 〃 生化学，免疫，他 コンパクト搬送

検体前処理システム

APS－1000シリーズ
生化学，血清 分注，他 ラック

搬送
アロカ10本

ラック，他 250検体川 約1．5K 構成による
構成に

よる

構成に
よる

ア　　　　　ロ　　　　カ
　　　ノノ

APS－3000シリーズ
〃 〃 〃 〃 〃 約2K 〃 ノノ 〃

CLINILOG
Ver．2

生化，血瓶血清，

　凝風免疫

嬢1藤1融《ツカの組み7㌃わせ

ラック
方式

リ　ク．馴儂

桓みフつ゜
構成により
異なります

II I縣、，。三w㌔‘又く・

要：：フ；、グさ㌘G‘・‘1　S　GA《，3U 100 ユニットにより
　異なります

ユニットに

よ嘆妙
tす

構成により

異なります

エイアンドティ　ー

HSトランスポーテーション

システムHSTシリーズ 血液検査
多項目自蜘球分曜直馴［瞬搬

　装置・搬鮎作製ぷ
ベルトラ
イン方式

シスメックス製

10本ラック

XE　21（10
R350〔｝

SP　100
シ　ス　メ　ッ　ク　ス 凝固検査検体搬送システム

CSTシリーズ 凝固検査 全自動血灘固測定装置 〃 〃 CA－6000
CA－5000

HSトランスポーテーション

システムXE．Alpha 血液検査
多項舶蜘球分析装置・塗

　抹標本作蝶置
〃 〃 XE－2100

SP－100
〃

　　　〃
SE－AlphaR

〃
爵ユ三撮糀繍盆櫻
i託ト’鰍標本γ1恨

ノノ ノノ
SE－9蜘RAM－l

　SP．100



48 　　　〃
SF．－Alpha

〃
・多項目自動血球分析装

置・塗抹標本作製装置
〃 〃 SF・3000

SP－100
〃

USトランスポーテーション

シス私US－Alpha　III 尿検査
・尿中郁城分分析装置・尿分

析鑓・データ処理装置
〃 ノノ

UF　lOO
SA　4250

PC　DPS（C）
自動開栓装置APNシリーズ

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

大　　扇　　産　　業
　　ノノ

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

自動尿分取装置UA・ROBO－600A

尿検査
ベル／

コンベア
100／h 3A 79×75×135 150 1，180

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
　　〃
UA・ROBO－600B

〃
ラック
方式

120／h 〃 79×106×135 160 980

一
般検査前処理システム

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

〃

DS－120 HbAlc，
　血糖

ミニ搬送 ベルト
方式

10本
（Sy皿〕ex）

HbAl，，血糖 120×（81）×（88） （190）

東　　　　ソ　　　　ー

NSS－100011
PCR前処理及び
　汎用分注

分注，希釈，他 150 72×55×44 37 220
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－700011 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

JLA・5｛〕OTS検体搬送ベルトラインシステム

生化・血液 遠心，開栓，分注等
ベルト

ライン方式

1本又は5本
ラック対応 300検体 生化，血液 100／80 構成により異なる

齢によ
哩なる

構成によ
り異なる

トータル搬送システム

日　　本　　電　　子
JLA　500T
　　　〃

〃 分注，分析ライン等 〃 〃 〃 〃 100／40 〃 〃 〃 コンパクト搬送システム

検体前処理システム
生化学漉疫，血清，

　血液擬固，尿

・検体投入部・遠心耀モジ・一ル・開栓モジ・∋レほか ○，窃ト　わゾベア搬送

日立5本
ラック他

却～4〔｝喉体時鰍

使用条件によ嘆なる
日立7600
シリーズ他

構成によ
り異なる

構成により異なる
繊によ

順なる

日　立　製　作　所

メルコードDC－2
MR410S

2次元デー
タコード PC 自動読

取り RS－232C 100／25 22．5×38．0×25，0 10．5 360

メルシャンクリンテック
PC－2プリンタ
MR410

190 22．0×30．0×10．0 4 60

長　　瀬　　産　　業
検査室検体自動
搬送ラインシス
テム

採血管の抜栓，子検体バーコード発行，自動遠心，子検体採血管作成，精密
分注，天井搬送を含む検体搬送ベルトライン，ビトロス，国産生化学自動分
析装置及び，免疫自動分析装置のオンラインによる幅広いスペックでお客様
の要求にお応えします．

山　　久　　化　　成
HbAl、検体希
釈装置
PiaTreat　50α
PiaTreat　30

IlbAI．用検体処理装置．ピアス式であって，遠心分離された採血管の底部
から，血球（4．5～12μ1）を採取し，希釈液を（450～1200μ1）添加した後，溶
血混和を行いHbAlc用の検体を調製する全自動装置．
採血管は閉栓，開栓可能で，時間当たり約150～500検体処理可能．

約500検体／時間処理

約150検体／時間処理

〃

自動検体（血清）

小分け分注装置
SasuGer180
SaSuGer200

検体（血清）の小分け装置．小型（卓上タイプ），低価格，多検体処理能力（親
検体180～200本／時間）．
親検体情報（バーコード，ワークシートに対応）に基づき，自動的に指定本数
だけ小分け分注する．自動検体（血清）小分け分注装置

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

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラック種
処理能力 バーコード種

ラベルサイズ

　（mm） V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

AL－600R 800本
φ：13～脹さ75～1肥∋レ栓

　ゴム栓プラ好ック栓
専用
トレー

900本／時 　JAN　NW－7
CODE391TF20f　5 50×35 1K 125×64×125 120

お問い合わ

せ下さい

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
〃－600P 〃

φ：13～1脹さ75～］00シ⇒レ栓

　ゴム栓プラスチック栓
ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃



卓上型採血管オートラペラー

TTP．6701mk　III
ほとんどの市販
　品に対応

5秒／本
NW－7，　CODE39，

JAN，ITF，　CODE128
標準ラベル
　53×35

280 28×44×33 30 180
アステックコーポレーション

　　　　〃
（100本ストッカー付）
TTP　100

100本 〃 ノノ 〃 〃 290

採血管ラベリングシステム

MODEL　A－1　Plus
loo本XIG種
合計U｝00本

〃
標準ラック，

分割ラツク 2．5秒体 〃 〃 650 127×105×110 2，200
〃

　　　〃
MODEL　A－1

〃 〃 標準
ラック

〃 〃 〃 500 145×90×124 1，900

尿カップラベラー

HC－860MD
尿カツプ

250個
〃 4秒／1カツプ 〃 〃 50×46×60 30

〃
バーコード検体ラベルプリンタ

UTiCODER2107
〃 127mm／秒 〃 幅32～80 210 21．4×35．9×29 10

ラベルプリンタ
KP－100

150mm／秒 11種 標準50×32 300 20×38×27 10

小　林　記　録　紙
　　　　〃

KP－500
200　〃 　12種の他

2次元コード2種
ノノ 500 25×38×27 11

バーコードラベラー

VL　150
4秒／本 6種 〃 300 22．4×35．1×29．5 15

〃

UN　400m
1，2，3インチ／秒

　指定可能

UI℃一八／EEAN，JPN

Code　39，93　NW碓 30～109mm 150 19．9×19．6×14．6 3．1 14．8

サ　　　　　ト　　　　ー
DT　310

　最大
100mm／秒

JAN，　NW．7（ゐde　39，93

　1TFCOde　l28他 25．4～85mm 〃 21．0×23．3×18．8 3．5 38

DR　310
100，125，150mm

　指定可能

」AN，U代ICANNW　7，U剋e　39，128

　他，2次元コード靱Fn7，

　ベリコードORコーn
25～80 130 21．0×39．2×18．8 8 49

〃

MR　410
150mm／秒

撮大）

JAN，C伐IEA凡NW．7JTF他
2次元コード（PDF　47，QRコー随｝ 22～128 190 35．2×42．9×29．8 19 48

CB－420 100mm／秒
JAN（Cκ／EAN）NW－7，ITF　Code　39，93他

50．8～101．6 220 58×39×40 24 168
〃

バーコードラベラー

BL－100 60×30 250 23×49．8×27。2 16

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

採血管準備システム

BC・ROBO－585 2～20 最大20 30 360人
分／時間

CODE128，　CODE39
　　NW－7，他

　30×5〔｝
　30×6〔｝
特注サイズ可

100／6 90×98×119
（2ユニット式）

240
（2ユニツ凶 950～

テ　ク　ノ　メ　ディ　カ
採血管準備装置BC・ROBO－580

4 4 20 200人
分／時間

〃 〃 100／5 50×76×119 130 680

国内シェア8〔｝％

豊富なオプション有り

ホストコンピュータシステ
ムがない施設でも稼動可能

DC　2プリンタ
MR410

1．8m1 2次元データコード 13．7mm 190 22．0×30．0×10．0 4 60

メルシャンクリンテック

自動採血管ラベ
ル貼り機
AutoSuratt　SP

山　　久　　化　　成
検査ソフトと接続し，各患者ごとの採血管への自動ラベル貼り機．卓上型コンパクト設計，1000本／時間貼り付け

55．分注装置（Dispenser）
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消髄力 寸法 重量
メーカー
吉望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラツク種

処理能力

（検体／h）

バーコ

ー
ド種

分注量
（μ1）

チャン

ネル数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ランダムアクセスワーク

ステーションAPS－790
条件により
　異なる

10～IOOO，仕様

により異なる
1．5K

約172×105×171
　（本体のみ）

約500
体体のみ｝ 2，500 ラックバーコード対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　〃
APS－720S　II

650，条件によ
　り異なる

ノノ 1K 約170×102×170
　（本体のみ）

約400
体体のみ） 1，900 ノノ



50 　　　〃
〃　－935C

320，　〃 〃 400 約86×78×62
　（本体のみ）

約1］0

体体のみ）
650 同時希釈機能を有する

〃

4ノズル自動分注装置
plato　30000シリーズ

10｛｝0，〃 5～1000
　ノノ

350 約90×71×60 40 850～L250 ノズル洗浄方式

検体前処理分注装置
APS－30000－SP

180，　〃 10～3300
　〃

1K 約161×101×174
　（本体0）み）

約350
体体のみ） 1，700 子検体バーコード貼

付機能付
〃

MBStation
HuHig6 1～30 12 600 62．7×55．6×39．9 40 DNA増幅装置

コ　ス　モ　テ　ッ　ク
HTStation　500 0．5～300 96／384 150 50×61．8×60 〃 チップ自動交換方式

〃　　1000
ノノ 〃 〃 98．3×40×63．8 70 スタッカー付，チッ

プニードル式
〃

BISTEQUE　106 1～1100 1 300 34．6×55．6×61．8 40 ニードル式

〃　　　203 5～210 12 100 62．5×38．5×45．7 30 チップ式
〃

〃　　　105 10～400 1 150 56×61×53．5 40 チップ式，オートサ
ンプラー

〃　　　201 5～210 12 30 30×53×57 30 チップ式
〃

〃　　　701 〃 〃 150 78×69×58 80 スタッカー付，チップ式

電動分注システム
5212 0．5～50 1又は8

ドイツ・エツペンド
ルフ社製

ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

自動分注装置
LTA－III

250 50～2，000 1 L5K 129×100×132 350

大　　扇　　産　　業

ミニ→ナンーノ’ノレソ1ロ
セツ→ノ㌔一

MINIPREP75
200 自在 150 3～ 4～8 250 82×60×51 46 790～800

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

ニチメイトステッパー 5～5000 1 3．3

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー
マイティーペッター 100～25m／ ノノ 50 13×29．6×17 5 25～35

マルチディスペンサー

EDR－384

マイクロ

プレート4〔漱

マイクロプレート

1枚約13秒
0．5～250 96，384 60 600～ 96CH，384CH対応

PCソフト
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

RX－500 400 自在 50穴
ラツク

350 オプシ
ョナル

10～500
50～1000

100／4 95×73×140
　25
（ロボット） 590 ダブルシリンジ内蔵

スカラー型ロボット
プレシジョン・システム・サイエンス

SX－II 100 〃
自在レイ
アウト

250 10～1000 100／3 58×58×45 25 350 小型標準分注機

56．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラツク種
処理能力

回転数

「．P．m． V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

自動ハンドリング遠心
機　モデル4900

200／300 140×110×161 670 未定
質里測定とバランス配置を
自動計算する全自動遠心機

久　保　田　商　事 ハイキャンバシティ冷却

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

式の多本架遠心機



インバータ・多本架冷却

遠心機モデル890⑪
100／20

ノノ

　〃　・ユニバーサル冷
却遠心機モデル590⑪

100／15 48×62×93 110 73 静かなブラシレスモー
タをインバータ駆動

　〃　・テーブルトップ

遠心機モデル5400
〃 45×54×34 44 38．5 ノノ

〃

テーブルトップ遠
心機　モデル5200

100／10 44×52×35 〃 23
エコノミータイプの卓上遠心機

がディジタル表示になりました

卓上型遠心機モデル2100

100／5 35×42×29 20 17．5 スイングロータが使え
る小型卓上型の遠心機

ノノ

インバータ・マイクロ冷

却遠心機モデル1920
ノノ 37×43×84 71 79

ハイトルクのブラシレスモータを使

用し，急加速急減速が可能

マイクロミニ冷却遠心
機　モデル3615

ノノ

31×51×26 35 63
遺伝子検査用マイクロチューブ専用の小型冷却遠心機

ノノ

マイクロ・マルチ遠心
機　モデル3600

100／6 33×43×30 13 37．5
高速アングルロータと迅速スイングロータが使用可能

冷却遠心機SRC－500

80 シスメックス製
　　ラツク

5000 100／30 59×66×92 15

シ　ス　　メ　　ッ　ク　ス

ダイ　アヤ　ト　ロ　ン
遠心機5410 12 14，000 100 21．5×29×22 7．5 17．4 ドイツ・エッペンドルフ社製

〃　　5804 4～100 〃 950 47×55×34 55 49 〃

〃　5417 12又は30 500～14，000 490 32．6×36．9×22．7 17 24．8 〃

〃

冷却遠心機5804R 4～100 14，000 1．35K 63×50×34 80 84 〃

〃　　5417R 12又は30 500～14，000 600 32．6×59．7×22．7 34 62 ノノ

〃

57．その他（Miscellaneus）

消費電力 寸法 重量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
採血管種

処理能力

（検体／h）

バーコード

　　種

ラベル

サイズ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

血清量自動測定装置
SS－2000

520本塒 NW　7
3τ）f9

他対応‘r∫

50×26
（mm）

1．5K 70×45×72 80 980～
検体搬送形態により別途打合せにて見積
相談

セファテクノロジー

16φ×75
16φ×100

13φ×75
13φ×100

51





その他の臨床検査機器
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58．マイクロピペット（Micropipette）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 固定・可変 ％ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ア　　ズ　　ウ　　ェ　　ル
フィンピペットデジタルN 可変 2．8～4．0

　　　　〃
固定型

固定 2．1～3．5

エクセルオートピペット
各種

0．1～5，000 可変 0．2 6．9～14．5

三　　光　　純　　薬

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

セントラル科学貿易

エッペンドルフピペット
リサーチ3110

0．1～5，000 可変 2．8～3．3 ドイツ・エッペンドルフ社製
ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

　　　　ノノ
リファレンス4910

0．5～2，500 〃 3．1～3．4 〃

　　　　ノノ
タイターマン4908

0．5～10，5～50

　30～300
〃 8．4～9．4 　　　　ノノ

（8及び12チャンネルピペット）
〃

　　　　ノノ
連続分注ピペット4980 0．1～50m1 ノノ 4．1 〃

オートクレーバブル
Nichipet　EX

0．1～10，000 可変 2．5～3．5 オートクレープ，UV照射可能
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

MODEL7000 5～200 〃 7．5～9．8 8，12チャンネルピペット

59．希釈装置（Diluter）

チャンネル数 希釈方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ピペットステーション
SGR－300

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

　　　　〃
SGR－230

〃 〃 75 59×40×51 40 180 分注・希釈

マイリューターIII 1 ノズル式
チップ式

150 17×20×34 7．5 48 コンパクト設計
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－700011 800r　12 チップ式 ノノ

72×55×44 37 220 液面感知センサ付き

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

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
ノノ　　ー1 8．10 〃 80 42×33×32 25 168 分注も可能

MPD－II　a チップ 100／3 52×48×40 30 180 感作血球撹拝機能付き
プレシジョン・システム・サイエンス

AGS－30 シリンジ 100／5 110×60×150 100 96穴マイクロプレート25枚
装填可能
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60．洗浄器（Washer）
分注容量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

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

オートミニウォッシャー
AMW－2

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

　　　　　〃
AMW－24

〃 2，500 〃 ノノ 〃 87 〃　　　　16，24

セラウォッシャー
MW－96R

0～2，000 3，000 80 30×40×18 14 125
ノノ

　　　〃
AMW－96F

〃 〃 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ

オートセラウォッシャー
AMW－96S

〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型
〃

ビーズウオツシヤー
BW－20A

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

　　　　ノノ

BW　25A
〃 ノノ ノノ 〃 11 92．5 〃

〃

チューブウォッシャー
TW　50N

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

BW－50 0．5～500m1 5，000 100／10 34×50×48．5 35 160 ビーズウオツシヤー
プレシジョン・システム・サイエンス

TW－50 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 150 チューブウォッシャー

61．振漫装置（Shaker）
同　時
セツト数

しんとう
回　　数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体数 回／数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特長　・備考

マイクロミキサーMX－5 4枚 可変 30 28×21．5×11 5 7．8

三　　光　　純　　薬

MS－200 200 10～200 15 30×30×13 7 20
プレシジョン・システム・サイエンス

LS－400 400 〃 25 56×52．5×34 18 70

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

採取容量 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 1／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ピュアライトPRO－60 60 840 40×50×130 130 110 オプションの品揃え
オ　　　ル　　　ガ　　　ノ

Gシリーズ 30～4，000 5 H53～188 5～390 3．5～100 蛇口に接続可能
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63．恒温槽（lncubater）

温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

プレートインキュベーター
HBL24 ±0．75 デジタル 700 51×50．5×37．5 30 78 マイクロプレート24枚セッ

ト可能
バ　イ　オ　テ　ツ　ク

64．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特長　・　備　考

採血管印字貼付器
LM－800

印字方式：サーマル・リボン，印字種類：英数字・漢字・特殊記号，バーコー

ド種類：6種類，印字貼付速度：1．9秒／枚，同時搭載採血管数：標準4本
80 41×23×25 9．0 143

アイアールメディカル

CO2レーザマーカ
ML－9100

スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．

消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．
450 70×20×20 15 400 メンテナンスフリー

第　　一　　器　　業

自動検体シーラー
ATS－100

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

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

大　　扇　　産　　業

イムノクロマト法によるテストストリ

ップ研究欄発・製造システム

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

を組合せることにより，トータルシステムとして供給できる専門メーカーです． 米国・BioDot社製
テ　ク　ノ　ク　ラ　ス　タ

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

ユニ　フ　レ　ッ　ク　ス

PuraBindTM
界面活性剤などの添加物が一切，含まれていない溶液で処理した“ピュア”

で吸着“バインナ性能に優れたニトロセルロースメンブレン

ワットマンジャパン コンジュゲートリリース
パツド

リリースの量と速度を自在に調整することができ，最
高の条件作りが可能

血球分離フィルター 血液から赤血球を除き，血漿を分離できるフィルター
〃

サンプル調製紙 サンプルから不純物を除き目的物を分取．また，サン
プル量のコントロールが可能

吸水紙 豊富な商品群の中から目的に合った吸水量・速度のフ
ィルターが選べます．

〃

血液採取・保存紙 一
定量の血液を採取することが可能なロット間差の小さい純セルロースで丈採取した血液は，感染

などの危険性なく取り扱うことができ，輸送によるスクリーニングに便机

DNA分取・採取・保存紙 全血からDNAのみを分取・採取することが可能．ま
た，長期間変性せず保存できます．

〃

サンプル採取紙 唾液・尿・便などの生体試料の採取に用いることがで
きる紙を多種・取り揃えています．

ハロコスミック
HALO　COSMIC

遠赤外線ヒーター付きマイコン波動健康医療機 12．5 34×41×21 5 7．5

ワ　ー　プ　太　陽
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　　　　会社名

項目名
アズウェル

アボット東芝ダィァ

グノスティツクス
エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 カイノス 関東化学
協和メデック
ス

三光純薬

AST（ALT） JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 Rate　Assay

（JSCC） UV・レート法 JSCC標準化対
応法（液状）

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応法，他1

JSCC標準化
対応法

ALP 〃 〃 Pニトロフェニ
ルリン酸基質法

ノノ
P一ニトロフェニル
リン酸基質法 〃　，他1 〃　，他1

Pニトロフェニルリン醒

質法，液状諜，他
Pニトロフェニ
ルリン酸基質法

ACP Kind－Ki119法

ALD UV・酵素法

AMY GAL－G5－4NP法 合成基質法 Gal－G5－PNP
法

Ga1．－G5－PNP
基質法

ガラク　トース
G4－CNP法

Gal．G4－CNP（液状）

3KB－G5－CNP G3－CNP法 G3．CNP法，
他2

GalG5－PNP法液
試薬，他1 IPG7F法

GUN グアニン基質
法

キサンチンオ
キシダーゼ法

γ一GTP JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

Rate　Assay
（JSCC）

γ一GPNA基質
法

JSCC標準化
対応法，他1

JSCC標準化
対応法，他1

IFCC準拠
液状試薬，他1 SSCC準拠

CK 〃 NAC法 クレアチンリ
ン酸基質法

ノノ 〃　，他1 JSCC準拠
液状試薬

JSCC標準化
対応法

CHE ヨウ化ブチリル
チオコリン法

合成基質法 Garry変法 酵素法 P－HBC基質
法（液状） pHBC基質法

ベンゾィルチオコ
リン基質法，他1

Pヒドロキシベンゾィ1レコI／ン法撚試薬，他2

DHBC－UV法

LDH JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

ピルビン酸基
質法

Rate　Assay
（JSCC） UV・レート法 L→P法 JSCC標準化

対応法，他1
JSCC標準化
対応法，他1

GSCC準拠試薬
（P→L）

PK 酵素法

MAO アリルアミン
基質法

LCAT 酵素法

LAP 合成基質法
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法 LSPA基質法

ALPアイソザ
イム

イ　ン　ドキシ

ル・NTB法
AMYアイ　ソ
ザイム

免疫阻害法 抗体法（液状）

CKアイソザ
イム

〃 免疫阻害法

LDIIアイソザ
イム

ジアホラー
ゼ・NTB法

TP ビウレット法 Biuret法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法

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

UN 酵素法 ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・

GLDH法
酵素法 LED・UV法（液状）

ウレアーゼ・
ICDH法，他2

ウ　レ　ア　ー　ゼ

GIPII法，他1
ウレアーゼ・LEUDII・

NADH法液状試薬，他2
ウレアーゼ・
GLDH法，他1

UA 〃 ウリカーゼ・
POD法

酵素法 ウリカーゼ・
TOOS法

〃 酵素法（液状） ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・POD
法液状試薬，他1

ウリカラーゼ・ペ
ルオキシダーゼ法

CRE ノノ 酵素法 〃 酵素法 〃 〃 CRN　　CR
SOX．POD法

酵素法，他1
ザルコシンオキシダー

ゼ法液状試薬，他2 酵素法，他1

NII3 〃 GLDH・UV法

T－Bil 酵素法 亜硝酸酸化法
安定化ジアジニウム塩法

ジアゾ法
安定化ジアゾニウム塩法 安定化ジアゾニウム塩法

TG 〃 酵素法
遊離グリセロール消去法

酵素法 FG消去酵素
法（液状）

遊離グリセロール消

去酵素法，他1

遊離グリセロール消去法 LPL・GK・GPO・POD
法液状試薬，他2 FG消去酵素法

PL 〃 〃 酵素法 酵素法（液状） PLD－COD
POD法

酵素法 PLD・CLOD・POD
法液状試薬，他1 酵素法



NEFA 〃 〃 ACS－ACOD・・
POD法

〃 ACS－ACO－
POD法

T－CHO 〃 酵素法 酵素法 コレステロール
オキシダーゼ法 酵素法 酵素法（液状） CE℃0－POD法 〃 CHER・CHOD・POD

法液状試薬，他1
コレステロール
オキシダーゼ法

ImL－CHO ヘパリン・Ca法 直接法 選択阻害法 直接法 直接法，他1 デキシトラン
硫酸Mg法

胆汁酸及び分画 酵素サイクリ
ング法

Glu HK－G－6－PDH法 GOD固定化酵
素膜電極法

ヘキソキナー
ゼG6PD法

HK－G－6－PDH法 HK法，他1 GlucDH法
グリコキナーゼ・Gkl．6．

PDH・NADP法（酬
ヘキソキナーゼ・

UV法，他1

1，5AG
酵素法（PROD－POD法）

HbAlc ラテックス凝
集法

シアル酸 UV・酵素法 酵素法 酵素法
酵素法（カラーエンド法）

比色法

乳酸 〃

ピルビン酸 ノノ

Na イオン選択電
極法

K 〃

Cl 〃 酵素法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 酵素法 OCPC法 OCPC法 OCPC法

Mg マグノレツド法 酵素法 〃 ICDH法 キシリジルブ
ルー法

GK－GGPDII・
UV法

IP モリブデン酸
直接法 SILUV法 酵素法 〃　（液状） PNPL－XDH法

リンモリブデン
酸．UV法

PNP・XOD・
POD法（液状） SP－UV法

Fe ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
Nitroso－
PSAP法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
Nitroso　PSAP
法，他1

ニトロソPSAP
法（液状）

TIBC 〃

UIBC ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
〃

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
Nitroso　PSAP
法，他1

二トロソPSAP
法（液状）

NAG 合成基質法 MPT－NAG基質法 酵素法 MPT－NAG基質法

17－KS 神戸川変法

17－OHCS
フェニルヒドラ
ジン比色法

尿中微培アル
ブミン TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

総分岐鎖アミノ醐チロ

シンモノレ比（BTP） 酵素法

LDL－CIIO 直接法

生化学（2）
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　　　　会社名

項目名
常光 セロテック

ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品
ダコ・ジヤパ
ン

デイドベーリ
ング デンカ生研 東ソー

ニットーボー
メディカル

ニプロ

AST（ALT）
MDII．UV法／LDII－UV法 UV・レー　ト

法，他2
JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法



60 ALP フェニルリン
酸基質法

P．ニ／ロフェニルリ

ン酸基質法，他1
〃 〃 〃 Killd－King改

良法

ACP Kind－Kin9法 DCAP－P基質法

ADA
酵素法（GLDII－UV法）

UV－Rate法 UV－Rate法 キサンチンオキ
シダーゼ酵素法

ALD 　〃　　（NA．
DH－UV法）

酵素法

AMY Bloked－G7－
PNP基質法

B．G5・βCNP法，他3 6－N3G5
CNP基質法

Et－G　7　pNP法 ガラクトシルー
G5－PNP法

Gal－G　4－CNP法

GUN 酵素法（XOD一ウ
リカーゼPOD系）

γ一GTP
L．γグルタミル．3・かレボ

キシー4NA額法
γ．グルタミルPニ
トロアニリド，他1

γ一グルタミル
CNA基質法

IFCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

CK クレアチンリ
ン酸一UV法

UV・レー　ト
法，他2

JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化
対応試薬

〃 クレアチンリ
ン酸一UV法

CHE
ヨウ化オプチルコ
リン基質法 BTC－DTNB

法，他3
3，4一ジヒドロキシベン

ゾィルコリン基質法 DTNB法
3．4一ジヒトロキシベン

ゾィノレコ1ル基質法
ベンゾイルコ
リン基質法

LDH
P→LNADII－UV法 UV．レー　ト

法，他1
JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化
対応試薬

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法
L　ロイシル
CPA基質法

ALPアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

AMYアイソ
ザイム

インヒビター法 酵素法

γ一GTPアイ
ソザイム

CKアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

免疫阻害法 蛍光免疫測定法 免疫阻．害法
CK－MB

CKアイソホーム

〃

LDIIアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

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

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

UN
ウレァーゼ・GL・田・UV法

（アンモニア消去）
ウレアーゼ・
UV法，他1 UV・レート法

UI’ease－GLDIIアン

モニア消去法
ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアLeuDH法（ダ
ブノレカイネティック法）

UA
酵素法（ウリカーゼPOD法）

酵素法 酵素法 酵素法 ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ
POD法

CRE 　〃　　（SOX－
POD系）

〃 〃 〃 酵素法 酵素法

NH3 UV法

T－BH 酵素法 アゾビリルビ
ン法 Jendrassik法 亜硝酸酸化法

安定化ジアゾニウム法

TG
酵素法（GH）．POD系ブリーグリセロー蛸去）

GPO酵素法 酵素法 酵素法
酵素法（フリーグリ
セロール消去法）

LPL－GK－GPO－
POD酵素法

PL 〃（PLD－POD系） 酵素法 ノノ 〃 フォスフォリパ
ー ゼD酵素法

NEFA 〃（ACS－ACO系） 酵素・UV法 〃

T・CHO
ノノ（CE－COD．POD

系） 酵素法 〃 酵素法 酵素法（POD
法）

COE－COD－
POD法

HDLσIO
リンタングス
テン酸一Mg法

選択阻害法 直接法



胆汁酸及び分画
酵素法（3α一HSP一ジ

アホラーゼ比色法） 酵素比色法 酵素サイクリ
ング法

Glu 〃　（HK－UV法） GlcK（UV・エン
ドポイント法）

ヘキソキナー
ゼ法

HK－G　6　PDH法 グルコースデヒ
ドロゲナーゼ法

1，5AG フローインジェ
クション法

HbAlc ラテックス疑
集法

ラテックス免疫凝集法

HPLC法
シアル酸

酵素法（LDH－UV法）

酵素UV法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法
Ca＋＋

Mg GlcK・G－6－
PDH法

キシリジルブ
ルー法 酵素法 酵素法

IP
酵素法（XOD－POD系）

酵素法 フィスケ・サバ
ロー変法

〃 〃 酵素法

Fe
直接比色法（ニトロソーPSAP法）

NPS法 フェロジン発
色法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
TIBC 炭酸マグネシ

ウム吸着法

UIBC NPS法 フェロジン発
色法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
NAG MPT－NAG基質法 FNPレート法

hCG ラテックス免
疫比濁法 CLEIA法

免疫比濁用，EIA用原料

蛍光免疫測定法 EIA法
尿中微量アル
ブミン

免疫比濁法，
他1

ノノ

NIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

LDL－CHO 酵素的測定法

生化学（3）
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　　　　会社名

項目名

日本DPCコー
ポレーション

日本メジフイジツクス

バイエルメデ
イカル

山之内製薬
ロシュ・ダィア

グノスティックス 和光純薬工業

AST（ALT） IFCC準拠法 IFCC準拠法 JSCC標準化
対応法，他1

ALP ノノ 〃 〃　，他2

ACP 1ナフチルリ
ン酸法 CNP基質法

ADA

ALD UV・酵素法 UVレート法

AMY G3－CNP法 B－G7－EPS法 BG　5　P基質法

γ一GTP 4一ニトロアニ
リド基質法 Szasz法，他1 JSCC標準化対

応法，他2

CK IFCC準拠法 クレアチニリン

酸ADRUV法
〃，他1

CHE ベンゾイルコリ
ン基質法

ベンゾイルコリ
ン基質法

5メチル2ラノイルーチオ

コリン基質法，他1

LDH L→PUV法 SFBC勧告法 JSCC標準化
対応法，他1



62 ALPアイソザ
イム

クレチン分離法

AMYアイソ
ザイム

免疫阻害法P－AMY 免疫阻害法P－AMY

CKアイソザ
イム

　　ノノ

CK－MB
　　〃
CK－MB

LDHアイソザ
イム

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法 BCG法

UN GLDH法 酵素法 ウレアーゼ・
GIDH法

UA ウ　リ　カーゼ

POD法
〃 ウレカーゼ・

POD法
CRE Jaffe法 〃　／Jaffe法 酵素法，他1

NH3 GLDH法
T－Bil ジアゾ法 ジアゾ法 バナジン酸法，

他1

TG 酵素比色法 酵素法 酵素法

PL 酵素法 〃 〃

NEFA 〃 〃

T－CHO 酵素法 酵素法 〃 〃

HDL－CHO 選択阻害法 免疫阻害法，
他1

胆汁酸及び分画 酵素法

Glu 酵素法 ヘキソキナー
ゼ法

酵素法（HK／G6P－DH法） ヘキソキソーゼ・

UV法，他1

フルクトサミン NBT法 酵素法

HbAlc 免疫法 ラテックス免
疫法，他1

シアル酸 酵素法

Na 電極法 電極法

K 〃 〃

Cl 〃　，他1 〃

Ca OCPC法 OCPC法 MXB法，他1

Mg キシリジルブ
ルー法

キシリジルブ
ルー法 酵素法，他1

IP モリブデン酸
UV法

モリブデン酸
UV法

〃　，他1

Fe 直接比色法
フェロジン法，
他1

バソフェナン
トロリン法

UIBC 〃 ノノ

NAG 合成基質法 4HP－NAG基
質法



hCG
CLEIA法，IRMA法

尿中微量アル
ブミン

RIA法，免疫
比濁法

免疫比濁法 GLORIA（金標識
目視免疫測定法） 免疫比濁法 免疫比濁法

63



64 免疫血清（1）

　　　　会社名

項目名
アズウェル

アボッ陳芝ダィア

グノスティツクス
エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

オーソ・クリニカルダィ

アグノスティツクス 小野薬品工業 カイノス 関東化学
協和メデツク
ス

CRP 免疫比濁法 LIA法 LIA法 免疫比濁法 EIA法
ラテックス凝集
比濁法，他1

免疫比濁法，
他1

ラテツクス凝集
積分球濁度法

ASO TIA法
ノノ 〃 〃 〃 〃

RF 〃 ノノ 〃 〃 〃 免疫比濁法 〃

IgG 〃 〃 〃 免疫比濁法 〃 ノノ

IgA 〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM 〃 ノノ ノノ ノノ ノノ 〃

IgE 〃 〃 EIA法
〃，他1

C3・C4 〃 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 〃

β一Lipo 免疫比濁法 TIA法
ノノ

LP（a） LIA法 免疫比濁法

ApoA－1 TIA法 TIA法 免疫比濁法

Apo　A－II ノノ 〃

ApoB 〃 TIA法 〃

Apo　C－II 〃 ノノ

Apo　C－III 〃 〃

ApoE 〃 TIA法 〃

AFP LIA法 LIA法 EIA法 EIA法
化学発光イムノア
ツセイ法，他1

CEA ノノ 〃 〃 〃

NSE RIA法

フェリチン LIA法 LIA法 CLEIA法 EIA法
化学発光イムノ
アツセイ法

エラスターゼ1 ノノ

β2M LIA法
ノノ EIA法

ラテックス凝集
積分球濁度法

PAP EIA法

PA 〃 EIA法

CA　19－9 〃 EIA法 〃

CA　125 〃

梅毒反応 LIA法 LA法



クラ　ミ　ジア
（Ab・Ag） ELISA法 イムノクロマ

ト法 ELISA法

HA（AD）

HBs（Ag・Ab） ELISA法 CLEIA法 EIA法
ラテツクス凝集
積分球濁度法

HC（Ab） ノノ

HIV（Ab） ノノ

ATL ELISA法

インスリン RIA法 EIA法

GH 化学発光酵素
免疫法

T3・T4 RIA法 CLEIA法 EIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

FT3・FT4 〃 〃 ノノ

コルチゾール 〃 ノノ

TSH 〃 CLEIA法 〃 化学発光イム
ノアッセイ法

LH EIA法 〃 ノノ 〃 イムノクロマ
ト法

〃

プロラクチン 〃 ノノ 〃 〃

FSH 〃 RIA法 〃 〃 〃

HCG 〃 LIA法 〃 〃 ノムノクロマ
ト法

〃

HPL 〃 〃

E2 EIA法 〃 化学発光イム
ノアッセイ法

E3 〃

糞便ヘモグロ
ビン（便潜血）

金コロイド比
色法 LIA法 EIA法 免疫発色法 ノムノクロマ

ト法
ラテックス凝
集法

H．Pyroli ELISA法 ELISA法

免疫血清（2）
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　　　　会社名

項目名
三共 三光純薬

シーアイエスダィ

アグノスティツク シスメックス セロテック 常　光 第一化学薬品
ダイアヤトロ
ン

ダイナボット
ダコ・ジヤパ
ン

CRP TIA法 免疫比濁法 ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免疫
比濁法，他1 FPIA法

免疫比濁用，EIA用原料

ASO ラテックス免
疫比濁法

ノノ

RF 〃 〃

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料

IgA 〃 〃 ノノ



66 IgM 〃 〃 〃

IgE 化学発光酵素
免疫測定法 PAMIA法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法 MEIA法 〃

C3・C4 免疫比濁法 免疫比濁法 〃

β一Lipo ヘパリン比濁法 〃

LP（a） 等電点電気泳動
アイソホーム法 免疫比濁法 ノノ

免疫比濁用，EIA用原料

Apo　A－1 〃 〃 ノノ

Apo　A－II 〃 〃

Apo　B 〃 〃

免疫比濁用，EIA用原料

Apo　C－II 〃 〃

Apo　C－III 〃 〃

ApoE 等電点電気泳動
アイソホーム法

〃 〃

免疫比濁用，EIA用原料

IAP TIA法

AFP 化学発光酵素
免疫測定法 ECLIA法，他1 TRACE法 PAMIA法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法
MEIA法，
CLIA法

免疫比濁用，EIA用原料

CEA ノノ 〃 〃 ノノ 〃 〃 ；　・ 〃

NSE ノノ

フェリチン 化学発光酵素
免疫測定法 PAMIA法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法 MEIA法
免疫比濁用，EIA用原料

エラスターゼ1 RIA法

β2M 化学発光酵素
免疫測定法 PAMIA法

ラテックス免
疫比濁法 MEIA法

免疫比濁用，EIA用原料

PIVKA－II ECLIA法，他1

PAP TRACE法 MEIA法

PA 化学発光酵素
免疫測定法

〃 CLEIA法 ラテックス免
疫比濁法

〃

CA　19－9 ノノ ノノ

PAMIA法
ノノ

　　〃　　　　　，

CLIA法
CA　125 〃 〃 MEIA法

CA　15－3 〃 〃

DUPAN－2

梅毒反応 PA法，他1 PAMIA法
ラテックス免
疫比濁法

イムノクロマ
ト法

クラ　ミ　ジア
（Ab・Ag）

直接蛍光抗体法 EIA法
LCR　法，MEIA法

HA（AD） MEIA法

HBs（Ag・Ab） 化学発光酵素
免疫測定法

イムノクロマ
ト法，他1 PAMIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

ノノ

免疫比濁用，EIA用原料

HBe（Ag・Ab） 〃 〃



HBc（Ab） PAMIA法 〃

免疫比濁用，EIA用原料

HC（Ab） 〃 ラテックス免
疫比濁法

〃

HIV（Ab） CLEIA法
　〃　　　，イ
ムノクロマト法

ATL ECLIA法，他1

インスリン 化学発光酵素
免疫測定法 PAMIA法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法 MEIA法
免疫比濁用，EIA用原料

GH

T3・T4 化学発光酵素
免疫測定法 CLEIA法 MEIA法，

CLIA法
免疫比濁用，EIA用原料

FT3・FT、 〃 FIA法 ；　・

コルチゾール 〃

免疫比濁用，EIA用原料

TSH 化学発光酵素
免疫測定法

ノノ FIA法 MEIA法，
CLIA法

〃

LH 〃
ワンステップ・イ
ムノクロマト法

ノノ ；　・ 〃

プロラクチン 〃 〃 劣　・

FSH 〃 〃 多　・
免疫比濁用，EIA用原料

ADH
カルシトニン

免疫比濁用，EIA用原料

HCG 化学発光酵素
免疫測定法

クンステップ・イ
ムノクロマト法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法
〃

HPL 〃

E2 MEIA法
E3 ラテックス免

疫比濁法 FPIA法
糞便ヘモグロ
ビン（便潜血）

ワンステツプ・イ
ムノクロマト法

ラテックス凝
集法

〃 イムノクロマ
ト法 原料抗体

H．Pyroli 〃

免疫血清（3）
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　　　　会社名

項目名

デイドベーリ
ング デンカ生研 東ソー 日水製薬

ニットーボー
メディカル

ニプロ
日本DPCコー
ポレーション

日本ビオメリ

ユー

日本メジフイ
ジツクス

バイエルメデ
イカル

CRP NIA法，　TIA法 ラテックス凝
集法 免疫比濁法

免疫比濁法（TIA
法，LA法） 免疫比濁法 免疫比濁法

ASO 〃 〃 〃 〃

RF 〃 〃 ノノ 免疫比濁法
（TIA法）

IgG 〃　，TIA法 免疫比濁法 〃 ノノ 免疫比濁法

IgA 〃　　　　　ノノ　， 〃 〃 〃 〃



68 IgM ノノ　　　　ノノ　，

〃 〃 ノノ 〃

IgE EIA法，　NIA法 ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法 CLEIA法 EIA法

C3・C1 NIA法，　TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法
（TIA法）

β一Lipo Heparil1－Ca法 〃

LP（a） NIA法 ラテックス凝
集法

免疫比濁法
（TIA法）

ApoA－1 〃　，TIA法 〃

Apo　A－II 〃 〃

Apo　B 〃　，TIA法 ノノ

Apo　C－II 〃

Apo　C－III 〃

ApoE NIA法 〃

AFP EIA法，　NIA法 ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法 CLEIA法 EIA法 EIA　法，

CLIA法
CEA 　　〃　，蛍光

免疫測定法
ノノ ノノ 〃 〃 ；；　・

NSE

フェリチン
EIA法，蛍光免疫測
定法，NIA法

ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法 CLEIA法 EIA法 EIA　法，

CLIA法
エラスターゼ1

β，M NIA法 ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法

ラテックス法，

CLEIA法 EIA法 EIA　法，
CLIA法

PAP 〃 〃 IRMA法，
CLEIA法

PA 蛍光免疫測定
法，NIA法

〃 ノノ

CLEIA法
EIA　法，CLIA法

CA　19－9 EIA法 〃 〃 〃 ；1　・

CA　125 〃 ノノ ノノ 〃 ll　・

CA　15－3 〃
〃　　　　，

〃

梅毒反応 EIA法 蛍光免疫法

IIA（AD） EIA法

HBs（Ag・Ab） EIA法 EIA法 蛍光免疫法 〃

HBe（Ag・Ab） 〃 ノノ 〃

HBc（Ab） ノノ 〃 〃 EIA法

HC（Ab） 〃 〃

HIV（Ab） 〃 EIA法

アルドステロン RIA法



69

カテコールア
ミン HPLC法

インスリン EIA法 EIA法 RIA法

GH 〃 ノノ

CLEIA法

T3・T4 蛍光免疫測定法 〃 ノノ RIA　法，
CLEIA法 EIA法

EIA　法，CLIA法

FT3・FT4 〃 〃 》　・ 〃 z　・

コルチゾール 〃 ノノ ；；　・ 〃 CLIA法 劣　・

TSH 蛍光免疫測定法 〃 〃 CLEIA法 〃 》　・

LH 〃 〃 定性・金コロイ
ドクロマト法

〃 〃 ；　・

プロラクチン ノノ 〃 ノノ 〃 元　・

FSH 〃 〃 〃 〃 1；　・

HCG 蛍光免疫測定法 ノノ 〃 定性・金コロイ
ドクロマト法

IRMA法，
CLEIA法

〃 ；；　・

E2 〃 〃 ；　・ 〃 ；；　・

糞便ヘモグロ
ビン（便潜血） TMB法
エリスロポエ
チン RIA法

免疫血清（4）

　　　　会社名

項目名

ファルマシア・
アツプジョン

富士レビオ 山之内製薬
ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

CRP
免疫比濁法／ラテ
ックス凝集比濁法 TIA法，他1

ASO ラテックス凝
集比濁法 LIA法

RF 〃 TIA法，他1

IgG 免疫比濁法 〃

IgA 〃 〃

IgM 〃 〃

IgE FEIA法 CLEIA法 EIA法 〃

C3・C4 免疫比濁法 〃

β一Lipo ヘパリン比濁法 〃

LP（a） ラテックス凝
集比濁法

〃

Apo　A－1 免疫比濁法 〃

Apo　A－II 〃 ノノ



70 Apo　B
ノノ 〃

Apo　C－II ノノ 〃

Apo　C－III 〃 〃

Apo　E ノノ 〃

AFP CLEIA法 EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

CEA 〃 〃 〃

NSE RIA法 〃 EIA法

フェリチン CLEIA法 R－PHA法 〃 CLEIA法，他1

エラスターゼ1

β2M CLEIA法 EIA法 CLEIA法，他2

PIVPA－II

PAP TR－FIA法

PA EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

CA　19－9 CLEIA法
ノノ 〃

CA　125 〃 〃

CA　15－3 〃 EIA法

梅毒反応 〃 ラテックス凝
集比濁法

HA（AD） EIA法

HBs（Ag・Ab） CLEIA法
R－PHA法PHA法 EIA法，電気

化学発光法 CLEIA法

HBe（Ag・Ab） EIA法 〃

HBc（Ab） CLEIA法 〃 〃

HC（Ab） 〃 〃

HIV（Ab） 〃 〃

ATL 〃 〃

インスリン RIA法 〃 〃 CLEIA法，他1

T3・T4 EIA法，電気
化学発光法 〃　，他1

FT3・FT4 CLEIA法 〃 〃

コルチゾール
セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

TSH CLEIA法 EIA法，電気
化学発光法

CLEIA法，他1

LH TR－FIA法 〃 EIA法



プロラクチン 〃 〃

FSH TR－FIA法 ノノ 〃

HCG 〃 〃

E2 〃

糞便ヘモグロ
ビン（便潜血） CLEIA法 金コロイド比

色法（免疫法）

H．Pyroli EIA法

71



72 血液凝固・線溶（1）

　　　　会社名

項目名

アボット東芝ダィァ

グノスティツクス
エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

工∠、　・　シー　・

メテ“イカノレ

（第一化学薬品）

オルガノンテ
クニカ

カイノス
協和メデツク
ス

三光純薬 シスメックス

PT 凝固時間法（ド
ライカード法） 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法，

合成基質法

PTT 〃 〃 〃 ノノ 〃

トロンボテスト 〃 凝固時間法

ヘパプラスチン
テスト

凝固時間法 〃 〃

プロテインC
　　ノノ　　　　　，

合成基質法

ATIII TIA法 LIA法 合成基質法 合成基質法 ラテツクス凝集
積分球濁度法

∫　・

α2PI 〃 ノノ 合成基質法

PLG 〃 〃 〃

FDP－T LIA法 ラテックス凝
集法 ELISA法 ラテックス凝

集比濁法
ラテックス凝集
積分球濁度法

免疫比濁法

D－Dダイマー
ラテツクス凝集法ELISA法

〃

Fbg TIA法
凝固時間法（ド
ライカード法）

凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

第II凝固因子
ノノ

第V凝固因子 凝固時間法 〃

第Vll凝固因子 〃 〃

第Vll擬固因子 〃 ノノ

第IX凝固因子 〃 〃

第X凝固因子 〃 〃

第蛆凝固因子 〃 〃

第畑凝固因子 〃 〃

複合因子 凝固時間法（ド
ライカード法）

〃

血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名

ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品
ダコ・ジヤパ
ン

デイドベーリ
ング

日水製薬 ニットーボー
メディカル

ニプロ
日本ビオメリ

ユー

ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

PT 凝固時間法 凝固時間測定法 凝固時間法 凝固時間法

PTT 〃 〃 〃 〃

トロボテスト 〃
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ヘパプラスチン
テスト

〃

プロテインC
ラテックス免疫
比濁法，他1

発色性合成基
質法

免疫比濁，EIA用原料

合成基質法 〃

プロテインS 〃 〃

ATIII ラテックス免疫
比濁法，他1

発色性合成基
質法

〃 NIA法 蛍光免疫法
合成基質法，TIA法

合成基質法 合成基質法

α2PI 〃 〃 〃 ノノ　　　， 〃

PLG 〃 〃 NIA法
　　〃　　　　　，

TIA法
〃

FDP－T ラテツクス免
疫比濁法

免疫比濁法 蛍光免疫法 ラテックス凝
集比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

FDP－E 〃 〃 〃

D－Dダイマー
　　ノノ　　　　　，

他1
免疫比濁法 蛍光免疫法 〃 EIA法，他1 ノノ

Fbg 塩析法 凝固時間法 NIA法 免疫比濁法 免疫比濁法，
他1

凝固時間法

TAT EIA法

PIC ラテックス免疫
比濁法，他1

免疫比濁法 〃

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間測定法 凝固法

第V凝固因子 〃 〃 〃

第VI擬固因子 〃 〃 〃

第Vll擬固因子 発色性合成基
質法，他1

免疫比濁用，EIA用原料
〃 ノノ

第IX凝固因子 凝固時間法 〃 〃 〃

第X凝固因子 〃 〃 〃 〃

第）σ凝固因子 ノノ 〃 〃

第）m凝固因子 〃 〃 ノノ

第皿凝固因子
ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集比濁法

〃

複合因子 〃

ヘパリン 発色性合成基
質法

F1十2 EIA法



74 血中薬物（1）

　　　　会社名

項目名

協和メデック
ス

ダイアヤトロ
ン

ダイナボット 第一化学薬品
ダコ・ジヤパ
ン

デイドベーリ
ング

日本DPCコー
ポレーション

日本ビオメリユー

バイエルメデ
イカル

山之内製薬

フェノバルビターノレ

FPIA法 EMIT法，蛍
光免疫測定法

ラテックス凝
集法

セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

プリミドン 〃 〃　　，

カルバマゼピン 〃 　　〃　，蛍
光免疫測定性

セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

エトサクシミド 〃 〃　　，

バルプロ酸ナト
リウム

ノノ 　　〃　，蛍
光免疫測定性

セディア法（ホモ
ジニアスEIA＞

フェニトイン 〃
〃　　，
ノノ

ラテックス凝
集法

〃

キニジン 〃

リドカイン 〃 EMIT法
プロカインアミド 〃

N一アセチルプロ
カインアミド

ノノ

ストレプトマイ
シン

〃

アミカシン 〃

ゲンタマイシン ノノ EMIT法，蛍
光免疫測定法

トブラマイシン 〃

ジベカシン ノノ

ネチルマイシン 〃

ジゴキシン 化学発光イム
ノアッセイ法

ラテックス免
疫比濁法

〃 CLEIA法
免疫比濁用，EIA用原料 EMIT法，酵素

蛍光免疫測定法 CLEIA法 EIA法 EIA　法，
CLIA法

セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

ジキトキシン 〃 RIA法 〃

テオフィリン 化学発光イム
ノアツセイ法

ノノ
CLEIA法，ホモジニア

禰素免疫測定法
EMIT法，蛍光
免疫測定法

〃 EIA法 ラテックス凝
集法

セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

アセトアミノフ
ェン

〃

シクロスボリン 〃 EMIT法，
RIA法

パンコマイシン ノノ 蛍光免疫測定法

ジソピラシド 〃

エンドトキシン

エタノール FPIA法

VBI2 化学発光イム
ノアッセイ法

葉酸 〃



血中薬物（2）

　　　　会社名

項目名

ロシュ・ダィアグ

ノスティックス

フェノバルビターノレ

FPIA法

プリミドン 〃

カルバマゼビン ノノ

エトサクシミド

バルプロ酸ナト
リウム FPIA法

フェニトイン 〃

キニジン 〃

リドカイン ノノ

プロカインアミド 〃

N一アセチルプロ
カインアミド

ノノ

ゲンタマイシン 〃

ネチルマイシン 〃

ジゴキシン ラテックス凝
集比濁法

テオフィリン FPIA法

バンコマイシン
ノノ

エタノール 酵素法
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76 その他

　　　　会社名

項　目
ニチレイ

病理学的検査

項目名 測定法 項目名 測定法

一“

アスミン 酵素抗体法 α1一アンチキ
モトリプシン

酵素抗体法

〃 〃 α1一アンチト
リプシン

〃

Bセル（L26） 〃 第Vl咽子関連抗原 〃

B細胞
（LNLLN2，LN3）

〃 ガストリン 〃

PSAP 〃 グルカゴン ノノ

〃 ノノ リゾチーム／
ムラミダーゼ

〃

Tセル（UCHL　I） 〃 パンクレアチックPP 〃

上皮膜抗原 〃 ソマトスタチン 〃

白血球共通抗原 〃 サイログロブリン ノノ

ビメンチン ノノ 免疫グロブリンA 〃

CEA 〃 〃　　G 〃

AFP 〃 〃　　M 〃

〃 ノノ

GFAP 〃 細胞機能検査

〃 〃 項目名 測定法

HCG一β 〃 T細胞・B細胞
百分率

フローサイト
メトリー法

インスリン 〃 〃 ノノ

ケラチン／
サイトケラチン

〃 ノノ ノノ

〃 〃 T細胞サブセット モノクローナル
抗体法

カツパ 〃 〃 〃

ラムダ 〃 〃 〃

ミオグロビン 〃 〃 〃

PSA 〃

NSE ノノ

S－100 〃



自勤分析装置尊用試薬



78 自動分析装置専用試薬（1）

　　　　　会社名

機種名

アズウェル エイアンドテ
イー

栄研化学
エム・シー・メディ

カル
小野薬品工業 カイノス 関東化学 協和メデックス 三光純薬 塩野義製薬

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 32 2 8 5 33 3 22 22 12 27 5 12 27 3

〃　－7150 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 33 14 ノノ ノノ 23 1 ノノ ノノ

〃　－7170 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 11 ノノ 〃 17 〃 〃 ノノ

〃　－7250・7350・7450 ノノ 〃 ノノ ノノ 30 ノノ 20 20 3 〃 〃 20 〃 〃

〃　－7070・7060 ノノ ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 33 14 〃 〃 23 ノノ ノノ

〃　－7020 〃 〃 ノノ ノノ ノノ 22 12 ノノ ノノ ノノ ノノ

〃　－7600 〃 ノノ 〃 〃 22 11 ノノ ノノ 23 1 〃 ノノ

T且ヘーSシリーズ 〃 〃 28 2 20 26 1 〃 〃

〃　竜OR ノノ ノノ 〃 3 ノノ 27 5 23 1 ノノ ノノ

〃　～｛［FR　30FR・4nFR〔20R・30R） 〃 〃 8 5 37 〃 22 ］5 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ

〃－Mシリーズ 〃 〃 〃 ノノ 30 〃 20 20 3 26 1 20 〃 〃

〃－80FR（NEO） 〃 〃 〃 〃 33 〃 22 33 14 27 5 23 〃 〃

〃　－200FR 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

CL－7100・7000 ノノ ノノ 26 20 〃 〃 ノノ ノノ 〃

〃　－7200 〃 ノノ 30 ノノ 33 14 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃　－7300 〃 〃 〃 3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ

〃　－8000 ノノ ノノ 〃 〃 〃 22 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 〃 〃 18 2 1 26 1 17 26 〃

〃　　RSシリーズ 〃 〃 8 5 30 1 ノノ 33 14 ノノ 〃 23 1 〃 〃

〃　　HRシリーズ ノノ 〃 ノノ ノノ 26 20 2 1 〃 〃 ノノ 〃

〃　　BMシリーズ 〃 ノノ ノノ ノノ 27 〃 11 〃 ノノ ノノ ノノ

AU－5200 ノノ ノノ 28 3 ノノ 20 3 27 5 20 27 ノノ

〃　－1000・800 〃 ノノ 8 5 〃 ノノ ノノ 33 14 〃 〃 〃 1 〃 〃

〃　－600 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ 〃 〃

〃　－560・510 ノノ ノノ 〃 〃 〃 ノノ ノノ ノノ 〃 23 〃 〃

テクニコンーSSR ノノ ノノ 〃

〃　　℃HEM　1 〃 〃 ノノ



COBAS－MIRA－S 32 2 29 17 27 5 〃 27 3

〃　　－MIRAプラス 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃　　－FARA 〃 〃 27 2 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ

〃　　－BIO 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃

バイエルー550 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　エキスプレスプラス 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

スーパーZ 〃 ノノ 29 3 20 7 27 5 〃 〃 〃

502X 8 17

501X 15

EL－1200 19

〃．1060 〃

HM－JACK 1

DM－JACK 2 1

ルミワード
特異lgE・総lgE

（39項目）

自動分析装置専用試薬（2）
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ダイアヤトロン 第一化学薬品 ディドベーリング デンカ生研 ニチレイ ニットーボー
メディカル

ニプロ 日本メジフイ
ジツクス

バイエル
メディカル

山之内製薬　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項日数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目i数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 33 15 35 7 29 24 26 6 7

〃　－7150 34 16 〃 〃 24 11 〃 〃 ノノ 〃 ノノ

〃　7170 31 18 〃 〃 15 8 〃 ノノ 〃 ノノ 〃

〃　725〔｝・7350・7450 32 11 34 23 5 〃 9 〃 ノノ

〃　－7070・7060 31 16 35 ノノ 11 〃 24 〃 ノノ 7

〃　－7020 24 12 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

〃　－7600 35 18 ノノ ノノ P＝24
D＝9

〃 〃 〃

T阻一Sシリーズ 34 3 10 〃 〃

〃　－60R 31 13 32 24 11 29 9 〃 〃 2

〃　211FR　31｝FR・4〔IFR〔211R・30Rl 32．35 16．18 〃 〃 13 〃 24 〃 〃 7

〃－Mシリーズ 34 3 30 〃 5 〃 9 〃 〃

〃．80FR（NEO） 31 ］8 32 〃 11 〃 24 〃 〃 7



80 〃－200FR 〃 16 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CL－7100・7000 ノノ 8 〃 〃

〃　－7200 34 13 〃 〃 7

〃　－7300 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－8000 28 15 〃 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 29 8

〃　　RSシリーズ 30 10 29 9

〃　　HRシリーズ 〃 5 ノノ ノノ

〃　　BMシリーズ 27 6 〃 24

AU－5200 28 5 27 〃 9

〃　－1000・800 27 15 28 〃 24 7

〃　－600 30 14 〃 〃 〃

〃　－560・510 31 12 28 〃 〃 〃

テクニコンーSSR 34 7

〃　　｛）HEM　1 23

オペラ 34 7

COBAS－MIRA－S 26 11 29 29 9 7

〃　－MIRAプラス 〃 〃 〃

〃　　－FARA 28 8 〃

〃　　－BIO 1

ノミイエルー550 27 2

スーパーZ 29 11 26 6 7

LPIA－S　500 49

〃　－A700 40

DimensiOll　RxL 28

aca　star 34 3

ライカST　5050 約60

MIRACLE　gl9 53 6

Allegro　Lite 3

日本電子BM．．1250 7
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〃　　BM－1650 〃

〃　　BM－2250 〃

オリンパスAU－2700 〃

自動分析装置専用試薬（3）

　　　　　　会社名

機種名

ロシュ・ダィアグノ

スティックス 和光純薬工業

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 28 5

〃　－7150 31 11

日立一7170 28 1

〃　－7250・7350・7450 22 ノノ

〃　－7070・7060 24 2

〃　－7020 19 1

〃　－7600 27 〃

TEA－60　R 21

〃　．211FR・’3UFR・4｛｝FR〔2（IR・3〔［R｝ 20 3

〃－Mシリーズ 29 5

〃－80FR（NEO） 31 〃

CL－7100・7000 24 2

〃　－7200 22 ノノ

〃　－7300 24 〃

〃　－8000 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 28

〃　　RSシリーズ 17

〃　　HRシリーズ 28 2

〃　　BMシリーズ 25 1

AU－5200 31

〃　－1000・800 24 2

〃　－600 27

〃　－560・510 23 1



82 COBAS－MIRA－S 49 17

〃　－MIRAプラス 〃 〃

〃　INTEGRA　700 49 26



コント篇一ル轟溝



84 （株）アズウェル

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状ネスコールーN 亀解質，酵素，脂質，含窒素他 正常 ○ 5m1×10 14，000 馨鑑鰍麟襟騨法研究所

〃　　　－A 〃 異常 〃 〃 〃 ノノ

セラクリアーHE 酵素7項目 正常・異常 〃 正常域3m1×5
異常域31n1×5

26，000 〃

〃　　士P 脂質6項目 異常 ノノ

3m1×5 9，300 ノノ

（株）エイアンドティー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノティクルスオートコントロール血清（L） 免疫12項目 低値 ○ 1m／用×10 50，000

〃　　　　　　（H） ノノ 高値 × 〃 〃

栄研化学（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リピッドセラーム1 脂質7項目 正常 ○ 3m1×5 7，500

〃　　　　II 〃　5項目 異常 ノノ 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 ノノ 〃 5，500

BLセーラム B－L 正常 〃 ノノ 7，500

免疫コントロール仁A IgG，　A，　M，　C3，C4，CRP，　ASO，　RF 〃 〃 1m1×5 18，000

〃　　　　II－A IgG，　A，　M，　C、，　C、 異常 〃 ノノ ノノ

〃　　　　II－B CRP，　ASO，　RF 〃 〃 ノノ 〃

トリプルチェックレベル1 24項目 低値 〃 3m1×24 21，600

〃　　　　　　II 〃 中値 〃 〃 〃

〃　　　　　　III 〃 高値 〃 〃 ノノ

QC－LX，1 LXシステン16項目 低値 〃 2m／分×5 25，000

〃　，2A 〃 高値 〃 ノノ 〃

〃　，2B 〃 〃 〃 ノノ ノノ



85

〃　，3 LXシステム腎機能マーカー5項目 尿用低値 〃 ノノ 〃

〃　，4
ノノ 〃高値 〃 〃 〃

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

〃　，　1 〃 低値 〃 2m1分×6 ノノ

〃　，II 〃 中値 〃 〃 ノノ

〃　，III 〃 高値 〃 〃 〃

〃　，N 〃 正常値 ノノ 〃 〃

OC一オートコントロール，　L 糞便中ヘモグロビン 低濃度 〃 1m／分×5 13，000

エム・シー・メディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（o×）

包装単位
　（m～）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

トロンボスクリーン
血液凝固標準血漿UCRP

凝固・線溶系 正常 ○ 1m／×10 21，000

　　　　〃
1flL液凝固標準血漿ACRP

〃 異常 ノノ 〃 〃

ブイブリノーゲン標準血漿 凝固 正常 〃 〃 18，000

血液凝固コントロールレベル1 ノノ 〃 × ノノ 15，000

〃　　　　　　レベル2 〃 異常 〃 〃 16，000

〃　　　　　　レベル3 〃 〃 〃 〃 〃

フィブリノーゲンコントロール 〃 ノノ ○ 〃 15，000

ヘパリンコントロールレベル1 〃 正常 × 〃 〃

〃　　　　　　レベル2 〃 異常 〃 ノノ 〃

オリンパス光学工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

AUコントロール ヒト血清べ一ス，マルチタイプ レベル1
レベル2

○ 各5nll用×6バイアル

AESコントロール たん白分画用 ノーマル
アブノーマル

ノノ 0．5m／×5バイアル



86 オルガノンテクニカ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

ベリハイリファレンス 血液凝固検査用標準血漿 正常 ○ 1．Om1×10 13，000 WHO標準血漿に基づく表示値設定

MDA用
　ベリハイリファレンス

〃 〃 〃 L2m1×20 41，600 　　　　　　ノノ
（MDA－180専用試薬）

〃　　1 血液凝固検査用コントロール血漿 ノノ × LOm1×10 10，000

MDA用
　ベリハイ1

〃 ノノ 〃 1．2m1×20 32，600 （MDA－180専用試薬）

〃　　2 〃 異常 〃 LOm1×10 10，00〔〕

MDA用
　ベリハイ2

〃 〃 〃 1．2m1×20 32，000 （MDA－180専用試薬）

〃　　3 〃 〃 〃 1．Om1×10 10，000

MDA用
　ベリハイ3

〃 〃 〃 1．2m／×20 32，000 （MDA－180専用試薬）

MDA用
　ベリカルセット

血液凝固検査用較正標準血漿 3レベル ○ 1．2m1×9 21，600 （　　　〃　　　　）

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

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

バリデイトN 生化学検査用コントロール血清 正常 〃 5m1×10 15，000

〃　　　A ノノ 異常 〃 ノノ 〃

（株）カイノス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

BECKMAN　DECISION
「KAINOS」Multipack

生化学項目全般 低値・中間値・高値 ○ 20m1×6 35，400

BECKMAN　DECISION
「KAINOS」Level　1

〃 低値 〃 20m1×4 24，800

〃　　Leve12
ノノ 中間値 〃 ノノ ノノ

〃　　Leve13 〃 高値 〃 ノノ 〃

Ultimate　C4（4mg／dの ビリルビン標準値 41ng／d1 〃 2m1×10 17，000

〃　C8（8mg／d1） ノノ 8mg／d／ 〃 〃 〃

〃　C20（20m9／d1） 〃 20mg／d1 ノノ 〃 15，000

Ultimate－D　Level　1 ビリルビンコントロール 低値 〃 3m／×10 21，000

〃　　　Level　2 ノノ 中間値 〃 ノノ 〃

〃　　　Level　3 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃

〃　　　Level　4
ノノ 高値 〃 〃 25，000
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1．D．－Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 〃 2m1×6 29，000

〃　　（Abnormal） 〃 異常 〃 〃 〃

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

正常・異常 〃 10m1×3 33，000

ケトン体］ントロール1
　　　〃　　　　　　II
　　　〃　　　　　　m

｝3HB，　TKB
郡1，高f直 》〃 31n／用×6

　：

8．〔lo〔｝

》

1，5AGコントロール 1，5AG 低値・中値 〃 2m1×6 20，000

関東化学（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

クオリトロールCK－MB CK，　CK－MB 異常 ○ 1m／×6

〃　　　　リファレンス AST，　ALT，γ一GT，　CK 正常・異常 〃 3m1×2×2濃度

トレースチェック AST，　ALT，γ一GT，　CK，　ALP，　LD，　AMY 〃 〃 2m1×3×2濃度

協和メディックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

Accurun　1
マルチマーカーコントロール

aIlti－IIIV1／2，　anti－HTLV　I／II

anti　HBc，　anti－HCV，　anti－CMV，　HBsAg
○ 1m1×1～5m1×3

9，000

～ 95，000

Normalコントロール 感染症陰性コントロール 〃 1m1×1～5m1×1
2，000

～ 10，000

HIV抗原
シングルマーカーコントロール IIIV抗原 〃 5m1×1～5m／×3

14，000

～ 39，000
IIBs抗原　　〃

IIBs抗原 〃 〃 〃

HBs　Core　IgM
　　　〃 HBsコアIgM

ノノ 5m／×1 14，000

IIBe抗原　　〃

HBe抗原 〃 〃 〃

HBe抗体　　〃

HBe抗体 〃 〃 〃

HAV抗体IgG，　IgM
　　　　　〃

HAV　IgG
HAV　IgM

ノノ〃

1m1×1
　ノノ

4，000（lgG）

5，000（lgM）
HBs抗体　　ノノ

HBs抗体 〃 5m1×1～5m1×3
14，000

～ 39，000

Lyme病抗体IgG，　IgM
　　　　　　〃

Lyme病IgG
Lyme病IgM

〃ノノ

1m／×1
　ノノ

5，000（IgG）
9，000（IgM）

Toxo抗体IgG，　IgM
　　　　　〃

Toxo　IgG
Toxo　IgM

〃〃 ノノ

ノノ

3，000（IgG）

7，000（IgM）

風しん抗体IgG，　IgM
　　　　　〃

風しんIgG
　〃　　IgM

ノノ〃 ノノ〃 〃〃

CMV　IgG，　IgM
　　　　〃

CMV　IgG
CMV　IgM

〃

ノノ

〃〃 3，000（lgG）

9，000（IgM）
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TP（梅毒抗体）　　　〃

TP抗体 〃 21n／×1 6，000

TP（RPR）　　ノノ

TP（RPR） 〃 1m／×1 4，000

三光純薬（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

　　　　　1
メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

EXA　Liquid　2　norma1 ヒト血清マルチタイプ 正常 ○ 2m／×25 15，50〔｝

〃　　　　abnormal ノノ 異常 〃 〃 〃

〃　　　5normal 〃 正常 〃 5m1×25 35，000

〃　　　　abnormal 〃 異常 〃 ノノ 〃

EXA　norma1 〃 正常 〃 5m1用×6 8，500

〃　abnorma1 〃 異常 〃 〃 〃

〃　IM－N 免疫血清用マルチタイプ 正常 〃 2m／×4 21，000

〃　IM－A ノノ 異常 〃 〃 ノノ

〃　bilirubin ビリルビン検査用 〃 31n1用×6 9，600

シスメックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（mの

メーカー希望

価格（FID
備　　　　　　考

ランリームコントロールA
レベル1・II

AFP，　CEA，フェリチン，　PSA 低濃度・高濃度 ○ 6m1×各1 27，f）00

　　　　　〃　　　　　　B
レベル1・II

IgE，　IIBsAb，　HBcAb ノノ 〃 〃 18，000

　　　　　〃　　　　　　C
レベル1・II

β2一マイクログロブリン，インシュリン ノノ 〃 ノノ 24，000

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

　　　　　〃　　　　　　E
レベル1・II HCV－Ab

ノノ 〃 〃 〃

（株）常光

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

〃　　　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 ノノ 〃 〃
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イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　Kト，　Cl一 高，中，低 〃 1．51n／×20 16，000 冷凍品

グリコヘモグロビンAlc「二次標準」 安定化一IlbAlc レベル1・2 〃 凍結乾燥品

電極チェック液 透析液測定用 〃 3rn　1×20 12，000 液状

（株）セロテック

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

コントロール5N 酵素，脂質，糖，他 正常 ○ 51n1用×12 12，000

〃　　　5E 〃 異常 〃 〃 18，000

リピッドーS 脂質 〃 2m1用×8 11，000

〃　　－L5N 〃 正常 〃 5m／用×6 22，000

〃　　　3E 〃 異常 ノノ 3m～用×6 50，000

ウリコンーL5N 尿化学項目（13項目） 低値域 ノノ 5m1用×6 8，000

〃　　　5E 〃 高値域 ノノ 〃 1〔｝，000

キャリブレーターM4 血清UN，　CRE，　IP，　Ca 〃 〃 〃

（株）ダイアヤトロン

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

己装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

セラケムノーマルコントロール血清 酵素，脂質，電解質，他 正常 ○ 5m／用×12 18，000 米国・H、社製
販元：（株）ダイアヤトロン

〃　　アブノーマルコントロール血清 〃 異常 〃 〃 〃 〃

イアトロセーラIM－1 免疫・血清 正常 〃 2m1川×4 18，400 織鴇鐸アヤ、。ン

〃　　　　IM－II 〃 異常 〃 〃 〃 〃

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

〃　　　TIIレベルII 〃 異常 ノノ ノノ 〃 〃

第一化学薬品（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他 正常 ○ 5m1×10 18，000 Sero社製，販売：第一化学薬品



90 セロノルム 電解質・酵素・脂質・他 〃 〃 〃 〃 〃

パソノルムH 〃 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　L ノノ 〃 ノノ 〃 ノノ 〃

オートノルム 〃 IE常 〃 10m1×6 16，100 〃

セロノルム・ファルマカAED治療域 薬物血中濃度（抗てんかん薬） 治療域 〃 51n／×10 20，000 〃

〃　　　　　中毒域 〃 中毒域 〃 〃 〃 〃

セロノルム・リピッド 血清脂質 正常 〃 3m1×12 22，000 〃

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

ダコ・ジヤパン（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　日
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ヒト血清タンパク／
〔キャリブレーター〕

Alb，α】アンチキモトリプシン，α1一アン
チトリプシン他全16項目

正常 ○ 1m／×1
11n1×20

3，0〔｝0

39，〔｝00
液状

　　　〃　　　　／
〔コントロール血清〕低濃度域

〃 項目により異る 〃 1m／×1
5m1×1

10，000
46，000

〃

　　　〃　　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

〃 ノノ 〃 5m1×1 46，000 〃

ヒトIn1清C反応性タンパク（CRP）／
〔コントロール血清〕低濃度域 CRP 〃 1m1

5m／
9，000

36，000
標準値を16〔〕mg／／付近に設定

　　　　　　〃　　　　　　／
〔コントロール血清〕高濃度域

〃 〃

；； ；

　　　　　　〃　　　　　　／
〔キャリブレーター〕

〃 〃 1m／ 6，000

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

　　　　　　〃　　　　　　　／
〔コントロール〕

〃 〃 〃 54，000 〃

ヒト血清Lp（a）／
〔キャリブレーター〕

Lp（a） 〃 1m1 10，000 〃

　　　〃　　　／
〔コントロール〕低濃度域

〃 〃 〃 12，000 ノノ

　　　〃　　　／
〔コントロール〕高濃度域

〃 〃 〃 〃 ノノ

α1ミオグロビン／
〔キャリブレーター〕 α1－Microgrobulin 〃 〃 19，000 液状

ヒトIlbAlc／
〔コントロールセット〕

IlbAk 凍結乾燥品

（株）テクノメディカ

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状常用標準血清ISE－CRS

Na，　K，　Cl 中濃度 ○ 1m／ 22，000
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　　　〃
ISE－CRS三濃度

〃 高・中・低濃度 〃 1．5ml 30，〔｝00

デン力生研（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状キャリブレーター 生化学 異常 ○ 5m／×10 14，000

液状コントロール血清「生研」N 〃 正常 〃 〃 〃

〃　　　　　　　AN 〃 異常 ノノ 〃 〃

脂質キャリブレーター 脂質 ノノ

1m1×10 9，000

〃　　　　　D ノノ 〃 1m1×5 5，000

酵素キャリブレーター「生研」 〃 2m1×6 13，500

酵素コントロール1・2「生研」 〃 2m1×3×2濃度 〃

イムノキューセラ1－（L） 免疫血清 低値 〃 3m1×5 30，000

〃　　　一（H） ノノ 高値 〃 〃 ノノ

イムノキューセラII－（L） 〃 低値 〃 ノノ ノノ

〃　　　一（H） 〃 高値 〃 〃 〃

東ソー（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

東ソーマルチコントロール EIA用多項目コントロール レベル1，2，3 5m1×3本×3種

HbAlcキャリブレータ 安定型HbAI， レベル1，2 ○ 4m／用×5本×2種 35，000 日本糖尿病学会IlbA1、標準化準拠

〃　コントロール 〃 ノノ ノノ 4m1用×4本×2種 16，000

ニットーボーメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

○ 2m1×6 15，600 液状コントロール

〃　　　L－II 〃 ノノ 〃 18，000 〃

〃　　　RF－1 リウマチ因子 〃 2m1×4 8，000 凍結乾燥品



92 〃　　　RF－II ノノ 〃 〃 12，000 〃

〃　　　ASO－1 抗ストレプトリジン0 〃 〃 8，000 ノノ

〃　　　ASO－II 〃 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　ARC－1 CRP，　RF，　ASO 〃 ノノ 11，000 〃

〃　　　ARC－II 〃 〃 ノノ 15，000 〃

日本DPCコーポレーション

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

CON6 ホルモン 低・中・高 ○ 各6m1×2 20，000

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ライフォチェック（凍結乾燥）／リクイチェック（液状）

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

低・中・高 ○ （5m1×4）×3レベル 40，000

　　　　　　　〃
生化学コントロール血清1，2 生化学項目60項目以上 低・高 〃 各5m1×12 各30，000

表示値なし生化学コントロール血清1，2，35m／×25（各レベル別包装）

〃〃

〃　　40項目以上 〃 × 各10m1×25 各28，000 （各レベル別包装）

　　　　　　　ノノ
腫瘍マーカーコントロール血清1，2

CEA，　AFP，　CA125，　CA19－9等
重要な腫瘍マーカー

〃 ○ （2m1×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
脂質コントロール血清1，2

HDLコレステロール，コレステロール
トリグリセライド，リン脂質

〃 〃 各3m1×6 各11，000 （各レベル別包装）

　　　〃
新生児検査用コントロール血清1，2

直接・間接・総ビリルビン，カリウム，マンガン，マグネシウム等

〃 〃 各4m1×6 各25，000 〃

　　　ノノ
CK／LDアイソザイムコントロール血清1，2

CK・LD・タンパク分画，　CK・LDH・
ビリルビン（総），CK－MB

〃 〃 各1m1×6 〃 〃

　　　〃
循環器疾患マーカーコントロール血清1，2，3

CK－MB，　LD1，トロポニン1，トロポニンT，ミオグロビン，総CK

低・中・高 〃 （3m1×2）×3レベル 30，000

ライフォチェック
定量用尿コントロール1，2

生化学，特殊物質，内分泌
毒物など60項目

正常・異常 〃 各10m1×10 各15，000 （各レベル別包装）

リクイチェック
尿検査用コントロール1，2

タンパク，グルコース，ビリルビン沈渣等 低・高 陽性・陰性 （12m1×5）×2レベル 15，000 尿試験紙・沈渣

　　　〃
尿化学コントロール1，2 化学分析器を利用する一般的尿検査用 〃 ○ 10m1×12 各22，000 （各レベル別包装）

ライフォチェック
妊娠検査用コントロール血清1，2，3

hcG，ホルモン，　AFP，フェリチン等
ジキトキシン

低・中・高 〃 （5m1×4）×3レベル 55，000

　　　　〃
貧血症コントロール血清

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

〃 3m1×6 15，000 低値異常範囲に調製

　　　　〃
高血圧症マーカーコントロール1，2，3

ACTH，アルドラーゼ，コルチゾール，レニン 低・中・高 〃 （2m1×2）×3レベル

リクイチェック
イムノロジーコントロール血清1，2，3

アルブミン，ASO，　CRP，　IgA，　IgMなど
免疫検査一般

〃 〃 各1m1×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　ノノ

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

ノノ 各2m1×6 各30，000 〃



　　　〃
髄液コントロール1，2

アルブミン，クロール，グルコース，IgA，
IgG，　IgM，乳酸，ナトリウム等

〃 各3m1×6 各16，000 　　　〃
ヒト脳脊髄液

ライフォチェック
全血コントロール1，2，3

シクロスポリン，鉛，葉酸（赤血球中） 低・中・高 〃 各2m1×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　〃
ドラッグフリー血清 薬物濃度検出レベル以下 10m1×10 48，000 検体稀釈用

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

　　　ノノ

ヘモグロビンA2コントロール1，2
ヘモグロビンA2，　F，　S ○ （1m／×2）×2レベル 80，000 異常ヘモプロビン

　　　〃
糖尿病検査コントロール1，2

ヘモグロビンA、，Alc，　F
総糖化ヘモグロビン

左常・異常 ノノ （0．5m1×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
血液学16項目用コントロール1，2，3

WBC，　RBC，　HCV，　MCH，ヘマトク
リットなど16項目

低・中・高 ノノ （3m1×2）3レベル 20，000

ライフォチェック
重金属測定用尿コントロール1，2 重金属，有機溶媒代謝物 低・高 〃 各25m1×10 各26，000 （各レベル別包装）

　　　〃
内分泌コントロール血清1，2

エピネフリン，ノルエピネフリン，ドーパミン 〃 ノノ （10m1×5）×2レベル 60，000

リクイチェック
アルコールコントロール血清1，2 エタノール 〃 〃 各2m1×6 各10，000 （各レベル別包装）

　　　〃
エタノール／アンモニアコントロール1，2 エタノール，アンモニア 低・中・高 ノノ 各3m1×6 各15，000 〃

ライフォチェック
凝固コントロール1，2，3

PT，　APTT，フィブリノーゲン（レベル1） 〃 ノノ

1m1×10 各8，000 〃

　　　〃
血液ガスコントロール1，2，3

pCO、，　pH，　pO， ノノ ノノ 各1．7m1×30 各15，000 〃

血液ガスプラスEコントロール1，2，3 カリウム，ナトリウム，カルシウムイオ
ン，pCO2，　DH，　pO2等

〃 〃 〃　　×50 各30，000
過酸化レベルー血液ガスプラスEコン
トロール4￥35，000（各レベル別包装）

　　　　　　　　〃
（グルコースレベル付）

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

〃 〃 〃　　×30 〃 （各レベル別包装）

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

〃 〃 〃　　×30 各20，000 〃

精度管理用プログラム
UNITY－PC

外部・内部精度管理用プログラム

ユ　ニ　テ　ィ　　〃

UNITY－POST
〃

リクイチェックCRPプラスJ3
表示値なし生化学コントロール血清1，2

生化学検査項目（40項目以上）に加え
て，CRPを加える

低・高 × 3m1×15
レベル113，000

レベル216，000
（各レベル別包装）

リクイチェックCRPプラスJ
表示値なし生化学コントロール血清1，2

〃 〃 〃 10m1×15
レベル137，500

レベル243，500
〃

ライフォチェックイムノアッセイ
腫瘍マーカープラスコントロール血清

イムノアッセイプラスコントロールにCAI9－9，
CA－125，6ミクログログリンを添加したもの 低・中・高 ○ （3m／×2）×3レベル 33，000

ライフォチェック
神経芽細胞腫検査用尿コントロール1，2 VMA，　HVA，　VLA，5－HIAA，クレアチニン 低・高 〃 （10m1×5）2レベル 50，000

日本ビオメリュー（株）
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ユニプラズマトロール　ノーマル PT，　APTT，　Fib等ルーチン項目 正常 ○ 1m1×8 8，500 血液凝固検査用コントロール血漿

〃　　　　　　　アブノーマル 〃 異常 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　　　　　　インデツクスP ルーチン項目の他に凝固因子 〃 〃 〃 24，000 〃



94 バイエルメディカル（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

TEST　pointリガンドコントロール ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目 2濃度 ○ 5m1×2 29，000

〃　　　　ケミストリーコントロール1 生化学，電解質37項目 正常 〃 10m1×12 25，100

〃　　　　ケミストリーコントロール2 〃 異常 ノノ 〃 〃

ベックマン・コールター（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

デシジョンレベル1 生化学一般 正常域（低レベル） ○ 20m1×4 一 15～20℃保在液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

〃　　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　3 〃 異常域（高レベル） 〃 ノノ 〃

〃　　　　マルチレベル 〃 レベル1，2，3 〃 20m1×2×3
レベノレ

〃

トライアドレベル1 〃 正常域（低レベル） × 20m1×10 〃

〃　　　　　2 〃 〃　（高レベル） ノノ 〃 〃

〃　　　　　3 ノノ 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2m1×6 〃

〃　　アブノーマル 〃 A／G比異常パターン 〃 ノノ 〃

アルチメイトーDレベル1 総／直ビリルビン測定用 低濃度域 〃 3m1×10 一 15～20℃で保在液状で凍結しませ
ん．安定で経済的です．アンプル入り．

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　3 〃 高　〃 ノノ 〃 ノノ

〃　　　　　　4 〃 異常高　〃 〃 〃 〃

アルチメイトビリルビン
キャリブレーターC4

総ビリルビン測定用キャリブレーター
4mg／d1前後の総ビリルビンレベル

ノノ

2m1×10 NISTスタンダードで検定済み

》　　c8 〃 8mg／d1〃 〃 〃 〃

多　　C20 〃 20mg／d1〃 〃 〃
一
15～20℃で保瓶液状で凍結しません安定で経済的で

丈アンプル入り．NISTスタンダードで検定済み

ビジルProteinコントロールレベル1 血漿蛋白 低濃度域 ノノ

5m1×4
一 15～2〔rcで保在液状で凍結しません安
定で経済的です．プラボトル入り．

〃　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　3 〃 高　〃 〃 ノノ 〃

ビジルSerologyレベル1 CRP，　ASO，　RF測定用 低　〃 〃 5m1×3 〃
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〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 ノノ ノノ

〃　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 ノノ

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

〃　　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　　3 〃
古　　〃P司

〃 〃 〃

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

低　〃 〃 4m／×4 〃

〃　　　　　　　　2 正常〃 〃 〃 ノノ

〃　　　　　　　　3 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　4 高　〃 〃 〃 〃

ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール血清N「ロシュ」II 43項目 正常 ○ 5m／用×20

IIbAlcコントロールN「ロシュ」
0．5m／用

HbAl、 ノノ 〃 0．5m／用×4

〃 異常 〃 〃

和光純薬工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常0）別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m～）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

液状コントロール血清1ワコー 生化学 正常 ○ 5m／×10

〃　　　　　IIワコー 〃 異常 〃 〃

コントロール血清1ワコー 〃 正常 ノノ ノノ

〃　　　　IIワコー 〃 異常 〃 ノノ

LYPHOCIIEK－IAプラス ホルモン・腫瘍マーカー 3濃度 〃 〃

LYPIIOCIIEK
腫瘍マーカーコントロール

腫瘍マーカー 2濃度 〃 2m／×6

免疫コントロール1ワコー 1血［漿蛋白 正常 ノノ

2m1×4

〃　　　　IIワコー 〃 異常 〃 〃





展示会社・主要製晶紹介



98 ㊧1株式会社アイアールメディカル

gXtiSZk　〒134．。。88鯨都江戸川区西葛西5＿5＿6＿4。3

設立年月日 平成4年4月1日
資　本　金 1，000万円

代表者名 田代克司

従業員数 8名

E　mail aikaO1＠tka．att．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒134－0088江戸川区西葛西5－5－6－403

TEL：03－3688－4026

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03　3688　4026　　FAX　O3－3688－2445

〔展示主要商品〕

採血管印字貼付器／ラベルメイト　LM－800

特長：○採血管・尿スピッツ・尿コップ・便潜血ホルダーと多くの材料に

貼付可能です。

○一本のサンプルに必要印字貼付時間は2秒以内と患者さんを待たせるこ

とがありません。

○独自開発方式による貼付の為，小型化が可能となりました。

○従来難しかった便潜血ホルダーにも簡単に貼付できます。

〔取扱い商品〕

採血管印字貼付

バーコードプリンター

model　UL－300

　　　LM－500

　　　LM－700

　　　LM－800
model　GP－100

　　　GP－200

　　　GP－300

臨床検査コンピューターシステム

各種プリンター用　ラベル

…アイ・エム・アイ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒343－0824越谷市流通団地3－3－12

設立年月日 昭和49年5月16日

資　本　金 11億1，150万円

代表者名 代表取締役社長積賀一正

従業員数 170名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL　O489－88－4411　　FAX　O489－61－1350

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM一プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，1パックで血液

ガス（pH，　PCO2，　PO2），電解質（Na＋，　K＋，　Ca＋＋），ヘマトクリット

の7項目を同時測定！！

〔取扱い商品〕

長期人工呼吸器

小児用人工呼吸器

麻酔器

麻酔用モニター

体温維持装置

超音波メス

麻酔シミュレータ

洗浄・殺菌・乾燥装置
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株式会社アイディエス
　　　　　〒862－0938熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日 1987年11月

資　本　金　　5，000万円

代表者名 伊藤照明

従業員数 124名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒862－0938　熊本市長嶺東8－14－30

TEL：096－380－4225

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL：096－380－4225　　FAX　O96－389－2077

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／lDS－880

特長：生化，血清，血液，凝固，血糖，尿，仕分けの各ラインが構築で

き，省スペースで検査室にあったレイアウトが可能です。分析装置接続も

数多く実績を持ち，1本搬送ですので再検も無駄なくリアルタイム処理が

行えます。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS－880

　　基本ユニット20ユニット以上を有し，ユニットを組み合わせることで

　　フレキシブルに構築出来ます。お客様の仕様に合ったシステムが構築

　　出来ます

●採血管用ラベル発行貼付装置　AL－650R

　　同時架設可能な採血管種は8種類でユーザーにより選択出来，セット

　　もワンタッチで行えます。

　　患者一人分ずつトレーにセットします。オプションとして袋詰め出来

　　るAL－650Pタイプもございます。

　　低価格を実現したオートラベラーです。

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

設立年月日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　岩佐和彦

従業員数　　50名

E－ma11
URL（ホームページ）

工場所在地 〒229－1124相模原市田名49

TEL：042－762－2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社営業部

TEL：042－723－4670　　FAX：042－728－0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験

管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。ま

た，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種

○試験管類　各種

○スポイト類　各種

○喀タン処理器　各種

○検査コップ　各種

○マイクロピペット及び自動分注機用チップ　各種

○オートクレープ滅菌処理用バッグ

○キャップレス試験管立

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

設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　金 82億4，200万円

代表者名 加藤　大

従業員数 3，553名

E－mall azsiyaku＠fambn．or．jp

URL（ホームページ） http：／／www．azwell．co．jp／

工場所在地 〒709－4321　岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868－38－5341

研究所所在地 〒567－0806茨木市庄2－24－3

TEL：0726－22－4941　　FAX　O726－24－4784

商品間合せ先 担当部門 診断薬推進室

TEL：06－6941－0308　　FAX　O6－6941－4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS－1000

特長：○便中ヒトヘモグロビンの精密測定　○自動希釈機能　○軽量，コ

ンパクトで高速処理（200検体／時間）　○キャリーオーバー排除　○検体

の随時追加が可能　○反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　○生化学検査用

　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品

　○免疫血清検査用

　○血液検査用

　　血液凝固，血色素検査用各種製品

　○その他：免疫学的便潜血用，ウイルス検査用各種製品，尿中HCG

O精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品

○臨床検査機械・器具器材

　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1

　0フィンピペットシステム

　○尿沈渣プレート，日商ディスポ製品

株式会社アスデ・Yクコーポレーショ：ン

〒553－0005大阪市福島区野田5－17－22

設立年月日 昭和59年3月25日

資　本　金 2，000万円

代表者名 上嶋一生

従業員数 20名

E－mail honsha＠astech．co．jp

URL（ホームページ） http：〃www．astech．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：06－6466－1677　　FAX　O6－6466－1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL　A－1　Plus

特長：検査依頼データに基づき，必要な採血管を選択し，検体ラベルの発

行・貼り付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンです。検体の取り

間違いミスを防止，患者の待ち時間を短縮，面倒な貼り付け作業から解放

されます。

〔取扱い商品〕

■採血管ラベリングシステム：A－1，A－1　PLUS

　・病院の採血室で使用する全自動タイプ

■小型採血管ラベラー：TTP－6701　MK　III

　・各科で使用する，ローコストラベラー

■尿検査前処理システム

　・尿スピッツにバーコードラベルを自動貼付

■病院用磁気カード／バーコードリーダー：SKTシリーズ

　・診察券（磁気）と採血管（バーコード）をこれ1台で処理

■バーコードラベル発行プリンタ：UTicODERシリーズ
　・大学病院と共同開発しました。

■バーコードリーダー：AT－1125

　・キーボードインターフェース内蔵の高性能リーダー

■カルテプリンタ：CPA－4101

　・全く新しいタイプの追記式プリンタ
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蔦甑1アボツト東芝ダイア〃スf4ツクス株式会社

　　　　　　　　　　　　　〒113－0034東京都文京区湯島4－1－ll

設立年月日　平成9年12月1日
資　本　　金　　2億9，000万円

代表者名　平野　靖

従業員数
E－mai1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA－200FR

特長：同時100項目を最大2000テスト／時で高速処理。ロスのない試薬ピ

ペッティング方式の操作性の良いデュアルサンプラーシステム。ランニン

グコストを低減するフレックスレート機能。

〔取扱い商品〕

自動分析装置　TBA－200FR，　TBA－80FR　NEO2，　TBA－40FR，　TBA－

　　　　　　　30FR，　TBA－20FR，　Alcyon300，　Alcyon300i

検体前処理搬送システム　TPS－600，　TPS－3000

臨床検査試薬○臨床化学検査試薬○免疫血清検査試薬○コントロール

ALOKAアロカ株式会社
〒i81－8622三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　金 44．17億円（1999年1月31日現在）

代表者名 取締役社長　會穿正之

従業員数 1，177名（1998年3月現在）

E－mail cle－sle2＠am．　aloka．　co．　jp

URL（ホームページ） http：〃www．　aloka．　co．　jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 第五営業部　検査機器課

TEL：0422－45－5502　　FAX　O422－48－5886

〔展示主要商品〕

免疫反応測定装置／全自動マイクロプレートElA装置／検体前処理システム

特長：感染症やウイルスなど様々な検査用として市販されている96穴マイ

クロプレートEIA試薬に幅広く対応できる高度な汎用性と優れた機能を

備えている全自動分析装置のほか，検体受付時の煩雑な分注処理を自動で

行うバーコード対応の検体前処理システムや多機能の自動分注装置。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置
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■B■】p株式会社医学生物学研究所

〒460－0002名古屋市中区丸の内3－5－IO住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 10億7，560万円

代表者名 数納幸子

従業員数 190名

E－mail miwa＠mbl．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　mbl．　co．　jp

工場所在地 〒458－0801名古屋市緑区鳴海町字四本木16－3

TEL　O52－622－5261

研究所所在地．　〒396－OOO2　伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL　O265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O52－971－2083 FAX　O52－950－1073

〔展示主要商品〕

遠隔医療支援システム／AlMS，　LlNK

特長：LINKは遠隔地でスライド全体像を見ながら顕微鏡操作を行うこと

により，術中迅速診断等で威力を発揮するテレパソロジー支援装置です。

画像ファイリング装置AIMSと共に使用すると，症例画像の管理も可能
です。

〔取扱い商品〕

機器
・ 細胞診　Autocyte　PREP，　Autocyte　SCREEN
・ 遠隔医療支援システム　AIMS，　LINK
・ 蛍光画像解析装置　ImageTiter
・ 自動免疫染色装置　IMMUNOSTAINER
臨床検査試薬

・ IF法ANA，抗DNA，抗セントロメア，　AMA／ASMA，　ANCA
・ ELISA法ANA，抗ds／ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗
　M2，抗カルジオリピン

・ 免疫比濁法試薬「TAC－213テスト」　各種血漿蛋白などに対応

抗体
・ 病理染色　フローサイトメトリー用など各種抗体

堅鍾株式会社工イアンドティー

　　　　　〒206－0011多摩市関戸2－24－27三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル

設立年月日 1988年4月1日

資　本　　金 3億8，000万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 277名

E－mail info＠aandt．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．aandt．　co．　jp／

工場所在地 〒023－llO1　江刺市岩谷堂字松長根63　2

TEL　O197－35－0005

研究所所在地 〒191－0012　日野市日野320－11

TEL　O42－586－3111

商品間合せ先 担当部門 営業ユニット

TEL　O42－357　8521 FAX　O42－357－8527

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINlLOG

特長：Open＆Thorough　Integrationを実現した検体搬送システム。生

化，免疫血清，血液，凝固分野の各社分析装置の接続が可能。分析装置の

追加変更も容易に行え検査室の真の自動化を実現します。

〔取扱い商品〕

CLAA準拠検体搬送システム：CLINILOG
総合検査情報システム：CLINILAN　Ver．7．5

　　　　　　　　　　　CLINILAN　NT　Series

自動分析装置　　　　：502X

電解質分析装置　　　：EAO5　EAO6T／R

グルコース分析装置　：グルコローダーNX，　GAO3T／R

血液凝固分析装置　　：CGO1

液状安定化試薬　　　：ラボサーチシリーズ，イムノティクルスオートシ

　　　　　　　　　　　リーズ
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㊤栄研化学株式会社
　　　　　　　　　　　　〒113－8408東京都文京区本郷1－33－・8

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　金 44億6，200万円

代表者名 黒住忠夫

従業員数 822名

E－mall webmaster＠eiken．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eiken．co．jp

工場所在地 〒329－0114　栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221

研究所所在地 〒329－Ol14：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221　　FAX　O280－56－0443

商品間合せ先 担当部門 機器統括部

TEL：03－3634－3989　　FAX　O3－3634－4706

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／LX－6000

特長：21世紀のオートメーションラボへ。①最大60項目のランダムアクセ

ス②1時間600テストの高速処理③生化・尿・凝固など幅広い項目の同

時分析機能④検査室に分散する各種分析機の統合が可能⑤再検率の大幅

な低減を実現した最適化希釈測定機能

尿自動分析装置／US－2100R

特長：性能とともに，扱いやすさもひときわ向上。①最大720検体／時間

の高速処理②最大5，000検体の情報を記録可能③2系列シーケンス番

号・ID番号・日付での検索可能④2系列RS－232C出力端子装備で多様

な検査システムに対応⑤バーコードリーダー端子装備によりID管理が

可能⑦搬送システム対応可能

便潜血全自動免疫化学分析装置／OCセンサーll

特長：自信の第二世代。①全自動タイプ②1時間に180検体の高速処理

③エンドレス・随時追加測定④数値化データ報告⑤自動読取バーコード

管理（オプション）⑥1～3日法対応出力メニュー⑦タッチパネルの簡

単操作⑧緊急検体割り込み対応

〃tu”“エムシーメデイカル株式会社
M　c　M　E　D　コぐ　A　t

〒160－8355東京都新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビルllF

設立年月日　平成元年10月16日

資　本　金　　2億円

代表者名　　有吉純夫

従業員数　152名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 市場開発部

TEL：03－5330－7861　　FAX　O3－5330－0499

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイルフォックス

特長：pH，　CO、，02，　SO2％，　Hct，　Hb測定が70，ulの試料量で，　pH／血

液ガスのみで40μ1と微量で測定可能。ガスボンベは不要です。

〔取扱い商品〕

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

血液凝固測定装置：KCシリーズ

全自動血液凝固測定装置：AMAX
赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ

血小板凝集能測定装置：MCMヘマトレーサー212，313

POC機器：ニコカードリーダ・一　II，ニコカードHbA1，，　CRP

エム・シー・メディカルはPOC機器の取扱いを開始しました。特徴のあ

る商品を提供し，医療に貢献します。
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　　　フトソ・クリニカル・タイアV7ス71ックス株式会社

〒135－0016東京都江東区東陽6－3－2イースト21タワー

設立年月日 1981年3月

資　本　金 10億円

代表者名 法華津寛

従業員数　200名
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 カスタマーサービスセンター

TEL：Ol20－03－6527　　FAX

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．輸血検査システム；オートビュー，バイオビュー

　輸血検査をカセット方式に変え，技術者の主観的判定からデジタル化

　　された数値による客観的判定と転換させた輸血検査の標準化と効率化

　　を同時に実現した画期的なシステムです。全ての操作を自動で行なえ

　　るオートビューは，昨年発売した新製品で，臨床応用が期待されてい

　　ます。

2．全自動化学発光免疫測定装置；ビトロスECi

　化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等

　　の検査で使用できます。全自動で測定でき，試薬の冷蔵機能や自動在

　庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能にした装置で
　　す。

8¶小野薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－8526大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日 昭和22年

資　本　金 173億5，500万円

代表者名 上野利雄

従業員数 1，954名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒418－0112　富士宮市北山字東下組5221

TEL：0544　58　2111

研究所所在地 〒618－8585　大阪府三島郡島本町桜井3－1　1

TEL　O75－961－1151

商品間合せ先 担当部門 本社試薬部

TEL　O6　6222　5551　　FAX　O6－6227－1668

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定試薬（BUN）／ウルトレート・リキッドBUN

特長：LED・ウレアーゼを用いたレートアッセイ法で，内因性のアンモ

ニアを回避する方法です．再現性に優れ，かつ原尿で測定できます。又調

薬不要の液状試薬です。

〔取扱い商品〕

総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比測定試薬（ダイヤカラー・BTR）

クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCRE－S）

アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドAMY）

P型アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドP－AMY）

尿酸測定試薬（ウリカラー・リキッドS）

カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・Ca）
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omRonオムロン株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒105－0001東京都港区虎ノ門3－4－10

設立年月日 1933年5月10日創業／1948年5月19日設立

資　本　金 640億7，878万円（’99／1月末現在）

代表者名 立石義雄

従業員数 7，183名

E　rnall webmaster＠01nron．cojp
URL（ホームページ） http：／／www．omron．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 オムロン　元室‘．ヘルスケアビジネス

　　　　　　里登韮部カンパニー　矢用

TEL：03－3436－7055　　FAX　O3－3436－7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MlCROX（マイクロックス）

特長：標本の作製から白血球自動分類処理までを完全自動処理〃

パターン認識方式の決定版〃　高い精度で血球を高速分類〃

〔取扱い商品〕

血液分類計数器…………LADIC－12

骨髄像分類計数器………LADIC－300

血液像自動分類装置……HEG－120N

血液細胞自動分析装置…HEG－50

血液標本自動作製装置…HEG－120NAS

匿憂劃オルカノ株式会社
Ecolo91ca｜ly　Clean

ORGANO 〒｜36－8631東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日 昭和21年5月1日

資　本　金 82億2，549万円

代表者名 取締役社長　橋本　勉

従業員数 970名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒300－2646　つくば市緑ヶ原2　3

TEL：0298－47－8381

研究所所在地 〒335－0015戸田市川岸1－4　9

TEL　O48－446－1881　　FAX
商品間合せ先 担当部門 機器事業部営業第1部

TEL　O3－5635－5190　　FAX　O3　3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライトPRO－60

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水装置です。

送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚

で扱える手軽な純水装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水装置「ピューリックMXII」キャビネット形純水装

置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO

装置「オスモクリア」自動再生純水装置「メガサーク」「MBAシリーズ」

「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモ

ジナイザー「ストマッカー」ATP測定器「OR－100」ハンディタイプ電

気伝導率計「スイケンサ」自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロ

フィルター「ミクロボア」

その他　ろ過装置　大形超純水装置　排水処理装置

　　　　水処理薬品　イオン交換樹脂　など
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　　　0LYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒163－8610東京都新宿区西新宿1－22－2　新宿サンエービル

設立年月日 1919年（大正8年）10月12日

資　本　金 408億3，200万円（1998．9月現在）

代表者名 代表取締役社長　岸本正壽

従業員数 5881名（1998年9月現在）

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

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

TEL：0559－73－1311

研究所所在地 〒192－8512　　八王子市久保山町2－3

TEL：0426－91－7111

商品間合せ先 担当部門 オリンパス販売㈱　分析機販売部

TEL：03－3251－9492　　FAX　O3－3251－9820

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AUシリーズフルラインアップ

特長：大量のルーチンから緊急検体までを1台で検査でき，操作性・メン

テナンス性にも優れた生化学分析装置の新シリーズです。検体の微量化も

実現しています。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU2700，　AU640，　AU400

自動電気泳動装置：AES320

自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180

輸血検査用システム：ID－Micro　Typing　System

臨床検査システム：OLCOS600

゜喧忠伽k漁オルガノンテクニカ株式会社

　　　　　　　　　　〒151－0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4－14－4

設立年月日 昭和50年12月20日

資　本　金 4億6，900万円

代表者名 K．C．クラウトボス

従業員数 42名

E－ma　　l otkk＠go1．com

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－3475－2180　　FAX　O3－3475－2190

〔展示主要商品〕

全自動血液培養・抗酸菌培養検査装置／BacT／ALERT　3D

特長：一台のシステムで血液培養検査と抗酸菌培養検査を同時に行なうこ

とができ，項目毎に設置可能なボトル数を増減することができるため，各

施設の状況に応じて最適な運用が可能。省スペース設計で少ない検体数か

ら多くの検体数まで対応できる。

〔取扱い商品〕

全自動多項目分析装置：MDA－180ヘモスタシスシステム

　凝固検査，合成基質検査及び免疫検査をランダムアクセスにて全自動で

　処理します。コンピュータにより常に機器本体の動作をモニターしてお

　り，精度保証について厳しい管理プログラムを持つ他，ピアシング，24

　時間対応など優れた性能を有します。また，お客様のご要望にお答えす

　べく，ハードウエア及びソフトウエアのバージョンアップを随時実施し

　ます。

全自動血液凝固測定装置：コアグーA一メイトMTX

　凝固検査，合成基質検査をバッチまたはランダムアクセスで処理する卓

　上型の機器です。完成度の高いソフトウエアを搭載し，操作性の向上を

　図ると共に，検査室の各種ご要望に沿った測定条件の設定を可能にしま

　した。
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脛8・ 株式会社力イノス

〒ll・3－0033東京都文京区本郷2－38－18

設立年月日 昭和50年5月1日

資　本　金 8億3，100万円

代表者名 平川正徳

従業員数 150名

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

工場所在地 〒309－1635　笠間市稲田字弥六内3－5笠間西工業団地

TEL：0296－74－4811　　FAX　O296－74－4871

研究所所在地 〒414－0055：伊東市岡字旭1274－7

TEL：0557－36－9155　　FAX　O557－36－9157

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－3816　4480　　FAX　O3－3816－6544

〔展示主要商品〕

全自動ElA分析装置／「QUARTUS　lmmuno　Cube」

特長：先行機「QUARTUS」の改良新型機。ディスポチップ，ディスポ

セルを使用し，キャリオーバー，セルコンタミが一切ありません。その

他，測定終了予定時刻表示，自動希釈再検機能付き。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，ア

　　クアオートシリーズ，1，5AG測定試薬他

2．EIA試薬／クオルタスシリーズ

3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異IgE

　　測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb（クラミジアトラコマチス

　　IgA，　IgG測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモ

　　ニェIgA，　IgG測定試薬）

4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，　Rh，その他）

　　クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他

5．遺伝子関連／プローブデザインサービス，GenePlate

6．ソフト関連／診療支援エキスパートシステム「lliad」

　　家庭向け医療カウンセリングソフト「Medical　HouseCall」

ciiiiill！！！！ii関東化学株式会社

　　　　　　　　　　〒103－8412東京都中央区日本橋本町3－2－8

設立年月日 昭和19年11月13日

資　本　金 10億円

代表者名 野澤俊太郎

従業員数 1，300名

E－mall diag－info＠gms．kanto．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kanto．co．jp

工場所在地 〒259－1146伊勢原市鈴川21

TEL：0463　94－8531

研究所所在地 〒 同上

TEL　　同上 FAX　O463－94　2751

商品間合せ先．　担当部門 臨床検査薬部

TEL：03　3667　8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

便潜血検出試薬及び専用装置／ヘモゴールド50／HGS180

特長：糞便中ヒトヘモグロビンを金コロイドイムノクロマト法により，1

ステップ5分間で検出する，専用全自動機・用手法兼用キットです。採便

管は使い易さ・安全性を追求した独自のロック構造を採用しています。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び日

　立，東芝，日本電子，オリンパス，島津製作所，専用試薬等各種分析装

　置用試薬），コントロール血清，培地及び素材，血液培養システム，ク

　ラミジア測定キット，家族計画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染

　色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種ク

　ロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，標準菌

　株，各種免疫関連試薬（ICN社製），環境分析用試薬，その他特殊用途

　試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物，化成品

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）
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刀亘⇒Y金慧鷹鷲㌔
設立年月日 昭和38年9月26日

資　本　金 7億9，300万円

代表者名 土井　茂

従業員数 455名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

尿分析装置／オーション　マックス

特長：尿定性9項目＋比重＋色調・濁度から異常発色検知まで，多彩な判

定機能を搭載した全自動尿分析装置。搬送ラインにも対応可能な，〈オー

ション〉最上位機種。ARKRAYは尿分析システムを，目視から全自動ま

でフルラインナップでご提供します。

〔取扱い商品〕

・尿化学自動分析システム〈オーション〉シリーズ及び専用診断薬くオー

　ションスティックス
・ 全自動グルコース測定システム〈グルコースオート＆スタット〉シリーズ

・ 全自動グリコヘモグロビン測定システム〈ハイオートAl。〉シリーズ及

　び専用試薬

・全自動グリコアルブミン測定装置〈ハイオートGAA＞及び専用試薬
・ 血糖自己測定器〈グルコカード〉及び専用試薬〈ダイアセンサ〉
・ 血中乳酸測定器〈ラクテートPro＞及び専用試薬
・ 全自動浸透圧測定装置〈オズモスタット〉

・自動PSP測定装置〈PSPオート〉
・ 簡易血中アンモニア測定器〈アンモニアチェッカー〉及び〈アミテスト〉

・ 全自動ドライケミストリー装置〈スポットケム〉シリーズ及び専用試薬

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

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 岡　徹夫

従業員数 290名

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

工場所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL：0559－88－6000

研究所所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600－　1

TEL：0559－88－6000　　FAX：0559－88－6005

商品間合せ先 担当部門 営業本部・営業部

TEL：03－3297－8103　　FAX　O3－3297－8114

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目分析装置／DM－JACK（Glu・HbAl。・1．5－AG）

特長：同一採血管から蓋の開栓の必要なしで3項目同時に測定。180テス

ト／hr。専用台つきで移動自由。オプションバーコード対応。搬送にも接

続可。血糖値に応じてHbAl。を自動測定することも可能。糖尿病診療前

検査に利用

〔取扱い商品〕

1生化学関連試薬

　　デタミナー　L（液状タイプ）HDL－C，　LDL－C，　TC－　II，　TG－II，

　　　　　　　　UN－II，　UA，　CRE　etc　　デタミナー　HbAl、

2免疫化学関連試薬

　　ケミルミ　　ACS－TSH，　T3，T4，FT3，FT4，TUP，　LH，　FSH，　PRL，

　　　　　　　　HCG，　AFP，　CEA，　CA19－9，　CA125，　IgE　etc．

　　エクステル　AFP，　CEA，　HBsAg，　HBsAb，　TP，　CRP，　IgG，

　　　　　　　　IgA，　IgM，　ASO，β2－MG　etc．

3感染症関連試薬

　　デタミナー　HTLV　－1，　H－Pylori抗体，　ChlamydiaAg・Ab，

　　　　　　　　TBGL抗体

4機器
　　ACS－180SE，　AP－960，　EL－1060，　EL－1200，　EL－2030，　HM－

　　JACK，　DM－JACK
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κ罎o及久保田商事株式会社
　　　　　　　　　　　　〒Il3－0033東京都文京区本郷3－29－　9

設立年月日 昭和37年3月12日

資　本　金 5，000万円

代表者名 久保田史彦

従業員数
E－mail　．　XLCO6461＠niftyserve．　or．　jp
URL（ホームページ）　’

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3815－1331　　FAX　O3－3814－2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：検査室の前処理で手間の掛かる遠心処理を自動化する自動遠心機で

す。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するので，バ

ランス調整が不要となり，採血管の本数は任意の本数でも運転できます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売

と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。

遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます

多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，

ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心

機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラ

ボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生

装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

ImageTechノ
阪）ケイオー電子工業株式会社

〒567－0828茨木市舟木町5－12

設立年月日 昭和55年4月

資　本　金 1，500万円

代表者名 奥　清春

従業員数 10名

E－rnail keio＠magicaLeg9．or．jp

URL（ホームページ） http：／／tokyoweb．or．jp／KEIO／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業課

TEL　O726－34－1022　　FAX　O726　34　1018

〔展示主要商品〕

変異原性試験支援システム／PCIFMVISIONI

特長：各種変異原性試験を支援する画像解析システムです。従来目視によ

り行っていた各試験を画像処理技術によりサポート。検査・観察者の疲労

を低減し，定量化が必要な試験をサポートし，計測精度と信頼性が向上し

ます。

〔取扱い商品〕

SCG試験支援システム：PV－SCG

小核試験支援システム：PV－MNT

UDS試験支援システム：PV－UDS
汎用画像解析システム：PV－IPS（W）
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＠興和楳式會示土
　　　　　　　　　　　　　〒460－0003名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日 昭和14年11月

資　本　金 38億4，000万円

代表者名 三輪芳弘

従業員数 2，100名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒443－0041：蒲郡市宮成町13－35

TEL：0533－68－2171

研究所所在地 〒305－0856　つくば市観音台1－25－5

TEL：0298－36－4611　　FAX　O298－36－4609

商品間合せ先 担当部門 営業第三課

TEL：03－3279－7514　　FAX　O3－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA－20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。

　　　2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。

　　　3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。

　　　　　　小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。

　　　4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA－200

高感度混入白血球計数装置　LD－1000

国際試薬株式会社
lNTERNATIONAL　RMGENTS　CORPORATION

　　　　〒651－0083神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日 1969年12月16日

資　本　金 26億5，000万円

代表者名 小林　博

従業員数 348名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－3－2

TEL：078－991－2211

研究所所在地 〒651－2241神戸市西区室谷1－1－2

TEL：078－991－2212

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：078－231－4151　　FAX　O78－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F750

特長：（1）全自動タイプ　（2）6項目同時測定，120テスト／時間の処理能力

　　　（3）リアルタイムランダムアクセス

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

　血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか

　血液凝固・線溶関係試薬：PT，　APTT，フィブリノゲン，因子欠乏血

　　漿，複合因子T，H，　AT－III，　FDP，　PLG，　PIC，　TAT，　Dダイマ

　　ー，TM，ほか
　輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，　Rh式，ほか），クー

　　ムス血清，ほか

　血清学関係試薬：HBV測定用，　HCV測定用，　AFP測定用，ほか

　酵素免疫測定用試薬：エンジアシリーズ，エルジア・Fシリーズ

　生化学関係試薬：自動分析機用，コントロール血清，ほか

■臨床検査用機器

　血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグレックス700

　酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジア・F300，エルジ

　　ァ・F750

■細胞工学・研究用試薬

　牛胎児血清・ウシアルブミン・サイトカインFIAキット　ほか
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株式会社コスモテック
〒101－0032東京都千代田区岩本町3－7－ll

設立年月日 昭和62年12月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 前田義雄

従業員数 8名

E－mail cosmotec＠intacc．ne．jp

URL（ホームページ） http：／／www．intacc．ne．jp／HP／cosmotec／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5687－5787　　FAX　O3－5687－5980

〔展示主要商品〕

自動分注装置付DNA増幅装置／M　B　Station　Multi　96

特長：96穴PCRプレートに試薬，試料を指定の列に効率よく分注し，

DNA増幅を自動的に処理します。加熱速度は2℃／秒，冷却速度は1℃／

秒で，正確かつ再現性の高いサーマル・サイクリングが可能です。

〔取扱い商品〕

■自動分注装置付DNA増幅装置　　　MBStation　Multi　96

’ヘモグ゜ビンA’c測定用前処理装置 認1：T9991SIA

■自動分注希釈装置　　　　　　　　　　BISTEQUE　201

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　202

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　203

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　601

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　701

■自動検体処理装置　　　　　　　　　BISTEQUE　105

’96・384ウエル同時自動分注装置一 ［：‡：：1：＝。

■バルクチップ自動充」眞機　　　　　　CELTEQVE　970

⑪小林記轍鱈≧15
設立年月日 昭和21年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 小林祥浩

従業員数 1，800名

E－mail iryou＠kobayashikk．co．jp

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

工場所在地 〒448－8656刈谷市小垣江町北高根115

TEL：0566－26－5310

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 医療事業推進室

TEL：052－222－3121　　FAX　O52－222－7135

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／KP－100

特長：検体ラベルやカルテメモの発行に最適のラベルプリンターです。従

来の機器に比べて小型で，印字スピードもMax150mm／秒と高速です。

全国で300以上の医療施設でご使用いただいている実績があります。

〔取扱い商品〕

1．システム開発

　　・臨床検査システム（WinNT）　・院内在庫管理システム

　　・バーコードラベル発行システム

2．臨床検査自動化システム用各種装置

　　・検体ラベルプリンター　KP－100，　KP－500

　　・検体ラベル自動貼付装置　VL－150

3．医療用コンピュータ用紙，OMR・OCR用紙，検体用ラベル各種，

　　各種カード，医療用記録紙
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逼吃●抱株式会社サトー
　　　　　　　　　　　　〒150－0002東京都渋谷区渋谷1－15－5

設立年月日 昭和26年5月16日

資　本　金 40億7，713万円

代表者名 藤田東久夫

従業員数 1，267名（1999年3月31日現在）

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

工場所在地 〒024－OIO2北上市北工業団地1－25

TEL：0197－66－4801

研究所所在地 〒331－0043　大宮市大成町1－207

TEL　O48　663－8116　　FAX　O48－651－6662

商品間合せ先 担当部門 国内営業本部営業部

TEL　O3　5449－4410　　FAX　O3－5449－4464

〔展示主要商品〕

バーコードラベルプリンタ／UN400m

特長：リストバンド，薬物・劇薬管理システム提案をはじめ，医療現場の

安心を支えるバーコードシステムを提案。また院内オーダーリングシステ

ムの環境下，自動認識技術を駆使し，医療現場の省力化・効率化システム

をご提案し，院内業務の改善を支援します。

〔取扱い商品〕

採血管（検体）ラベル発行システム

カルテ，処方箋，薬袋ラベル発行システム

受付・再診予約発行システム

カラーラベル発行システム

薬物・劇薬管理システム

院内物流効率化支援システム

　≡
SANKYO
　黄

≡共権i責書註
　　　　　〒103－8426東京都中央区日本橋本町3－5－1

設立年月日 大正2年3月

資　本　金 552億5，400万円

代表者名 河村喜典

従業員数 6，914名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒140－OOO5品川区広町1－2　58

TEL：03－3492－3131

研究所所在地 〒 同上

TEL　同上　　FAX　O3　5436　8561

商品間合せ先 担当部門 医療品部学術情報課

TEL：03　3562－7506　　FAX　O3－3562－7507

〔展示主要商品〕

病理標本自動封入装置／オート・スリッパー300

特長：1　組織診と細胞診標本の両用自動封入装置。2　CCD型イメー
ジセンサーを利用して，カバーガラスの大きさの自動選択と封入位置の自

動調整が可能。3　コンピュータによる封入動作の設定が可能。4　キシ
レンガス脱気装置の装着が可能。
〔取扱い商品〕

1．臨床検査薬
　1．生化学検査用試薬
　　AT　III・α2－PI・PLGオート「三共」，ピロリテックテストキット
　2．血清免疫用試薬
　　α一FPテスト「三共」，　hcGテスト「三共」

　　バイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬（21項目）
　3．血液検査用試薬
　　PT，　APTT，　FIB，　TBテスト「三共」，　HPテスト「三共」
II．臨床検査用機器
　　ルミノマスター，コアグマスターII，コアグーA一メイトMTX，
　　MDA－180，クリニテック類，デキスターZ
　　アントセンスII，クリニテックアトラス，　DCA2000十
III．病理検査用機器

　　オート・スリッパー300，VIPM1500／M3000，　TEC　IV，
　　リニアスティンII，クライオ2000，　DRS2000S
IV．生体検査用機器　　TOFガード
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u三光糸導織i鷺蕊1＿6

設立年月日 1954年5月26日

資　本　金 52億6，248万円

代表者名 代表取締役社長渡辺　瞭

従業員数 260名

E　malI
URL（ホームページ）

工場所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862　12

TEL：0298－89－2241

研究所所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12

TEL：0298－89－2241　　FAX　O298－89－2104

商品間合せ先 担当部門 薬事学術部

TEL：03－3851－1672　　FAX　O3－3864－5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉ピコルミPIVKA－　II，エイテストPIVKA－II，エイテストKL－

6，エイテストCA・RF，クリニサーチCA・RF，エイテストIgGRF，
キャプチャーRレディ・スクリーン，キャプチャーRレディ・ID，バイ

オクリットHBs，バイオクリット抗HBs，ニューセロクリットシリーズ

（HBs，抗HBs，抗HTLV－1，　TP），トロンボテストオーレン，ヘパプ

ラスチンテスト，サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，片山AUシ

リーズ，EXAリキッドコントロール，セパジーンシリーズ，正常ヒト細

胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，ディフコ培地

〈機器・器具〉ピコルミ8220，サンオート，SGRシリーズ，サンサーモミ

ニ，サンサーモPCR，フォトB－HメーターV型

〈¢　　　　　　　　シーアイエス　ダイアグノスティック株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒285－0802佐倉市大作1－8－5

設立年月日 平成元年10月2日

資　本　金 2億円

代表者名 ジャンーカルロ　マルキオ

従業員数 53名

E－mail cis＠fa2．　so－net．　ne．　jp

URL（ホームページ） http：／／wwwO2．so－net．ne．jp／一’cis

工場所在地 〒285－0802佐倉市大作1　8　5

TEL：043－498－2031

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 製品開発部，トレース事業部

TEL：043－498－2035　　FAX　O43－498－2009

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／クリプターシステム

特長：Eu3＋クリプテートとXL665によって増幅された長寿命蛍光を時間

分解測定する新しいホモジニアス蛍光測定法TRACEに基づいた全自動
蛍光免疫測定装置です。

〔取扱い商品〕

体内診断用放射性医薬品

エルマティックIII，キセノンー133・ガス

体外診断用医薬品

放射性：ボール・シフラ・キット，ボールエルザ・CA19－9・キット，ボ

ー ルエルザ・F一βHCG・キット，リアコート・PSA，ボールエルザ・

CEA・キット，エルザ・オステオカルシン・キット，他

非放射性：クリプター　CA15－3，クリプターCA19－9，クリプターCA125

11，クリプターNSE，クリプターPAP，クリプター一　Total　PSA，クリ

プターCEA，クリプターAFP
研究用試薬：ヒストシリーズ，HTRF測定用試薬

医療用具：血液照射装置IBL437C，自動免疫測定装置ストラテックSR－
300
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　　　　　　　　　　　　　　　〒541－0045大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日 大正8年6月5日
資　本　金 212億7，924万円

代表者名 代表取締役社長　塩野芳彦

従業員数 6，704名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒566－0022摂津市三島2　5　1

TEL：06－6381－7343

研究所所在地 〒553－0002大阪市福島区鷺洲5－12－4

TEL：06－6458－5861

商品間合せ先 担当部門 診断医学事業部　診断薬部

TEL：06－－6381－7343（内）535　FAX　O6－6382－4045

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE
・ 総IgE同時測定検査装置。25μ1以下の少ない検体量で約1時間で測定。

特異IgEの検出感度は0．061U／mlと高感度・高精度の結果が得られる。

5ysme》《　シスメックス株式会社

　　　　　　　　　　〒651－0073神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日 昭和43年2月20日

資　本　金 33億8，490万円

代表者名 取締役社長　家次　恒

従業員数　 1，209名

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

工場所在地 〒675－OO11　：加古川市野口町北野314－2　　〒675－1322小野市匠台17

TEL：0794－24－1171（加古川工場）　　TEL　O794－62－7001（小野工場）

研究所所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－4　4

TEL　O78－991－1911　　FAX　O78－991－1917

商品間合せ先　　担当部門 営業本部　販売推進部

TEL　O78－265－0513　　FAX　O78－265－0529

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作

製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システ

ムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム

多項目自動血球分析装置

自動網赤血球測定装置

多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置

全自動尿中有形成分分析装置

全自動血液凝固測定装置・凝固試薬

免疫凝集測定装置・PAMIAシリーズ専用試薬

臨床検査情報システム

血液検査用データ処理装置

尿検査用データ処理装置

血液細胞画像ファイリングシステム

血液ガス分析装置・電解質分析装置
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㊥島津製作所
　　　　　　　　　　　　　〒604－8511京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日 1875（明治8）年3月

資　本　金 168億円

代表者名 矢嶋英敏

従業員数 4，500名

E－ma　I webstaff＠shimadzu．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．shimadzu．co．jp

工場所在地 〒604－8511　京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL　O75－823　1356

研究所所在地 〒619－0237　京都府相楽郡精華町光台3－9

TEL　O774－95－1600

商品間合せ先 担当部門 ライフサイエンス機器部

TEL　O75－823－1356　　FAX　O75－823－1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置／CL－8000

特長：コンパクトボディに機能充実の小形自動分析装置。ルーチン分析は

もちろん，緊急対応や特殊項目専用機としても威力を発揮します。日常メ

ンテナンスは全自動化し，リモートメンテナンスにも対応しています。

〔取扱い商品〕

分析測定器：光分析装置　電磁気分析装置　クロマト分析装置　熱分析装置　ラ

イフサイエンス研究機器　はかり　粉粒体測定機器　磁気応用計測機器　ラボラ

トリーオートメーションシステム　　環境計測機器：環境計測機器　環境分析機器

プロセスオートメーション機器：プロセス計測制御計器　プロセス分析機器　環

境関連計装システム　制御機器

試験検査機器：材料試験機　構造物試験機　動釣合試験機

医療機器：MRIシステム　CTスキャナ　X線診断システム　循環器X線診断
システム　核医学診断システム　超音波診断システム　医用画像管理システム

治療システム　総合健康管理システム　病院設備システム　臨床化学検査機器

健康管理機器　　航空宇宙機器：宇宙関連機器　航空機搭載電子機器　航空機搭

載機械機器　地上支援器材　　産業機器：半導体製造装置　真空機器　液送機器

油圧機器　情報機器　ガラス繊維巻取機　センサ・デバイス：電子デバイス　光

通信デバイス　光学デバイス　小形分光器　赤外線センサ　レーザ素子・機器

バイオプロダクツ：生分解性プラスチック洗浄剤　園芸剤　生菌剤

醒株式会社常炎
　　　　　　　　　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部精一

従業員数 320名

E－ma　　l mail＠jokoh．com
URL（ホームページ） http：／／www．jokoh．com

工場所在地 〒439－0037　静岡県小笠郡菊川町西方154

TEL　O537－36－1577

研究所所在地 〒213－8588川崎市高津区宇奈良731－1

TEL　O44－811－9211　　FAX　O44－811－9209

商品問合せ先 担当部門 第一営業本部

TEL　O3－3815－1717　　FAX　O3－3815－1759

〔展示主要商品〕

自動希釈式電解質分析装置／EX－2000

特長：血清，尿，透析液を自動希釈して測定する，高速電解質分析装置で

す。Na＋，　K＋，　Cl一の3項目を180検体／時間で測定します。高倍率希釈

方式の為，妨害物質の影響を受けません。検体搬送システムに接続できま

す。

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動装置：CTE－8000，　CTE－1800，　CTE－780

●全自動アイソザイム・蛋白分画電気泳動装置：ALC－760

●血液ガス・電解質・ヘマトクリット同時測定装置：センデックスー100

●ポータブル血液ガス・電解質分析装置：アーマ2000

●血液ガス分析装置：JBA－200，　GS－10

●電解質分析装置：Na＋，　K＋，　Cl　アナライザ　EX－2000，　EX－180

　　　　　　　　　Na＋，　K’，　Li＋アナライザEX－180L，　IS－50L

●自動赤沈計：JOS－60，　JOS－15（ウエスターグレン法）

　　　　　　　モニターS，モニターJ，マイクロセッド（レート変法）

●リボ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー

●便潜血測定試薬キット：ヘモゴールド50　自動機　HGS－180

●デンシトメーター：可視・反射研究用　20HR，蛋白分画用　CR－2D
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＄SUZUK■ ZZt株式会社
〒432－8611浜松市高塚町300

設立年月日 1920年3月

資　本　金 855億1，200万円

代表者名 鈴木　修

従業員数 14，610名

E－malI smep＠yrd．suzuki．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．suzuki．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒224－OO46：横浜市都筑区桜並木2－1

TEL　O45　943　7111　　FAX　O45－943－7100

商品間合せ先 担当部門 医療・科学機器グループ

TEL：045－943－7111　　FAX　O45－943－7100

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレートEIA装置／SMEP

特長：弊社はこれまで，敷社の試薬メーカーと共同開発した検査装置を上

市してきました。SMEPは，これらの技術を応用して開発した，多項目

検査が可能なオープンシステムの全自動EIA検査装置です。96穴マイク

ロプレートタイプのEIA試薬に幅広く対応。操作コンピュータを装置内

部に配置した小型デスクトップタイプ。タッチパネルを用いたイージーオ

ペレーション。

〔取扱い商品〕

全自動マイクロプレートEIA装置　SMEP，　MAOS2

SEFATE（］ セファテクノロジー株式会社

〒573一目91枚方市新町1－12－1

設立年月日 1983年6月

資　本　金 8，700万円

代表者名 谷口　佳範

従業員数 80名

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

工場所在地 〒613－0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地74－　1

TEL：0774－46－2371

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部　岸森重則まで

TEL：0774－46－2371　　FAX　O774－46－2381

〔展示主要商品〕

赤血球沈降速度測定装置／自動血沈測定装置

特長：◎小容量の採血でも測定可，小児科領域で使用可能です。

　　　◎短時間で測定が終了し，随時追加測定が可能です。

　　　◎国際標準法と良好な相関を示します。又，ESR以外の付加情報

　　　　が取得可

〔取扱い商品〕

◎各種洗浄装置の設計製作

◎各種測定センサー開発

◎病院向検体受付システム

◎検体分注前処理装置

◎その他搬送仕分装置

◎通信ネットワークシステムの構築
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今 絃舗セロテック
〒062－0021札幌市豊平区月寒西1条8－8－7

設立年月日 1981年5月

資　本　金 9，800万円

代表者名 廻谷靖生

従業員数 73名

E－mall soumu＠serotec．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．serotec．co．jp

工場所在地 〒066－0051　千歳市泉沢1007　67

TEL：0123　28－2121

研究所所在地 〒069－0822江別市東野幌132　1

TEL：011－383－3431　　FAX　O11－383－4322

商品間合せ先 担当部門 業務部

TEL　O11－855－1131　　FAX　O11－855－0143

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UUN－L

特長：・使用時に試薬調製の必要がありません。・試薬の安定性に優れて

います。・ICDHによるβ一NADP＋のリサイクル反応を用いています。
・ 直線性に優れていますので，尿原液の測定が可能です。

〔取扱い商品〕

生化学検査試薬

血清検査試薬

細菌，真菌検査用製品

精度管理用製品

（3c難Z室コ炉琉運科学貿易
〒lll－0052東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日 昭和42年6月20日

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役　下田孝一郎

従業員数
E－mall mu7y－httr＠asahi－net．or．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業2部

TEL：03－5820－1509　　FAX　O3－5820－1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○高速電解質分析装置　PVA一αIII

O全自動電解質分析装置　PVA－EXT／R

OAPEC　グルコースアナライザー
○小型血糖分析装置　Sensimacl

O高精度分析装置　Digiflex　TP（アベルケンダル用）

○空中浮遊菌採取装置　RCSエアーサンプラー

○小型ヘマトクリット用遠心機　Hematia　STAT　II

Oプレートリーダー，ウォッシャー

○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン

○微量送液ポンプシステム

○尿用試験紙

○ランセット
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OlA　IAT即e－d

　　　　　　　　　　〒101－0031東京都千代田区東神田2－1－ll

設立年月日 昭和56年8月22日

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役社長内藤　修

従業員数 231名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－3863－6241　　FAX　O3－3863－6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPIA－A700

特長：LPIAシステムの新機種。　LPIA法，　TIA法，比色法に加え，新た

にTR－FIA法（時間分解免疫測定法）を導入しました。　TR－FIA法の導

入により，pgからmgの広範囲測定を1台の装置で可能としました。
〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　三菱化学社製　LPIAシステム

■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャン

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

⑳　　　　第一化学薬品株式会社
　　　　　　　　　　　　〒1・03－0027東京都中央区日本橋3－3－15

設立年月日 昭和22年7月10日

資　本　金 12億7，525万円

代表者名 橋浦十八

従業員数 690名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒301 竜ヶ崎市向陽台3　3　1

TEL：0297－62－7551

研究所所在地 〒301 竜ヶ崎市向陽台3　3－1

TEL　O297－62－7551

商品間合せ先 担当部門 学術企画部　学術担当

TEL　O3－3272－0681　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固分析装置／コアグレックス800

特長：同時20項目のリアルタイムフルランダムアクセス

凝固時間法，合成基質法，ラテックス比濁法に対応（オールインワンタイプ）

MAX300テスト／時（高速モード）
〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬：ピュアオートS，オートセラS，クリニメイト　他
○脂質関連試薬：アポA－1，A－II，　B，　C－II，　C－III，　E，　Lp（a），コレ

　　　　　　　　ステストHDL，　LDL，　LCAT他
○消化器関連試薬：クォンティプレックスHCV－RNA，　HBV－DNA，パ

　　　　　　　　　ナッセイIV・C，アクアオートカイノスTBA試薬
　　　　　　　　　他

○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアグレックス800

　　　　　　　　　　（試薬）テストチームAT　III，　APL，　PLG，プロテ

　　　　　　　　　　　　　　インC　他

OTDM関連試薬：ディーアールアイ　テオフィリン
○化学発光関連試薬：（測定装置）Accessイムノアッセイアナライザー
　　　　　　　　　　（発売パネル）腫瘍マーカー，甲状腺，性ホルモン，

　　　　　　　　　　　　　　　　貧血，TDM，血液ウイルス，感染
　　　　　　　　　　　　　　　　症，循環器　他　全28項目
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職
OA■CHI

株式会社第一器業
　　　　　　〒114－0024東京都北区西ヶ原3－25－1

設立年月日 昭和47年6月15日

資　本　金 1，000万円

代表者名 片桐孝子

従業員数 18名

E－mall dai－1＠bd5．so－net．ne．jp

URL（ホームページ） http：／／www．dai－1．co．jp／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒300－3261　つくば市花畑1－15－19

TEL：0298－64－4311　　FAX　O298－77－1262

商品間合せ先 担当部門 本社／北区西ヶ原3－25－1

TEL：03－3918－5496　　FAX：03－3917－6062

〔展示主要商品〕

タンパク付着防止剤／リピジュア「D」

特長：①PSなどのプラスチックに簡単にコーティング可能②特に血球

成分の付着防止に有効③生体適合物質のため検査データへの影響は考え

られない　④付着させたい対象物によって合成が可能

〔取扱い商品〕

●レーザーマーカーによるスライドガラスバーコードシステム

　レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガ

　ラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。

　どんな溶剤にもどんな染色液にも使用可能です。また，ガラス切断面に

　もバーコードを作成できるため検索機能がプラスされました。

●キャリーオーバーのない特殊コーティング金属ノズル「Cコートノズ
　ル」

　従来では考えられなかった微量タンパクの付着を防止できるだけでな

　く，ノンディスポでもデータ不良を起こさないノズルが完成しました。

　まったく新しいコート技術により長期間のデータの安定を約束できま

　す。

第一精密株式会社
〒425－0085焼津市塩津1－1

設立年月日 昭和50年1月

資　本　金 1，000万円

代表者名 中村秀夫

従業員数 66名

E－mall XLQO4752＠nifty．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒425－0085：焼津市塩津1－1

TEL：054－629－0256

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 ミクロテクノ

TEL：054－629－0256　　FAX：054－629－0293

〔展示主要商品〕

微生物迅速検査装置／FASシステム

特長：●微生物のモノセルあるいは培養時間を従来の1／3以下に短縮した

微小コロニー等の検出が可能。血液，細菌等の様々な分野への応用も可
能。

●検出した目的物は，その検出位置座標をハードディスクで管理（最大50

万箇所）。オートチェンジャー，オートステージによって，プレパラート

上の記憶位置を顕微鏡下に容易に再現。

●オートチェンジャーはカセットホルダ方式を採用。カセットは簡単に脱

着でき，プレパラートのランダムな取り出しが可能である。

●自動検鏡中，オートフォーカス装置によって常に合焦状態が保たれる。

●大量の検体をバーコードによって管理し，事務的業務のシステム化をサ

ポート。

〔取扱い商品〕

顕微鏡用自動XYステージ，プレパラート自動供給機，マイクロプレート

自動供給機，オートフォーカス装置，高速画像処理装置を利用した，微生

物迅速検査システム　等
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　　　　　　　　　　〒534－0021大阪市都島区都島本通1－15－17

設立年月日 1963年

資　本　金’　8，000万円

代表者名 代表取締役　合田昭男

従業員数 24名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒930－0401　富山県中新川郡上市町広野新269

TEL：0764－73－0336

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL：03－3985－3466　　FAX　O3－3985－3466

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARDシリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血

清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動分注装置（LTA－III）

○自動開栓装置（APNシリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

　　　　　　　（ARDシリーズ）　ゴム栓用

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（250μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

顯ダイナボット株式会社
　〒106－8535東京都港区六本木1－9－9六本木ファーストビル

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，646万円

代表者名 ダグラス・シー・ブライアント

従業員数 約1，200名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒270－2214松戸市松飛台278

TEL：047－385－2211

研究所所在地 〒270－2231：松戸市稔台344

TEL：047－362－2177

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL　O120－031441 FAX
〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／ARCHITECT　i2000

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。

1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど

多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査「ARcHITEcT　i2000アナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ

　（1）セルダイン4000（白血球5分類を含む27項目に対応）

　（2）セルダイン3700（　　　〃　　　　22項目に対応）

　（3）セルダイン3200（　　　　〃　　　　　　〃　　　）

　（4）セルダイン1700（白血球3分類を含む18項目に対応）

　（5）セルダインSMS（全自動塗抹染色標本作成装置）

■簡易測定シリーズ

　（1）メディセンス　プレシジョンQID（SMBG：血糖測定装置）

　（2）アイ・スタット（血液ガス，電解質等のPOC検査に好適）
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　　　　　ダコ・ジャパン株式会社
DAKO
　　〒600－8493京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役社長小畑勝利

従業員数 50名

E　ma　　l cs－dakoj＠mx5．nisiq．net

URL（ホームページ） http：／／www．nisiq．net／～dakoj／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒600－8493　京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

TEL　O75　211－3655　　FAX　O75－211－1755

商品間合せ先 担当部門 営業部／特販部

TEL　O75－211－3655 FAX　O75－211－1755

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置（ダコテックメイトHorizen），各種ポリクローナル／モノ
クローナル抗体，OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

●免疫組織化学染色用機器（ダコテックメイトHorizen）

●免疫組織化学染色用試薬（EPOS，　ENVISIONシステム，　LSAB法，

　CSA法等関連試薬）

●OEM及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬

●遺伝子関連試薬（PNAプローブ，　CSA－ISH法，アポトーシス関連，

　サザンプロッティング法）

●ELISA用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類

●比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体

●各種自動分析機用の免疫関連試薬

●グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免

　疫固定法等関連試薬及び特異抗体

デイドベーリング株式会社　DADE　BEHRING

〒164－8721東京都中野区本町1－32－　2ハーモニータワー27F南館

設立年月日 平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）

資　本　金 16億800万円

代表者名 代表取締役社長　カールダブリューアッフェルバック

従業員数 約280名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒270－1407千葉県印旛郡白井町名内340－　2

TEL　O474　97－1800　　FAX　O474　98－1028

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL　O3－5352－6201 FAX　O3－5352　6222

〔展示主要商品〕

　デイドベーリング株式会社は，免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，感

染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サ

ー ビスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：Walk　AwayTM－96，　Walk　AwayTM－40，

　　　　　　　　　　　　autoSCAN⑪一4

全自動免疫化学分析システム：Behring　Nephelometer　II

　　　　　　　　　　　　　　Behring　Nephelometer　Analyzer

　　　　　　　　　　　　　　Behring　Nephelometer　100

臨床化学自動分析システム：Dimension⑧R・L

　　　　　　　　　　　　　Dimension⑧　AR

　　　　　　　　　　　　　aca　starTM

全自動ELISA分析システム：Behring　ELISA　Processor　III

自動免疫蛍光測定システム：OPUS　Analyzer
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●TECAN．テカンジセパン株式会社

〒183－0023府中市宮町1－40

設立年月日 1992年4月21日

資　本　金 5，000万円

代表者名 赤塚重治

従業員数 26名

E－mail info＠tecan．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tecan．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部
TEL：奈緊§糞霧1§：llll二99｝l　FAX：奈緊§糞留ll：1；ll：1911

〔展示主要商品〕

ハイスループットスクリーニングロボット／ジェネシスワークステーション

特長：実験台に収まるミニサイズ・スクリーニングロボットです。

基本装置の搬送アーム付ジェネシスRSPに各種デバイスをアッセンブル

して，吸光，蛍光，化学発光の3タイプ，またはご要望によって特注のシ

ステムをご提供致します。

〔取扱い商品〕

●（ミニサイズ）ハイスループットスクリーニングロボット

　Genesis　Workstation（ジェネシスワークステーション）

●ハイスループットスクリーニングロボット

　TRAC
●ミニサンプルプロセッサー

　MiniPrep（ミニプレップ）

●サンプル前処理自動化システム

　ジェネシスシリーズ

●マイクロプレートウォッシャー

　Columbus（コロンブス）

侠式●社テクノクラスタ

〒169－0075東京都新宿区高田馬場3－16－11－1003

設立年月日 1998年1月5日

資　本　金 1，000万円

代表者名 大桃惣右ヱ門

従業員数 3名

E－mail tci＠ro．bekkoame．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：03－5337－7391　　FAX　O3－5337－7392

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から

製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシス

テムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

●BioDot社　イムノクロマト法テストストリップ用研究開発／製造シス

　　　　　　　テム；分注モジュール，ラミネーションモジュール，カッ

　　　　　　　ティングモジュール，テストストリップリーダー他

●Cartesian　Technologies社マイクロアレイ作製システム

●Sapidyne社　分子間相互作用解析装置

●Bangs　Laboratories社　各種Microspheres
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幽株式会社テP7Ptデヤカ

　　　　　　　　　　　　〒224－0041横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日 昭和62年9月8日

資　本　金 1億8，500万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 111名

E－mai1 techno＠iris．or．jp

URL（ホームページ） http：／／www．iris．or．jp／一一techno／index．html

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒224－0041：横浜市都筑区仲町台5－4－9

TEL：045－948－5901

商品間合せ先 担当部門 営業（直通）045－948－1984

TEL：045－948－1961　　FAX　O45－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－585

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつ

けして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプシ

ョンがあり，シェアは80％あります。

〔取扱い商品〕

採血管準備システム；BC・ROBO－585

ネットワーク型自動採血管準備装置；BC・ROBO－580

採血台搬送整理番号表示システム

ハルンカップラベラ；HARN－570

自動尿分取装置；UA・ROBO－600A／B

一般検査前処理システム；UA・LABELER－1

全自動血液ガス分析装置；GASTAT－3

全自動血液ガス電解質分析装置；GASTAT－5

電解質分析装置；STAX－2

液状常用標準血清；ISE－CRS

ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT－mini

自動血沈測定装置；ESR－quick　15

●

Oデンカ生研株式会社

〒103－0025東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 3億4，980万円

代表者名 代表取締役社長西村雄彦

従業員数 343名

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

工場所在地 〒959－1836五泉市南本町1－2－2

TEL　O250－43－4111

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業管理室

TEL：03－3669－9091　　FAX　O3－3664－1005

〔展示主要商品〕

LDL一コレステロール／LDL－EX「生研」

特長：1．分画操作の不要な直接法です。2．調製不要な液状試薬であ

り，各種自動分析装置への適応性にも優れています。3．共存物質の影響

は，ほとんど受けません。4．超遠心法との相関が良好です。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

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

　EX，　PL－S，　Mg－E，　IP－E，　GOT－JS，　GPT－JS，　LD－JS，　ALP－JS，

　γ一GT（IF）－S，　CK－JS，　AMY－S

ラテックス試薬シリーズ

　CRP，　RF，　ASO，　AFP，　BMG，　Mb，　IgE，　FER，　Lp（a），αMi

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　U－ALB
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株式会社東機貿
〒106－0044東京都港区東麻布2－3－4

⑭東京貿易メディカルシステム株式会社

　　〒197－0815あきる野市二宮東2－3－63

設立年月日 1955年6月9日 設立年月日
資　本　金 9，180万円 資　本　金．

代表者名 佐多保彦 代表者名
従業員数 500名 従業員数 名

E－－mall E　mall
URL（ホームページ） URL（ホームページ）

工場所在地． 工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒140－0012　品川区勝島1－5　21　東神倉庫内 研究所所在地 〒

（技術センター） TEL：03－5762－3006　　FAX’03－5762　3036 TEL：
商品間合せ先 担当部門 第1営業部マーケティングチーム 商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3　5461　3031 FAX　O3　5461－3041 TEL FAX
〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／lLシンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO一オキシメーター値を一台で同時測

定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分

りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

多項目自動分析装置／TMS－1024，2024

特長：①パソコン採用で操作が簡単　②生化学，免疫反応に適した反応管

と撹絆を採用　③反応管洗浄使用によりランニングコストを軽減

〔取扱い商品〕

臨床自動分析装置　TMS－1024

　240T／H，2試薬系で24項目同時測定，登録可能数60

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5ml設置可能

臨床自動分析装置　TMS－2024

　240T／H（ISE付で480T／H），24項目（オプションで36＋ISE　3計39）

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5，7，10ml設置可能

　検体／試薬IDバーコードリーダ，　ISE（Na，　K，　Cl）オプション
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◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　〒107－8451東京都港区赤坂1－7－7

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 代表取締役社長田代　圓

従業員数 3，800名

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

工場所在地 〒746－8501新南陽市開成町4560

（他2工場） TEL　O834　63－9800

研究所所在地 〒252－1123綾瀬市早川2743－　1

（他2研究所） TEL：0467－77　2211

商品間合せ先 担当部門 科学計測事業部営業部

TEL：03－3275－1221　　FAX　O3－3275－1214

〔展示主要商品〕

全自動EIA装置／AIA－60011

特長：小型，高精度のイムノアッセイ分析計

迅速測定試薬：ST－Eテスト「TOSOI｛」IIシリーズとのセット使用によ

り短時間測定（反応時間10分），診療前検査など迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723GHb　V）

②東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA　II）

③東ソー全自動VMA／HVA分析計（HLC－726VMA　II）
④東ソー　HbA，，一血糖測定用搬送システム（DS－120）

⑤全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－60011）

⑥全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－21）

⑦AIA用短時間試薬（ST－Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）

⑧マイクロプレートリーダ（MPR－A4i　II）

⑭東洋器材科学株式
TOV（⊃KSZAI

　　　　　　　　　会社

〒335－0003蕨市南町4－10－18

設立年月日 昭和47年12月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長佐藤英輔

従業員数 45名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒335－0003蕨市南町4－10－18

TEL　O48－447－3381

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O48－447－3381　　FAX　O48－431－4685

〔展示主要商品〕

開栓機／ちびっこオープナー

特長：真空採血管用ゴムキャップ・プラスチックキャップの開栓が可能で

す。一度に5本から10本分のキャップを開けることができます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・ スピツツ

・ スポイト

・ チューブ

・ シヤーレ
・ サンプルカップ
・ 採便管

・ カツプ類
・ 採水瓶
・ スワフ
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唖卵東洋紡東洋紡績株式会社
〒530－8230大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日 1914年6月1日

資　本　金 433億円

代表者名 取締役社長　津村準二

従業員数 8，000名

E－mail techoskoobio．toyobo．co．jp

URL（ホームページ）’　http：／／www．toyobo．co．jp

工場所在地 〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22　7641

研究所所在地 〒914－0047：敦賀市東洋町IO－24

TEL：0770－22－7643

商品間合せ先 担当部門 生化学事業部・診断システムグループ

TEL：06－6348－3335　　FAX　O6－6348－3833

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定システム／ID－1000

特長：1）反応開始からわずか6分間で測定結果が得られます。2）ng／ml

オーダーの高感度測定が可能です。3）全自動で10項目を同時分析，ランダ

ムアクセスも可能です。4）検体廃液が出ず，処理も容易です。

〔取扱い商品〕

・ 全自動酵素免疫測定システム：ID－1000

・ 自動グルコース分析器：ダイヤグルカHEK－60
・ 自動ラクテート分析器：ダイヤグルカHEK－60L

・ニコカード　HbAic

・ニコカード　CRP

△　　　　　長瀬産業株式会社
　　　　　　　　　　　〒103－8355東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 96億9，970万円

代表者名 長瀬　洋

従業員数 約1，200名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒6512241神戸市西区室谷2　2－3

TEL　O78－992－3162 FAX　O78－992－1050

商品間合せ先 担当部門 ヘルスケア事業本部，メディカルケア製品部

TEL　O3－3665－3174，3288，3028　FAX：03－3665－3723，3752

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／ビトロス250，950

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高感度なデ

ー タが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適で
す。

〔取扱い商品〕

1．乾式臨床化学自動分析装置　　　ビトロス250

　　　　　　　　　　　　　　　　　ビトロス950

2．薬剤感受性測定装置　　　MR5000MIC

3．臨床検査情報処理システム：SUN臨床検査総合システム

　　　　　　　　　　　　　　：イメージ入力システムIt’s（フォームキ

　　　　　　　　　　　　　　　ャッチャー）

4．採血管バーコード自動貼り付けシステム

　　　　　　　　　　　：ユニットラベラーUL200

　　　　　　　　　　　：ハルンカップ用自動バーコードラベラー

　　　　　　　　　　　　HLIOO
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⑳株式会社e－v■一
　　　　　〒101－0032東京都千代田区岩本町2－4－IO共同ビル

設立年月日 昭和19年5月25日

資　本　金 3，000万円

代表者名 伊東義人

従業員数 70名

E－mai1 nichiryo＠technowave．ad．jp

URL（ホームページ） http：／／www．nichiryo．co．jp

工場所在地 〒343－0822：越谷市西方2760－1

TEL：0489－89－1301

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 国内営業部

TEL：03－5820－2411　　FAX　O3－5820－2410

〔展示主要商品〕

分注・希釈・振とう装置／NSP－700011

特長：NSP－700011（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振とう

装置）は，豊富なメモリ機能を持っており，凝集法・ELISA法による

HIV・HCV等の検査に適しています。
〔取扱い商品〕

・ デジタルマイクロピペット：オートクレーバブルNichipet　EX

・マルチチャンネルピペット：MODEL7000
・ シリンジディスペンサ　　：ニチメイトステッパー
・ ボトルディスペンサ　　　：アキュペンサージュニア

　　　　　　　　　　　　　：ディスペット
・ ピペットコントローラ　　：Pipette　Mate
・ 自動分注システム　　　　：NSS－1000　II

　　　　　　　　　　　　　：NSP－700011

　　　　　　　　　　　　　：マイリューターIII

　　　　　　　　　　　　　：マクロマスター

　　　　　　　　　　　　　：マイティーペッター

創7株式会社＝…Fレイ
ニiiFレイ
　　　　　　　　　　　　　〒104－8402東京都中央区築地6－19－20

設立年月日 昭和20年12月1日

資　本　金 303億円

代表者名 代表取締役社長　手島　忠

従業員数 2，700名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．nichirei．com／diagnostics

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒189－0003　東村山市久米川町1－52－14

TEL：0423－96－1748　　FAX　O423－96－1730

商品問合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－3248－2208　　FAX　O3－3248－2243

〔展示主要商品〕

ErbB－2測定試薬／ErbB－2EIA「ニチレイ」

特長：ErbB－2（c－erbB－　2遺伝子産物）に特異的な2種のモノクローナ

ル抗体を使用しているEIAを原理とした体外診断薬です。特別な施設は

不要で，反応時間2時間半で血清および乳頭分泌液中のErb　B－　2を特異

的に定量可能です。

〔取扱い商品〕

①各種EIAキット
②ヒストファイン（免疫組織化学染色試薬）

　各種ユニバーサル試薬，第一抗体

③NUシリーズ（抗ヒト白血球モノクローナル抗体）

④第二世代　In　Situハイブリダイゼーションキット（Kreatech社製品）

⑤第二世代　免疫組織化学染色システム（Zymed社製品）

　ヒストST5050キット，ヒストステインプラスキット，ヒストマウスプ

　ラスキット他各種キット

　各種第二世代　第一抗体
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S日フ嘩熟蕪辻
設立年月日 昭和10年4月6日

資　本　金 44億5，000万円

代表者名 富本善久

従業員数 510名

E－mall diag－sale＠nissui－pharm．co．jp

URL（ホームページ）’　http：／／www．nissui－pharm．co．jp

工場所在地．　〒307－0036結城市北南茂呂1075－　2

TEL：0296－35－1221　　FAX　O296－35－1217

研究所所在地 〒 同上

TEL：0296－35－3172　　FAX　O296　35　1579

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部学術課

TEL：03－3918　8171　　FAX　O3　3918　4515

〔展示主要商品〕

全自動血液培養抗酸菌培養装置／バクテアラート3D

特長：①血液培養検査と抗酸菌培養検査を1台のシステムで同時に行うこ

とができる②面倒なQCやキャリブレーションは機器が自動的に行う③操

作法は簡単，ボトルID番号を読み取り測定セルに設置するだけで自動報
告する。

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネットEV20

全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－21

　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－1200i，　XL

　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－600

自動細菌検査装置：センシタイター

精度管理用凍結プール血清：L一コンセラー1，II

　　　　　　　　　　　　LコンセーラII　EX（CRPを添加）

免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラ1，II

自動分析用測定試薬

細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

＝ッ’う吉一メデ》カ／b株式会社
〒103－0007東京都中央区日本橋富沢町5－5

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名 杢野信保

従業員数 60名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術課

TEL：03－3660－8595　　FAX　O3－3660－8602

〔展示主要商品〕

C一反応性蛋白測定用試薬／N一アッセイ　LA　CRP－S　ニットーボー

特長：①検体の希釈は不要です。

　　　②共存物質の影響をほとんど受けません。

　　　③各試薬はそのまま使用することができるため，操作が簡便です。

〔取扱い商品〕

　生化学系試薬として29項目，免疫系試薬として24項目を取り扱っていま

す。生化学系試薬は，そのほとんどが液状化されており，使用し易くなっ

ています。免疫系試薬は，そのほとんどが免疫比濁法であり，特に

CRP，免疫グロブリンなどは，各々特徴ある性能を有しています。また

新たにラテックス凝集比濁法を用いた商品も取り扱っています。
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NlRO　株式会社ニプロ
　　　　　　　　〒531－0072大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日 昭和39年3月27日

資　本　金 2億円

代表者名 続葛修一

従業員数 531名

E－ma11
URL（ホームページ）

工場所在地 〒Ol8－5751：礫露認竪竪禦鷲，場

TEL：0186－49－5111

研究所所在地 〒525－0055　草津市野路町700番地

TEL：077－564－0500

商品間合せ先 担当部門 技術営業部第3商品課

TEL：06－6373－3108　　FAX　O6－6373－1581

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース　919

特長：同時24項目，20テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作で

幅広い検査に対応できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，血液バック等医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

《診日2K■ミrコ，株式合社
〒IOI－8678東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日 昭和25年6月16日

資　本　金 39億8，500万円

代表者名 山ロー城

従業員数 700名

E　mall LENO2312＠nifty．ne．jp

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

工場所在地 〒308－0112　茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799　1

TEL：0296　37　2211

研究所所在地 〒341－0005三郷市彦川戸1　22　1

TEL　O489－53－8265　　FAX　O489－53－8269

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部　営業開発室

TEL　O489　53　8265　　FAX　O489　53　8269

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／EPA－696

特長：重量30kgの小型卓上型全自動電気泳動装置。給排水設備なしで，

蛋白分画，アイソザイム分画が1台で測定可能。処理能力は72検体／時

間。電磁石式PICKUP膜搬送方式により，分析中の装置信頼性と保守管
理が向上。

〔取扱い商品〕

1．全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC－723GHb　V

2．ヘモグロビンA1，血糖　測定用搬送システム　DS－120

3．全自動電気泳動装置　EPA－696，　MEPS　5000

4．全自動DryEIAシステム　ID－1000

5．全自動マイクロプレートEIAシステム　FIAS－7000

6．臨床検査迅速報告システム　DiaLAN
7．電気泳動用染色試薬　LDH，　ALP，　CK，　Chol，　TG，　PL

8．糖尿病関連診断薬　HbAlc，　Glu，尿中微量アルブミン

9．コントロール試薬　HbAlc，　LDH／CK，　ALP

10．その他　医療用具用各種洗剤
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■NIHON　KOHDEN 日本光電工業株i式会社

〒161－8560東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 75億円（1998年9月30日現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 2，707名（グループ）（1998年9月30日現在）

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

工場所在地 〒 ：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本，富岡市

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 日本光電企画センタ株式会社

TEL：03－5996－8028　　FAX　O3－5996　8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8118＋QA－810v

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，

全自動血球計数器です。オートサンプラを内蔵し，50検体を同時にセット

できます。タッチキーの採用で，操作性も向上しております。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサ

イドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心

臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，訪問看護支

援システム，画像診断装置，心臓カテーテル検査システム，救急モニタ，

基礎医学研究用機器，各種センサなど

i　DPC日本口PCコーポレーション
〒261－7132千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウェスト32F

設立年月日 1986年2月6日

資　本　金 7億3，000万円

代表者名 日本支社長　小野潤彌

従業員数
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒290－8585　市原市八幡海岸通12

TEL：0436－41－2186

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：043－297－5211　　FAX　O43－297－5210

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光測定システム／イムライズ／イムライズ2000

特長：ビーズ固相法のCLEIA。検体の分注から，結果の算出まで完全自

動，ランダムアクセス可能な全自動免疫化学発光測定システム。

〔取扱い商品〕

ケミルミ　（イムライズ）

　甲状腺：TSH，　T3，　T4，　FT4，　T3－U，抗TPO抗体，抗TG抗体，

　　　　　TBG
　腫瘍マーカー：AFP，　CEA，　CAl25，　CA19－9，　CA153，　PSA，

　　　　　　　　PAP，フェリチン，β2－MG，　Tセミノプロテイン，ブ

　　　　　　　　リーPSA

　性腺：エストラジオール，プロゲステロン，LH，　FSH，プロラクチ

　　　　ン，HCG，　DHEA－S，フリーβHCG

　その他：インタクトPTH，コルチゾール，　C一ペプチド，トータル

　　　　　IgE，　GH

特異IgE：アラスタット

自己免疫疾患：リコンビジェン抗DNAキット，ファナウェル抗核抗体キット

TIA：スペリオル，トランスフェリン，アルブミン，　BETA－II，

　　　ALPHA－1
RIA：各種ホルモン
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d∈0し．日本電子株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　〒196－8558昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日 昭和24年5月30日

資　本　金 32億4，000万円

代表者名 代表取締役社長江藤輝一

従業員数 1，168名

E　mall www－master＠jeol．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．jeol．co．jp／

工場所在地 〒196－8558　昭島市武蔵野3－1－2

TEL　O42－543　1111

研究所所在地 〒 同上

TEL：042－542－2313 FAX　O42－546－5758

商品間合せ先 担当部門 メディカル営業本部

TEL：042－528－3341　　FAX　O42－528－3488

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty　JCA－BM1250／1650／2250

特長：①最少反応液量60～80μ1②シングル高速処理1250・1650・2250

テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か2μ1で多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty　JCA－BM1250／1650／2250

■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200／600

■検体自動搬送システム　JLA－500T，500TS

■臨床検査情報処理システム　JCS－22L

■全自動便潜血免疫分析装置　JIA－HB2010

■医用サーモビュア　JTG－5310／5370

■全自動アミノ酸分析機　JLC－500／V

■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置

　素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム

　応用装置・医用診断装置

：θ’・・　日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒116－OOI4東京都荒川区東日暮里5－7－18コスモパークビル

設立年月日 1979年10月16日

資　本　金 4億円

代表者名 増岡邦明

従業員数 150名

E－ma　11 bio－rad　com

URL（ホームページ） http：／／www．bio－rad・com

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－5811－6290　　FAX　O3－5811　6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥，液状シリーズ

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップと

UNITY　PCを利用した精度管理システム
〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール

②精度管理用PCプログラム　“UNITY”
③腸管出血1生大腸菌検査キット　“ノパパスE．coli　O－157”

④〃　“ノパパスベロ毒素EIA”
⑤ALA／PBGカラムテスト

⑥全自動薬物検査システム　“REMEDi－HS”

⑦全自動マイクロプレートEIAシステム　“Coda”

⑧ノパパス550マイクロプレートリーダー

⑨ノパパス1575マイクロプレートウォツシャー
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　　　　bioM6rieux　　〒lo7－oo61東京都港区北青山2－12－28青山ビル

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 フレデリック・ベノリエル

従業員数 94名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 カスタマーサポート

TEL　O3－5411－8799　　FAX　O3－5411－8777

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック2

特長：臨床細菌検査室の最も重要な検査である同定検査・感受性検査の完

全自動化を実現した第2世代の自動機器です。特に検体処理過程の最大限

の自動化並びに耐性菌の検証が可能となりました。

〔取扱い商品〕

A：細菌検査関連製品

　　自動細菌同定・感受性検査装置　バイテック／バイテック2

　　自動培養装置・培地　　　　　　ミニバイタル／バイタル／ヘモリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　パフォーマンス

　　同定検査キット・シリーズ　　　アピ・シリーズ／ラピテック

　　迅速検出キット・シリーズ　　　スライデックス・シリーズ

　　細菌培養用培地　　　　　　　　生培地／試験管培地　他

B：免疫血清関連製品

　　自動免疫蛍光測定装置　　　　　バイダス／ミニバイダス

　　測定試薬・感染症関連　　　　　　HIV，クラミジア，風疹IgG　他

　　　　　　　免疫化学関連　　　　甲状腺，婦人科ホルモン，腫瘍マー

　　　　　　　　　　　　　　　　　カー　他

C：血液凝固関連製品　　　　　　　Dダイマー，PT，　APTT　他

一1㎜『　　日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

　　　　　　　〒107－0052東京都港区赤坂8－5－26赤坂DSビル

設立年月日
1985年5月（1971年に創立されたべク1・ン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）

資　本　金 6億8，750万円

代表者名 レックス・バレンタイン

従業員数 395名

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

工場所在地 〒960－2152　福島市土船字五反田1

TEL：0245　93－2311

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 カスタマーセンター

TEL　O3－5413－8361 FAX　O3－5413－8133

〔展示主要商品〕

全自動抗酸菌検査装置／バクテック⑪MGITTM960

特長：抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です。月約640本

の分離培養検体を処理できます。検出時間の短縮と検出感度の向上が可能

になりました。

〔取扱い商品〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

細菌検査試薬・器材，生培地（BBL⑧）

感受性検査用ディスク（センシディスク⑧）

同定検査キット（BBL　CRYSTALTMシリーズ，　BBL⑪ミニテックシ

リーズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチュー
ブ）

血液培養システム（BACTEC⑧NR　730，9240，9120，9050システム）

自動細胞解析装置（FACScanTM），全自動細胞解析分離装置

（FACSortTM，　FACS　VantageTM），モノクロナール抗体

プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON⑪），研究

用試薬（cBP），接着分子抗体（cAMfolioTM）

血球計算システム（QBC⑧シリーズ）

滅菌済真空採血管（バキュティナ⑪システム），微量採血システム

（マイクロティナ⑭システム）

全自動血沈検査用装置（セディシステムTM）
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日本メジフィジックス株式会社

〒662－0918西宮市六湛寺町9－8

設立年月日 昭和48年3月20日

資　本　金 31億4，578万円

代表者名 中村日出彦

従業員数 745名

E－mai1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒669－1339三田市テクノパーク9－1

TEL　O795－68－4771

研究所所在地 〒669－1339三田市テクノパーク9－1

TEL　O795－68－3518　　FAX　O795－68－4053

商品間合せ先 担当部門 体外試薬営業部学術課
TEL：0798－．26－6801／03－3234－2635
FAX：0798－26－4621／03－3239－9737

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／Allegro　Lite

特長：・最大15項目　フルオートランダムアクセス方式・ソフトウェアに

Windowsを使用し，タッチスクリーン方式による簡便な操作・コンパク

トなサイズで最大処理が可能

〔取扱い商品〕

〔RIA製品〕アレグロIntact　PTHキット，アレグロACTHキット，モ

デルFT4キット，1，25VDキット『メジ』，　TPSA　IRMAキット『メジ』

他

〔Non　RI製品〕　TPSA　EIAキット『メジ』　TPSA　ELISAキット
『メジ』

〔糖尿病関連検査システム〕ツインクル，専用試薬……グルコース，総コ

レステロール，トリグリセライド，HbAl，

N・teωαreノートウェア株式会社
〒105－0012東京都港区芝大門2－12－9　浜松町矢崎ホワイトビル6F

設立年月日 1981年2月

資　本　金 4，000万円

代表者名 赤澤治行

従業員数 14名

E－ma　　l info＠noteware．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．noteware．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 401Park　Place，　Suite　219　kirkland，　WA98033　U．S．A

TEL FAX
商品間合せ先 担当部門 営業

TEL　O3－5472－8790 FAX　O3－5472－8796

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Clinical　Ware

特長：ノートウェアの臨床検査システムは，今日の臨床検査業務が抱える

様々なテーマに，効率化と信頼性の面からソリューションを与える最先端

の検査システムです。

〔取扱い商品〕

弊社は，臨床検査分野専門の会社で，18年間の実績と200施設以上への導

入実績を持っており，システムは18年間の導入実績による信頼性に加え，

常に最新のコンピュータ技術によりシステム構築をしております。現シス

テムは，世の中標準のDOS／V機とOSは安定性に定評のあるWindows－

NT4．0です。又，今後のインターネット，イントラネットを利用したネ

ットワークコンピュータ時代を迎え，弊社ではJAVAで開発した診療支

援プログラムの販売も開始しており，ユーザーのプラットホームに依存し

ないシステムを安価に提供してまいります。

現在，Clinical　Wareシリーズにはラインナップとして，臨床検査システ

ム，細菌検査システム，健診／ドックシステムがございます。
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ハイエルメディカル株式会社
　　〒i50－OOI3東京都渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル

函団ノt”－rオテi凹三7株蓑会社
〒ll3－0034東京都文京区湯島2－29－4古沢ビル

設立年月日 1967年2月1日 設立年月日 1979年3月1日

資　本　金 19億8，500万円 資　本　金 1，000万円

代表者名 A．R．　Wynn 代表者名 長倉　誠

従業員数 418名 従業員数 10名

E　mall　’ E　mall info＠biotec．co．jp

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

工場所在地．　〒一 工場所在地 〒

TEL： TEL
研究所所在地 〒 研究所所在地 〒

TEL： TEL：

商品間合せ先 担当部門 最寄の支店・営業所 商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX TEL：03　3816－6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器

　　尿検査製品

　　糖尿病検査製品

　　血液学検査製品

　　血液ガス分析製品

　　生化学検査製品

　　免疫自動分析製品

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器　　　　　　　　　　　　■分注装置

　　セラウォッシャーMW96シリーズ　　マルチディスペンサーEDRシリーズ

　　オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器

　　全自動血球凝集反応装置　ハルクス・オート1

　　凝集像自動読取装置　　　APAS－2000

　　オートドロッパーEDR，オートダイリューターEDLシリーズ

■HLA研究機器
　　セラドット6072シリーズ，セルドッターCDシリーズ

　　イムノビーズウォッシャーIBW－12

■EIA，　RIA用ビーズウォッシャー

　　プレート用BW－20，　BW－25

　　チューブ用TW－50N
■DNA分注器，核酸抽出装置　　　　　■その他特注品
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株式会社ピー・エム・エル

〒151－0051東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－3

設立年月日 昭和30年7月

資　本　金 28億6，458万円

代表者名 代表取締役社長荒井元義

従業員数 1，596名

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

工場所在地 〒151－0051渋谷区千駄ケ谷5　21－3

TEL　O3－3350－Ol11

研究所所在地 〒350－1101川越市的場1361－1

TEL　O492－32－3131　　FAX　O492－32－3132

商品間合せ先 担当部門 メリッツ開発部

TEL：0492－32－0601 FAX　O492－32－0597

〔展示主要商品〕

検査結果照会システム／メヌエット

特長：インターネットを利用した検査データ照会システム

〔取扱い商品〕

暗号化されたWWWサーバを通じてユーザが手元のパソコンから検査デ

ー タを照会できるようにするもので，ユーザーのパソコンには標準的なブ

ラウザがあればよく，特別なソフトやデータベースを必要としない。ま

た，これらブラウザが動作するマシンであれば機種を選ばず，Win－

dows95／NTはもちろんマッキントッシュやUNIXでも問題なく利用で

きる。WWWサーバはBML総合研究所で集中管理されるため，バージ
ョンアップや機能追加が瞬時に可能で，面倒なメンテナンス作業からも開

放される。検査結果は表やグラフで分かりやすく表示され，グラフの描画

にはJAVAが使用されており高速な表示とインタラクティブな処理が可

能となっている。また，このシステムの小型版を大規模病院内LANや地

域医療ネットワークでイントラネットデータ照会システムとしての利用も

可能である。

HlTACHl株式会社日立製作所
〒100－8220東京都千代田区丸の内1－5－1

設立年月日 大正9年2月1日

資　本　金 2，816億8，400万円

代表者名 代表取締役社長　庄山　悦彦

従業員数 約72，837名

E－mail Adm－Hid＠cm．　head．　hitachi．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　hitachi．　co．　jp／Div／keisokuki

工場所在地 〒312－8504　ひたちなか市大字市毛882

TEL：029－273　2111

研究所所在地 〒 9研究所

TEL：

商品間合せ先 担当部門 計測器グループ医用システム本部技術部

TEL　O3－3212－1111　　FAX　O3－3214　3125

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／日立検体前処理システム

特長：検査業務の効率化を目的とし，「モジュールアッセンブリ方式に基

づくパッケージシステム」「使い易さを重視したコンパクトシステム」を

実現しました。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器グルー

プを製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷

き，これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国

に張りめぐらされております。

日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密

な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ：日立グループの医療窓口会社，日立製作所製造の

自動分析装置の販売，MRI，　X線，超音波などの製造・販売を行ってい
ます。

日製産業株式会社：日立製作所直系工業専門商社で，科学機器では，分光

光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，掘場分析計，コロ

ナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。
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フィンガルリンク株式会社
　　　　　　　　　　　〒130－OOO5東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日 平成2年6月1日
資　本　金 1，000万円

代表者名 名郷根正昭

従業員数 15名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地．〒一
TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 臨床検査システム部

TEL：03－3625－6543　　FAX　O3－3625－6545

〔展示主要商品〕

血小板凝集測定装置／クロノログC－592

特長　全血0．5mlをキュベットに入れ測定

〔取扱い商品〕

血小板凝集測定装置

検査情報総合管理システム

病理システム

C540，　C560

ドクターワークス

ドクターワークス　病理サブシステム

㊤　　　　；罐留a　ファルマシア・アップジョン株式会社

　　　　　〒163－1439東京都新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティービル39F

設立年月日 1996年9月1日

資　本　金 52億5，500万円

代表者名 ローレンス・ペイン

従業員数 1，200名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒300－4247　つくば市和台23

TEL：0298－64－6810

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－5365－8336　　FAX　O3－5365－8338

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：感度，精度，信頼1生に定評のあるCAP　Systemをコンパクトに一

体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室

からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■UniCAP　System
　機器：ユニキャップ100

　測定項目：アレルギー検査

■CAP　System
　機器：フローロカウント96，オートキャップ他

　測定項目：アレルギー検査

■Delfia　System

　機器：アーカス蛍光光度計他

　測定項目：内分泌学的検査，癌関連検査他

■その他

　RIA試薬他
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▽7ワ∠弓・西子m”ett⑧
Fue（VOA

　　　　　　　　　　　　〒ll3－8420東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　金 43億8，000万円

代表者名 福田孝太郎

従業員数 1，850名

E－mail efukasaw＠fukuda．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．fukuda．co．jp

工場所在地 〒270－1495千葉県印旛郡白井町中台305－　1

TEL：0474－91－4411

研究所所在地 〒113－8420文京区本郷2－35－8

TEL：03－3814－1211　　FAX　O3－5684－1313

商品間合せ先 担当部門 商事営業センター

TEL：03－5800－5631　　FAX：03－5800－5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL－270CRP

特長：全血18xz　1で血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前

処理不要・測定時間は4分20秒
〔取扱い商品〕

　1．生体検査装置

　　　心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシ

　　　ステム／ポリグラフ／超音波診断装置／血圧計・心拍出量計／血球

　　　計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

　II．医用監視装置

　　　集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

　III．治療装置

　　　デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動

　　　脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテ

　　　ーテル

　IV．その他

　　　記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

⇔富士工撚灘＿＿
設立年月日 昭和5年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 壷井剛之介

従業員数 9名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門

TEL：03－3814－3621　　FAX　O3－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：新製品3D3一ワイドレンジ0～4，000mOsm／kgH20。スタンバイ5

分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。

メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　39003D33300

　　　　　　　　　　ミルク・クライオスコープ

米国マノスタット社…クレット光電光度計

米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティ

　　　　　　　　　　ンリムーバー

ドイツ　ホフマン社…電気バーナー

米国ドラモンド社……CMピペット

他にストップウォッチホルダー等を販売
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　　　　MEDICAし
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒104－0061東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日 昭和42年

資　本　金 7，500万円

代表者名 白壁英次

従業員数 600名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL’

商品間合せ先 担当部門 営業本部　ドライケムグループ

TEL　O3　3545　3326　　FAX　O3－5565－7020

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　3500

特長：比色／電解質方式の異なる項目も測定可能にし，全血から血漿を分

離するプラズマフィルターPFを開発。即時対応を増強し，さらに手間の

かかる希釈操作も自動化しました。

〔取扱い商品〕

●測定装置

　富士ドライケム　3500シリーズ：採血管対応小型多項目測定装置（4タ

　　　　　　　　　　　　　　　　イプ）

　富士ドライケム　5500　　　　：小型多項目測定装置

　富士ドライケム　800　　　　：電解質専用小型測定装置

　富士ドライケム　100タイプG：グルコース専用小型測定装置

　富士ドライケム　100タイプN：アンモニア専用小型測定装置

●測定試薬

　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

●標準液

　富士ドライケムコントロール液　QP－L，　H，　QN，　QE

くll　鷲鷹頸㌧竺竃
設立年月日 1950年12月18日

資　本　金 37億1，208万円

代表者名 藤田光一郎

従業員数 935名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒192－0031八王子市小宮町51

TEL　O426　45　0052

研究所所在地 〒 同上

TEL　O426－45－0071　　FAX：0426　46　8325

商品間合せ先 担当部門 検査薬学術部

TEL　O3　5695　9210 FAX　O3　5695　9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈

再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単

操作を実現。化学発光免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉

　血清検査（PA・HA法）：TP，　HBs，アンティHBs，　HTLV－1，

　　HIV，　HIV1／2，　CMV，　ASK，　ATG，　AMC，　MYCO　II　他

　（EIA法）：CA19－9，　CA125，フェリチン，β、M，α1　M他

　（ラテックス凝集法）：HbAlc，　ASO

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

　　ラ，TSH，　IgE，β2M，αIM，フェリチン，　HTLV－1，HIV，
　　HCV，　HBsAgAb，　HBCIgMAb，　TP，　FT3，　FT4，インシュリン他

　（FIA法）：FDP，　Dダイマー，　AT　III，　HBsAgAb，　CRP

　血液凝固線溶検査：D－Dダイマー
〈機器〉

　ルミパルスf，エバネットEV20
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軍扶桑薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－0045大阪市中央区道修町1－7－10

設立年月日 昭和12年3月25日

資　本　金 107億5，800万円

代表者名 戸田幹雄

従業員数 1，396名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2－3－11

TEL：06－6969－1131

研究所所在地 〒536－8523大阪市城東区森之宮2－3　－30

TEL　O6－6969－3131　　FAX　O6－6964－2706

商品間合せ先　’　担当部門 営業部営業四課

TEL　O6－6969－1131　　FAX　O6－6961－0061

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタット200

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検

体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

　　　アナライザー（100，200）

　　　カートリッジ（6＋，EC6＋，　G3＋，　EG6＋，　EG7＋）

　　　プリンター（HPプリンタ）

　　　電子シミュレーター

　　　その他

④ベイリンク株式会社
BAY　LINK　　　　　　　　　　〒272－0804市川市南大野2－lo－16

設立年月日 昭和48年10月

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　杉原正敏

従業員数 9名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 システム開発部

TEL：047　338　7130　　FAX　O47－338－7050

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ALPHA－NET

特長：WINDOWS－NT（98）対応の臨床検査データ処理システム・デー

タベースサーバーにオラクル8を使用し，大規模データベースにも対応し

やすくなっています。又，下記各システムに対してのWEBサーバを使用

したイントラネットで検査結果等の参照をサポートしています。

〔取扱い商品〕

1．ALPHA－NET（WIN　NT／98）
　　・タッチパネル利用のできる，ビジュアルシステム（1～100台構成）

　　・血液，血清，生化，細菌，尿一般検査等の総合システム

　　　　（オプションで，輪血管理も追加可）

2．ALPHA－NET（生理検査）
　　・生理検査予約，画像処理システム

3．ALPHA－NET（健診管理）

　　・検体検査，生理検査とのデータ共有による，患者さんのTOTAL

　　　データ管理が可能



14° e，．wwベックマン゜コールター株式会社

　　　　　　α）UUER　T一　東京都港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル

設立年月日 1977年7月1日

資　本　金 12億3，000万円

代表者名 西本泰治

従業員数 360名

E－－mall
URL（ホームページ） http：／／www．beckmancoulter．com

工場所在地 〒243－0021厚木市岡田3－8－23

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 業務推進グループ

TEL：03－5404－8424　　FAX　O3－3578－4605

〔展示主要商品〕

生化学全自動分析装置／LX20

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみなら

ず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への

対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できま
す。

〔取扱い商品〕

自動生化学分析装置：シンクロンCX3／4／5デルタ，9ALX，　LX20

血液分析装置：GEN－Sシステム，　MAXMA／L－Retic，　AcTシリーズ

細胞分析／分取装置：EPICS　XLシステムII，　EPICS　ELITE　ESP

血液凝固装置：Futura　Plus，　ACL3000／200

免疫化学分析装置：IMMAGE
電気泳動システム：パラゴンCZE2000

全自動電解質測定装置：シンクロンELI－SE

各種試薬

蕊割ヨス
　　　　　　　〒105－OOOl東京都港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル

設立年月日 昭和47年10月9日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長　飯田真作

従業員数
E　mall veritas＠veritastk．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業販売部／技術営業部

TEL　O3　3593－3211　　FAX　O3－3593－3216

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

　1．各種ヒト血清＆ヒト血漿

　　・健常人新鮮ヒト血清

　　・RF高濃度ヒト血清

　　・HDLコレステロール高濃度ヒト血清

　2．各種動物血清

　　・マウス血清

　　・ウサギ血清

　　・ヤギ血清

　3．各種リコンビナント抗原（感染症関連）

　　・rHIV
　　・rTP　等
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1≡三〃プレシジョン・システAeサイエンス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒206－0812稲城市矢野口1843－1

設立年月日 昭和60年7月17日

資　本　金 1億1，932万5，000円

代表者名 田島秀二

従業員数 31名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒206－0813稲城市矢野口1843－　1

TEL：0423－77　2721

研究所所在地 〒270－0025松戸市中和倉341－1

TEL：047－349　4004　　FAX　O47　349－4931

商品間合せ先 担当部門 営業

TEL：042　377　2721　　FAX　O42　377　0681

〔展示主要商品〕

核酸抽出装置／SX－6G

特長：本機は，磁性体粒子を利用した核酸自動抽出装置です。自動分注機

をべ一スにしたシンプルな構成で安価な製品です。ユーザーの自在な設定

が可能で試薬開発機としても御利用頂けます。

〔取扱い商品〕

核酸抽出装置

小型核酸抽出装置

化学発光測定装置

化学発光リーダー

検体分注装置

検体小型分注装置

希釈装置

洗浄装置

外部委託検体システム

SX－6G　SX－OG

SX－8G

HIMICO　SX－6P

LUMIPROT－II
RX－500

SX－II

AGS－30　MPD¶a
TB－50　BW－50

RUB－SYSTEM

θぬi舗∩しゴ研iiR所

　　　　　　　　　　　　　　　　〒336－0001浦和市常盤9－21－19

設立年月日 昭和51年2月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 中里時亜

従業員数　　40名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒336－0001浦和市常盤9　21－19

TEL：

研究所所在地 〒336－OOOI浦和市常盤9－21－19

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：048－833－3208　　FAX　O48　833－3273

〔展示主要商品〕

エパライザ／J1301　REP／1352

特長：一台で，蛋白分画及びLDH・ALP・CPK等のアイソザイム分
画の完全自動化〃

〔取扱い商品〕

全自動電気泳動分析装置

　　（エパライザ）

高速自動電気泳動装置

　　（REP）

デンシトメータ

支持体

測定項目　　蛋白分画

泳動項目　　LDH・ALP・CPK
　　　　　　AMY（一部マニュアル）

測定項目　　デンシトメータ単独使用可

　　　　　　（測定感渡　O．1～4．00Dまで）

泳動項目　　蛋白分画・各種アイソザイム

　　　　　　脂質分画　他

EDC
クリニスキャン2

セア膜（タイタンIII）

アガロース膜
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HOR■BA株式会社堀場製作所
〒601－8510京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 1953（昭和28）年1月26日

資　本　金 65億7，700万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 1，108名

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

工場所在地 〒60仁8510　京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL　O75－313－8121

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上　　FAX　O75－321－8312

商品間合せ先’　担当部門 医用システム統括部

TEL：075－313－5736　　FAX　O75－321－5648

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／LC－170　CRP

特長：全血から白血球3分類を含む18項目と，更にCRPを同時測定。前

処理一切不要。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC－141，　LC－140，　LC－151，　LC－150

動物用自動血球計数装置　LC－152

自動血球計数CRP測定装置　LC－170　CRP

電解質分析装置　SERA－520

pHメーター　Fシリーズ，　Dシリーズ

ム三菱電機株式会社
　　　　　　　　　　〒100－8310東京都千代田区丸の内2－2－3

設立年月日 1921年1月15日

資　　本　　金　．　1，758億円

代表者名 谷ロー郎

従業員数 46，440名

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

工場所在地 〒247－8520鎌倉市上町屋325

TEL　O467－44－1111

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 医療・ウェルネスプロジェクトグループ

TEL　O3－3218－3232　　FAX　O3　5252－7289

〔展示主要商品〕

三菱臨床検査自動化システム／MELAS

特長：三菱臨床検査自動化システムは，ルーチン・細菌・輸血・病理・生

理そして健診に至るまで，病院内検査部／検査センター／健診センターな

どを対象とし部門単位またトータルで業務の支援を図ります。

〔取扱い商品〕

・ 臨床検査システム（生化学，血清，血液，尿一般）
・ 細菌検査システム
・ 輸血検査システム
・ 病理診断支援システム
・ 生理検査システム
・ 健康診断システム
・ 健康管理システム
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UtEennt”　　メノi二5コ11未式舎ネゴt

　　　　　　〒153－0064東京都目黒区下目黒2－18－3　花谷ビル

設立年月日 昭和54年10月5日

資　本　金 1，000万円

代表者名　’　小野精一朗

従業員数’　7名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒153－0064　目黒区下目黒2　18－　3

TEL　O3－3495－0451

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL：03－3495－0451　　FAX　O3－3495－0582

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA　Analyzer　WBA－4

特長：生体内の血小板の情報を，「PATI」・「グレード」による評価法で

測定します。血栓症の予防，治療のため，抗血小板剤の選択，投与量の決

定及び，治療経過のモニターなど，血小板凝集機能測定に最適な装置で
す。

◎生体内により近い状態で「PATI」・「グレード」測定

　PGI，，赤血球，白血球及び高脂血漿などの存在下で簡単に精度良く測

　定できます。

◎微量検体（血液量0．8ml）で「PATI」・「グレード」測定

　血液検体を前処理せず全血検体そのままで測定しますので従来法
　（PRP法）の1／5量で測定できます。

◎簡単な操作で「PATI」・「グレード」測定

　4チャンネルマルチピペットの採用により簡単な操作で精度良く測定で

　きます。

≦ら　　株式会社メルシャンクリンテック

繊品借じ　　　〒jo4－0031東京都中央区京橋1－5－8　三栄ビル

設立年月日 平成5年4月

資　本　金 1，000万円

代表者名 水島勇之助

従業員数 29名

E－ma11
URL（ホームページ）

工場所在地 〒210－0801　川崎市川崎区鈴木町3－1

TEL：044　244　2091　　FAX　O44　244　2940

研究所所在地 〒251－0057藤沢市城南4－9－1

TEL　O466－35　6367　　FAX　O466－35　6445

商品間合せ先 担当部門 AS事業部

TEL　O3－3231－8910　　FAX：044－244－2940

〔展示主要商品〕

二次元データコード保管管理／メルコードDC　2システム

特長：情報の多様化とシンボルマークの最小化に対応した二次元データコ

ー ドを用い情報の簡略と高度セキュリティー管理および検索・保管管理シ

ステム（臨床材料，血液，血清，病原体等の保管管理ソフト）

　クリーンルームやバイオハザード施設の清掃・消毒の信頼性確保のため

に，独自にホルムアルデヒドガス発生中和装置（SQUBAS）およびガス

濃度計（NABA）を開発し，機器を導入したデータに基づくクリーン環

境作りを提案し顧客のアウトソーシングを受けています。今回紹介する商

品は二次元データコードを応用したもので，臨床材料等の検査情報が多様

化し，情報処理の重要性が問われています。本システム（メルコード

DC2システム）によって臨床サンプルの検索検出，保管庫（フリーザー

等）使用情報処理管理，個人情報のセキュリティー等を処理いたします。
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人脆manouchi山之内製薬株式芸社
　　　　　　　　　〒103－8411東京都中央区日本橋本町2－3－ll

設立年月日 昭和14年3月20日

資　本　金 795億8，400万円（’99．2．1）

代表者名　’　小野田正愛

従業員数 3，972名

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

工場所在地 〒425－0072：焼津市大住180

TEL：054－627　5111

研究所所在地 〒174－8511板橋区小豆沢1－1－8

TEL：03－3960－5111

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業本部診断薬営業部

TEL：03－5916－5555　　FAX　O3－5916　2608

〔展示主要商品〕

ホモジニアスEIA試薬／セディア　シリーズ

特長：セディア　シリーズは，日立・東芝・オリンパス・日本電子・島津

等の汎用生化学自動分析装置にて測定可能で，かつ精度及び経済性に優れ

た血中薬物濃度測定試薬です。

〔取扱い商品〕

★セディア　シリーズ：・セディアージゴキシンMAb・セディアーテオフ

ィリンII・セディアーバルプロ酸・セディアーフェニトインII・セディアー

フェノバルビタールII・セディアーカルバマゼピンII・セディアーコルチゾ

ー ル

★血清中可溶性インターロイキン2受容体測定試薬：セルフリーIL－2R

★簡易血糖測定器：・アドバンテージ・アクトレンドGC

★尿中微量アルブミン測定用試験紙：BMテストMAU　II

★尿簡易検査用試験紙：・BMテストマークIII・BMテストLシリーズ

★生化学検査システム：・レフロトロンS

★HBs抗原検出用キット：・リバースセル

★HBs抗体検出用キット：・リバースセルAb

★血清フェリチン測定試薬キット：・フェリチンテスト「山之内」

★血液検査用器具：山之内ディスポーザブル赤沈管

有限会社山久化成
〒206－0022多摩市聖ヶ丘2－18－6－501

設立年月日 平成6年5月12日

資　本　金 300万円

代表者名 山田倫久

従業員数
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL：042－389－4744　　FAX　O42－389－4819

〔展示主要商品〕

自動検体小分け装置／SasuGer180，200

特長：検体（血清）の小分け装置。小型（卓上タイプ），低価格，多検体処

理（親検体180，200本／時間）親検体のバーコードに基づき，自動的に指定

本数小分け分注する。

〔取扱い商品〕

1．自動検体小分け装置

　　・SasuGer180

　　・SasuGer200

2．自動検体容器ラベル貼り機

　　・AutoSuratt　SP　　　親検体用ラベル貼り機

　　・AutoSuratt　DC　　　　子検体用ラベル貼り機

3．HbA1，用検体希釈装置

　　・PiaTreat　50α（約500検体／時間処理）

　　・PiaTreat　30　（約150検体／時間処理）

4．ラベルプリンター

　　・NEP－4000　バーコード印刷，カラー印刷可能，400dpi

5．万能型多品種小容器充填ユニット（製造用試薬分注装置）

　　多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注　中栓　キャッピング作

　　業）
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輌岨D株式会社ユニフレックス
　　　　　〒113－0033東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F

設立年月日 1976年8月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 服部　晃

従業員数 46名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 受注サービス課

TEL：0471－47－3034　　FAX　O471－44－8242

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，サンプルカップ

特長：エルケイ社製のプラスチック消耗品は，高純度素材を使用している

ので，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック器材です。2000種

を越す製品が用意してあります。

〔取扱い商品〕

エルケイ社製プラスチック消耗品

器筈畏語蒜器暑ラジオメークートレーティング株式会社

〒153－0062東京都目黒区三田1－12－23

設立年月日 平成2年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 ペーター・シャノー

従業員数 120名

E－mai1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL：

研究所所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL：

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL　O3－5704－8015　　FAX　O3－5704　8055

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL700シリーズ

特長：ABL700シリーズは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液

ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ

管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長がありま
す。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム

電解質・代謝分析装置

経皮血液ガスモニター

精度管理溶液

動脈血サンプラー

ABL700シリーズ，　ABL555シリーズ

EML105

TCM3，　TCM30
クオリチェック，マルチチェック

PICO
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　　　　　　　〒105－0014東京都港区芝2－6－1日本ロシュビル

設立年月日 1998年8月1日

資　本　金 25億円

代表者名 倉島君夫

従業員数 385名

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

工場所在地 〒247－0063鎌倉市梶原200

TEL：0467－47－2260

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 試薬本部

TEL：03－5443－7041～5　FAX　O3－5443－7114

〔展示主要商品〕

COBAS　シリーズ

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべて

の分野の分析機をラインナップ。お客様のトータルソリューションをご提

供させて頂きます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉

　・COBAS　INTEGRA　700／400

　・COBAS　MIRA－Plus
〈免疫血清自動分析装置〉

　・ECLusys　2010

　・COBAS　CORE　II
　・ES　300／700

〈PCR自動分析装置〉

　・COBAS　AMPLICOR
〈血液凝固自動分析装置〉

　・STA
　・STA　Compact

Whatmanワントマンジャパン株式会社

　　〒llO－0005東京都台東区上野3－1－2　秋葉原新高第一生命ビル6F

設立年月日 1983年9月19日

資　本　金 5，000万円

代表者名 代表取締役　中村光宏

従業員数 32名（’99年6月現在）

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒 ．VVhatman－lnternational　Ltd．
’ Maids．　tone、　Kent，　England

TEL
研究所所在地 〒 ・Whatman　International　Ltd．

’ Maids．　tone，　Kent，　England

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 ヘルスケアビジネス

TEL：03－3832－6707　　FAX　O3－3832－6457

〔展示主要商品〕

ニトロセルロースメンブレン／PuraBindTM

特長：診断薬デバイス製造用素材です。界面活性剤などの添加物が一切含

まれていない溶液で処理した“ピュア”なメンブレンなので，ブロッキン

グ加工などを自由に行うことが可能です。また，新たに強IgG吸着（“バ

インド”）性能を持ったシリーズを開発いたしました。技術サービスも含

め，お客様の目的に合った素材をご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

コンジュゲートリリースパッド

血球分離フィルター

サンプル調製紙

吸水紙

血液採取・保存紙

DNA分取・採取・保存紙
サンプル採取紙（唾液，尿，便など）

特殊加工サービス（ラミネート，コーティングなど）



◎　和光純薬工業株式会社
Wako
　　　　　　　　　　　〒541－8605大阪市中央区道修町3－1－2

ワープ太陽株式会社
〒532－0011大阪市淀川区西中島7－2－7

設立年月日 大正11年 設立年月日 平成7年5月1日
資　本　金 23億3，156万円 資　本　金 1，000万円

代表者名 田中幹晃 代表者名 三橋信二

従業員数 1，600名 従業員数 10名

E　mall E　mall
URL（ホームページ） URL（ホームページ）

工場所在地 〒510－1222　三重県三重郡菰野町大字大強原2613　2 工場所在地 〒579－8046　東大阪市昭和町9－11

TEL：0593－93－4881 TEL：0729－84－3531

研究所所在地 〒661－0963　尼崎市高田町6－1 研究所所在地 〒

TEL：06－6499－1501 TEL：
商品問合せ先 担当部門 東京臨床検査部 商品間合せ先 担当部門 営業

TEL：03　3270　9137　　FAX　O3　3241－5752 TEL：06　6390　1848　　FAX　O6－6390－1504

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置／JIA－HB200

特長：●200検体／時間の高速処理　●多点検量キャリブレーションは自

動希釈系列機構を搭載　●廃棄物は吸収パットで除臭していますので，い

つもクリーンです。

医療機器／ハロ　コスミック

特長：遠赤外線とマイコンハイテク技術で最先端を独走するHALO

COSMIC。10分で10kmの速歩刺激に匹敵する究極の血行促進健康法で
す。言葉で表現できない心地良さと優れた医療効果を，是非，ご体感下さ

い。
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Medix　Biochemica　Oy　Ab
Asematie　l3FIN－02700　kauniainen　Finland

露酬眺灘簸
　　　　　　　　　400Ford　Road－Bldg．100－Denville，　NJ　O7834　U．S．A．

設立年月日 1985年
設立年月日

資　本　金
資　本　金

代表者名 担当者名 Travis　T．　Smyre

従業員数 80名 従業員数

E　mall pekka　hilden＠medixbiochemica．com E－mai1 scimedxnc＠aol．com

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

工場所在地 〒
工場所在地 〒

TEL
TEL十1－973　625－8822　FAX十1－973　625　8796

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

TEL：十358－9－547－680 TEL：03　3689－8724

FAX：十358－9－505－3441

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

〔展示主要商品〕
TEL FAX

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・ モノクロナール抗体各種

・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種
・ 酵素免疫測定法キット各種

　当社は，1978年にMEDIX臨床／抗体研究所で開発したモノクロナー

ル抗体を販売して以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，

1986年からは日本にも輸出しております。

　当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30％をR＆D

に投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクロナール抗体の提

供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々をご支援したいと考

えております。

〔会社紹介〕

　当社は，自己免疫疾患と感染症に対する蛍光免疫法・ELISAおよびメ

ンブラン・テクロノジーの分野を専門領域とする会社で，私どもは20年に

わたって，インビトロの診断を強調し乍ら医療用具産業にたつさわってき

ました。我が社は，二極構造をとっております。1つは当社の臨床検査室

用製品で，他はTEKFILEサービスであります。

　TEKFILEサービスとは，　FDA申請書類の作成，製造に関する契約書，

臨床確認書（Clinical　Varidation），製品開発，完全な米国法律の手続き

などを意味します。当社の目標は，医療診断機器産業界で，よりよいサー

ビスと製品を供給することであります。

　当社は，製品企画と製造に関して相互に連繋する企業のグループ化をお

手伝いしております。この場合，厳しい秘密保持と信頼の下に，それぞれ

の製品の正確な設計書の作成などをお手伝い致します。
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AACC　American　mm　tbr（】ini（A　Chem㎞y　MEDICA運営事務局・デュツセルドルフ見本市会社

　AACCは，臨床化学，　Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病

理学などを専門とする10，000人の会員を擁iする非営利の学術的，国際的な協

会で，本1998年には創立50周年を迎えた長い歴史をもっております。

　AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical　Chemist－

ry　Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual　Meetingで

は，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展

示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40，000人を越える

見学者を迎えております。

　AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News　Letter」を発行して

おります。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質

⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白

およびリボ蛋白　⑪TDMおよび毒物学　⑫Laboratory一情報システム

Messe　DUsseldorf　GmbH

Stockumer　Kirchstrasse　61，40474　Dttsseldorf，　Germany

　AACC入会希望の方は，申込書および年会費＄130．00を下記あてに送付

して下さい．

American　Association　for　Clinical　Chemistry，　Inc．

2101LSt．，　NW，　Suite　202

Washington，　DC　20037－1526

Tel：1－202－857－0717，　ext．739

Fax：1－202－833－4576

E－mail：cdonnell＠aacc．　org

Home　Page：http：／／www．　aacc．　org

設立：1947年

代表者名：Hartmut　Krebs（ハルトムート　クレーブス）

従業員数：480名

本社：TEL：＋49－211－456001　Fax：＋49－211－4560668

問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ日本

　　　　　　　TEL：03　5210－9951　Fax：03－5210　9959
〈展示品＞

　　　　MEDICA国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション

　　　　MEDICAは1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機
　　　　器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け1998年度の開催では

　　　　世界54力国から2，673の企業の出展と78力国から119，100人の来場者

　　　　が記録されています。

　　　　MEDICAは最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反
　　　　映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させま

　　　　した。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

　　　　電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP

　　　　整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス

　　　　病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム

　　　　清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

　　　　　　　　　　　　AACC　2000年度総会

総会開催地：サンフランシスコ市，カリフォルニア

総会期日　：2000年7月25日一29日　展示会期日：2000年7月27日一29日

総会開催地　シカゴ市

AACC　2001年度総会

　　　総会期日：2001年7月29日一8月1日

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

　Sherago　International　Inc．

　11Penn　Plaza・Suite　1003・New　York，　NY10001

　Tel：十1－（212）643－1750・Fax：十1－（212）643－1758／57

＝一＝二二　　Pra：is

　　　　　　und
＝一一一一＿≡　HospitaI

MED雇誓
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BIVDA
（The　B前sh　ln　Vii加Diagr頑csA一㎞）

　1Queen　Anne’s　Gate，　London　SWlllgBT，　England　UK

TEL：十44171－957－4633　FAX：十4417仁957－4644

E－mail：bivda＠compuaerve，com
Home　page：http：／／www．bivda．co．uk

担当者：Mr　Bill　Cunningham

主な活動：臨床検査機器サプライヤー協会

設立：1992年

英国内の臨床検査診断薬分野でビジネスを展開している95社がメンバーとな

っています。BIVDAはヨーロッパの診断薬製造業協会（EDAM）に対して
は英国診断薬業界の利益を代弁し，EDAMはヨーロッパ，特にヨーロッパ
委員会にたいして臨床検査診断薬業界全体の利益を代表します。

BIVDAは英国で活発に事業を展開している製造業者と商社の両方を会員に
もち，海外に本拠を置く会社もメンバーになる事ができます。

BIVDAでは英国の臨床検査診断薬市場に興味を持つ会社からの問い合わせ

には誠意を思って対応しています。日本の皆様からのお問い合わせをお待ち

しております。

　　　　　（JACLAとBIVDAは海外の友好団体として提携しております）
〔会員会社紹介〕

lnvitech　Ltd

　本社：15Witney　Way，　Boldon　Business　Park，　Tyne＆Wear　NW　359

　　　　PE，　UK

　Tel：十44－191－519－4700　Fax：十44－191－519－4701

　E－mail：info＠invitech．freeserve．co．uk

　Home　page：http：／／www．invitech．freeserve．co．uk

　担当者：Mr　Bill　Cunningham，　President

　主な活動：臨床研究と医療の現場で使用される革新的な診断用製品の開発

　　　　　　と販売。特に臨床研究で用いられる幅広い免疫測定コントロー

　　　　　　ル製品に強み。

Omega　Diagnostics　Ltd

住所：Omega　House，　Carsebridge　Court，　Whine　Road，　Alloa　FK　103LQ

　　　　Scotland，　UK

　TEL　l十44－1259－217315　Fax：十44－1259－723251

　E－mail：andrew＠omegadiagnostics．co．uk

　担当者：Mr　Andrew　Shepherd，　Managing　Director

　主な活動：世界中の病院や研究機関で使われる高品質診断薬キットの製造。



展示会社　住所録



152 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
株式会社アイアールメディカル 本　　　社 134－0088 江戸川区西葛西5－5　6 （03）3688－4026 （03）36882445

アイ・エム・アイ株式会社 本社／営業2課 343－0824 越谷市流通団地3－3－12 （0489）88－4411 （0489）61　1350

札幌営業所 003－0022 札幌市東区北22条東16－4－21 （011）787－9010 （011）787－9005

仙台営業所 989－3124 仙台市青葉区上愛子字蛇台原12 （022）392－6820 （022）391－1045

東京営業所 113－0033 文京区本郷3－4－5　ハイムお茶ノ水 （03）3816－4411 （03）3816－4420

横浜営業所 220－0023 横浜市西区平沼2－4－14　山城ビル （045）316　1119 （045）316－2422

静岡営業所 420－0038 静岡市梅屋町6－4 （054）255－1278 （054）251－8477

愛知営業所 480－1131 愛知県愛知郡長久手町長漱字荒田41－11 （0561）63－7177 （0561）64－0323

大阪営業所 564－0062 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）6385－5205 （06）6368－1333

岡山営業所 700－0951 岡山市田中166101 （086）241－9585 （086）244－9397

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南2　9　11 （092）473－1871 （092）415－5335

株式会社アイディエス 本　　　社 862－0938 熊本市長嶺東8－14－30 （096）380－4225 （096）389－2077

東京連絡事務所 150－0002 渋谷区渋谷1－4－6　ニュー青山ビル701 （03）5469－9314 （03）5469－9316

大阪連絡事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－6－14　新大阪第2日大ビル611号 （06）6370－1850 （06）6370－1851

ア　ジ　ア器材株式会社 本　　　社 194－0022 町田市森野2－27－12 （042）723－4670 （042）728－0163

株式会社アズ　ウ　ェ　ル 本　　　社 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （06）6941－0308 （06）6941－4861

札幌支店 060－0007 札幌市中央区北7条西13－9－1 （011）281－3000 （011）281－3250

仙台支店 984－0046 仙台市若林区二軒茶屋1－6 （022）295－0631 （022）295－0635

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町3－6　2 （03）5695－4144 （03）5695－4190

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641 （052）211－4645

金沢支店 920－0805 金沢市小金町9－20 （076）252－1921 （076）252－2167

大阪支店 571－0044 門真市松生町4－6 （06）6909－7645 （06）6909－4960

高松支店 761－0101 高松市春日町1706 （0878）41－3088 （0878）43－8148

広島支店 730－0016 広島市中区幟町11－4 （082）2212954 （082）2212969

福岡支店 810－0004 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）7515054 （092）771－3678

株式会社アステックコーポレーション 本　　　社 553－0005 大阪市福島区野田5　17　22 （06）6466－1677 （06）6466－1601

東京営業所 105－0014 港区芝2－29　11 （03）5439－7461 （03）5439－7462

福岡営業所 812－0044 福岡市博多区千代4－29－46 （092）642－1823 （092）642　1822

アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 113－OO34 文京区湯島4－1－11 （03）3815　2921 （03）38154347

北海道営業所 060－0003 札幌市中央区北3条西4 （011）231－9116 （011）231－9169
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東北営業所 980－0804 仙台市青葉区大町2　2　10 （022）262－3511 （022）263－9467

関東営業所 331－0852 大宮市桜木町1－7－5 （048）644　4362 （048－644－4875

首都圏営業支店 104－0031 中央区京橋1－19－8 （03）3562－0211 （03）3564　2860

中部営業所 450－0003 名古屋市中村区名駅南1－4－12 （052）5819310 （052）582－7615

関西営業所 530－0047 大阪市北区西天満5　2－18 （06）6362－6341 （06）6365－6424

中国営業所 730－0031 広島市中区紙屋町1－2－22 （082）248－2421 （082）247－5951

四国営業所 760－0023 高松市寿町1－3　2 （087）851－3786 （087）8225685

九州営業所 810－0004 福岡市中央区渡辺通2－1　82 （092）712－5811 （092）731－3502

ア　　ロ　力　株　式　会　社 本　　　社 181－8622 三鷹市牟礼6　22－1 （0422）45　5111 （0422）48－5886

札幌支店 065－OO33 札幌市東区北33条東10　5　15 （011）722－2205 （011）7222208

仙台支店 980－0803 仙台市青葉区国分町3－9－8 （022）262　7181 （022）261－5310

水戸支店 310－0905 水戸市石川2　4249－5 （029）255－1811 （029）255　1812

名古屋支店 468－0051 名古屋市天白区植田3－803 （052）805　2660 （052）805－2283

大阪支店 530－0004 大阪市北区堂島浜1－4－28 （06）6344　5391 （06）6344－5396

広島支店 733－0035 広島市西区南観音5－9－7 （082）292－0019 （082）292－6329

高松支店 760－0079 高松市松縄町字宮西291 （087）866－6012 （087）866－6021

福岡支店 812－0054 福岡市東区馬出4　3－10 （092）633－3131 （092）633－3621

熊本支店 862－0975 熊本市新屋敷1－8－1　森田ビル （096）366　9201 （096）3642164

株式会社医学生物学研究所 本　　　社 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F （052）971－2081 （052）971－2337

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F （011）717－6547 （011）717－6546

仙台営業所 983－0852 仙台市宮城野区榴岡2－1－15　新大内ビル4F （022）295－0121 （022）295－0122

首都圏統轄営業所 173－0004 板橋区板橋2－9－3　日本鋼管工事埼京ビル4F （03）5248－2861 （03）5248－2930

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3　5　10住友商事丸の内ビル5F （052）9720470 （052）9712065

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F （06）6305－2039 （06）6305－6255

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－1　4　タカ福岡ビル5F （092）4810530 （092）4810537

伊那研究所 396－0002 伊那市大字手良沢岡字大原1063－103 （0265）76－1777 （0265）76－0584

株式会社エイアンドティー 本　　　社 206－0011 多摩市関戸2－24－27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル （042）357－8511 （042）357－8529

札幌オフィス 003－0022 札幌市白石区南郷通13一南3－1 （011）864　1165 （011）864　1162

盛岡オフィス 020－0127 盛岡市前九年3－13－3 （019）647－1033 （019）647－0266

東京オフィス 206－0011 多摩市関戸2－24－27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル （042）3578517 （042）357－8528



154 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　在　　　　地 電話番号 FAX番号
名古屋オフィス 465－0025 名古屋市名東区上社1－1304 （052）776－3105 （052）776－0126

大阪オフィス 564－0054 吹田市芳野町1－4 （06）6337－1555 （06）6337－1060

広島オフィス 731－0138 広島市安佐南区舐園3－4－11 （082）875－9823 （082）875－9833

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－16－19　博多昭和ビル （092）414－4333 （092）414－4355

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　社 113－8408 文京区本郷1－33－8 （03）3813－5401 （03）3813－1207

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西14－3－23札幌泉ビル （011）281－5401 （011）281－5404

仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通2－1－33伊沢竹に雀ビル （022）272－3501 （022）272－3230

東京第1／2営業所 130－0026 墨田区両国1－12－8　ムネカワビル （03）3634－4461 （03）3634－4114

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル （052）951－3022 （052）971－1146

京都営業所 604－0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　第百生命ビル （075）212－7277 （075）212－7288

大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F （06）6264－5312 （06）6264－5322

広島営業所 733－0812 広島市西区己斐本町2－12－30SKビル （082）271－5319 （082）272－1272

高松営業所 760－0056 高松市中新町12－1　徳寿ビル （087）837－7787 （087）837－2393

福岡営業所 810－0001 福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル （092）751－2227 （092）711－7085

エム・シー・メディカル株式会社 本　　　社 160－8355 新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビル （03）5330－7861 （03）5330－0499

東京支店 160－8355 新宿区西新宿7－5－25西新宿木村屋ビル （03）5330－7863 （03）5330－7867

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2－1－10　船場モンブランビル （06）6271－7855 （06）6271－1012

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－13－21　エフビル （092）476－0833 （092）476－0832

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 本社，東京オフィス 135－0016 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （03）5632－7300 （03）5632－7338

北海道オフィス 060－0042 札幌市中央区大通西12－4 （0120）03－6527

東北オフィス 980－0022 仙台市青葉区五橋2－10－18 〃

大宮オフィス 330－0844 大宮市下町2－16－1－102 ノノ

船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18－10 〃

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3－20－12 〃

名古屋オフィス 465－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町15－14 ノノ

大阪オフィス 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－36 ノノ

広島オフィス 732－0824 広島市南区的場町1－2－18 〃

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅前1－3－10 ノノ

小野薬品工業株式会社 本　　　社 541－8526 大阪市中央区道修町2－1－5 （06）6222－5551 （06）6227－1668

東京試薬部 101－0041 千代田区神田須田町2－5 （03）5296－3715 （03）5296－3736
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札幌支店 003－0011 札幌市白石区中央1条2－15－1 （011）841－8611 （011）832－2168

仙台支店 980－0011 仙台市青葉区上杉3－4－8 （022）221－3676 （022）263－8392

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区錦3－2－4 （052）961－6421 （052）971－0152

京都支店 600－8311 京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町35 （075）352－4861 （075）352－4881

神戸支店 651－0086 神戸市中央区磯上通7－1－8　三宮インテス5F （078）232－0051 （078）232－0054

広島支店 732－0052 広島市東区光町2－11－6 （082）264－5521 （082）264－5553

高松支店 760－0002 高松市茜町19－15 （087）883－5400 （087）833－5142

福岡支店 812－0023 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154 （092）272－1244

オ　ム　ロ　ン　株　式　会　社 東京本社 105－0001 港区虎ノ門3　4－10 （03）3436－7055 （03）3436－7254

仙台営業所 980－0803 仙台市青葉区国分町3－6－1　仙台パークビル8F （022）265－2734 （022）265－1631

名古屋営業所 450－0002 名古屋市中村区名駅4－5－78 （052）561－0197 （052）561－6775

西部営業課 541－0058 大阪市中央区南久宝寺町3－6　6　御堂筋センタービル2F （06）6282－2576 （06）6244－0819

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街1－1　新幹線博多ビル7F （092）414－3209 （092）414－3220

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 本社磯器事業部） 136－8631 江東区新砂1－2－8 （03）5635－5190 （03）3699　7220

札幌支店 064－0820 札幌市中央区大通西21－2－12 （Ol1）643－0901 （011）611－7780

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町4－1－1 （022）261－6801 （022）264－3035

名古屋支店 450刈002 名古屋市中村区名駅4－5－20 （052）583－1861 （052）583－1866

大阪支店 530－0003 大阪市北区堂島1－5－17 （06）6341－2675 （06）6341－0646

広島支店 730－0011 広島市中区基町12－3 （082）228－9977 （082）228－2811

福岡支店 810－0012 福岡市中央区白金1－17－8 （092）526－7833 （092）526－7922

オリンパス販売株式会社 東京販売部 101－0062 千代田区神田駿河台3－4　龍名館ビル （03）3251－9491 （03）3251－9820

札幌支店 060－0034 札幌市中央区北4条東1－2－3　札幌フコク生命ビル （011）222－2551 （011）222－2587

仙台支店 981－3133 仙台市泉区泉中央1－13－4　泉エクセルビル （022）218－8491 （022）218－9179

大宮支店 331－8669 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル （048）644－8122 （048）641－0184

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）201－9601 （052）2019146

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）6252－6697 （06）62510094

金沢支店 920－0961 金沢市香林坊1－2－24　千代田生命金沢ビル （076）222－3434 （076）262－2318

広島支店 730－0013 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921 （082）222－0184

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－14－1　日本生命福岡ビル （092）711－1881 （092）712－1605

オルガノンテクニ力株式会社 本　　　社 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4－14－4SKビル千駄ヶ谷 （03）3475－2180 （03）3475－2190
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盛岡駐在所 020－0834 盛岡市永井24－52－7 （0196）39－0939 （0196）39－0947

仙台営業所 981－1106 仙台市太白区鹿野3　1　24 （022）304－2161 （022）304　2162

東京第一営業所 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4－14－4SKビル千駄ヶ谷 （03）3475－2188 （03）3475－2190

東京第二営業所 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4　144SKビル千駄ヶ谷 （03）3475－2188 （03）34752190

名古屋営業所 460－0007 名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル東館606 （052）251－7871 （052）263－9398

大阪営業所 541－0045 大阪市中央区道修町1－2－4　大和道修町ビル4F （06）6232－1116 （06）62321147

広島営業所 733－0022 広島市西区天満町7　5　第二西村ビル403 （082）295－8138 （082）291－9162

福岡営業所 812－0033 福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル2F （092）291－2413 （092）2819078
人崎ロジスアイク
センター

142－0063 品川区荏原1－19－17 （03）57513941 （03）5751－3938

株　式　会　社　カ　イ　ノ　ス 本　　　社 113－0033 文京区本郷2－38－18 （03）38164485 （03）3816－6517

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北7条西4－1－2 （011）737－5290 （011）7375292

仙台営業所 982－0012 仙台市太白区長町南3－3－43 （022）249　5527 （022）249－7544

東京営業所 113－0033 文京区本郷2　38　18 （03）3816－4481 （03）38164110

名古屋営業所 464－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70 （052）783－1364 （052）783－1365

大阪営業所 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）6370－1131 （06）6370－7710

広島営業所 730－0014 広島市中区上幟町7－3 （082）224－1480 （082）224－1481

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－14－34 （092）441－6996 （092）4416997

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　社 103－8412 中央区日本橋本町3－2－8 （03）3279－1751 （03）3279－5560

臨床検査薬部 103－0023 中央区日本橋本町3－11－5　マルサンビル （03）36678061 （03）3667－6891

大阪支店 541－0048 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）6222－3709 （06）62231729

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－1－32　堀池ビル （092）4149361 （092）414－9356

札幌営業所 004－0811 札幌市豊平区美しが丘1条8－4－1 （011）882　1511 （011）883－2538

仙台営業所 983－0035 仙台市宮城野区日の出町1－7－9 （022）284－0175 （022）284－9816

埼玉営業所 364－0013 北本市中丸3－82 （0485）92－2361 （0485）91－2550

筑波営業所 300－2406 茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504－1 （0297）52－4816 （0297）524869

静岡営業所 422－8047 静岡市中村町393 （054）281－2010 （054）281－4986

中京営業所 491－0922 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725 （0586）24－3038

株式会社京都第一科学
本社クリニケーション

インカンパニー 601－8045 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－6386 （075）671－8289

東京支店 104－0033 中央区新川2－9－9　SHビル2F （03）5541－3451 （03）5541－3455

大阪支店 564－0063 吹田市江坂町1－16－31KIMビル4F （06）6337－9753 （06）6337－8313
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札幌営業所 062－0053 札幌市東区北22条東10－3－3 （011）7505888 （011）741－3088

仙台営業所 981－3133 仙台市泉区泉中央1－37－1 （022）218　4131 （022）2184136

大宮営業所 330－0034 大宮市土呂町2－44　ウェルズ土呂 （048）668－1331 （048）668－1320

横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2　13　6 （045）474－0184 （045）474－0194

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1－248　三陽ドーリエビル （052）777－1601 （052）777－1603

広島営業所 733－0022 広島市西区天満町6－12岩崎ビル104号 （082）294－0533 （082）294－0573

福岡営業所 815－0081 福岡市南区那の川1　4－3　第3MKビル （092）526　1407 （092）526－1409

協和メデックス株式会社 本　　　社 104－0042 中央区入船2－1－1 （03）3297－8103 （03）3297－8113

東京支店 104－0042 中央区入船2－1－1 （03）3297　8111 （03）3297－8115

大阪支店 530－0001 大阪市北区梅田1－12　17 （06）63464821 （06）6346－4816

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1 （011）261－5455 （011）2615457

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－12－12 （022）213－3821 （022）2133829

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370 （052）953－6010

広島営業所 732－0827 広島市南区稲荷町2－16 （082）2619880 （082）261－9882

四国営業所 790－0001 松山市一番町3－2－11 （089）941－8807 （089）941－8905

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

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

久保田商事株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－29－9 （03）3815－1331 （03）3814－2574

札幌出張所 001－0032 札幌市北区北32条西2－3－12 （Ol1）758－3920 （011）758－3920

仙台出張所 980－0004 仙台市青葉区宮町4　5－43 （022）223－4927 （022）223－4926

つくば出張所 305－0033 つくば市東新井2617 （0298）56－3211 （0298）565811

新潟出張所 950－0982 新潟市堀之内南2－8－16 （025）241－8407 （025）2418408

名古屋出張所 460－0007 名古屋市中区新栄1－17－24 （052）262－3705 （052）262－3706

大阪出張所 540－0013 大阪市中央区内久宝寺町4－2－17 （06）6762　8471 （06）6762－8473

広島出張所 730－0049 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243－6514 （082）243－6528

四国出張所 790－0038 松山市和泉北2－6－31 （089）946－1080 （089）946　1080

福岡出張所 812－0061 福岡市東区筥松1　6　11 （092）621－1161 （092）6211162

ケイオー電子工業株式会社 本　　　社 567－0828 茨木市舟木町5－12 （0726）34－1022 （0726）34　1018

興和オプチメド株式会社 本社，名古屋支店 46『0003 名古屋市中区錦3　6－29 （052）963　3296 （052）963－3297

東京支店本部 103－0023 中央区日本橋本町3　4　14 （03）3279－7514 （03）3279　7541
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大阪支店 541－0074 大阪市中央区淡路町2　3　5 （06）6204　6182 （06）6204－6188

仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通1－1－26 （022）267－1784 （022）211－6969

広島営業所 730－0014 広島市中区上幟町8－20 （082）5028571 （082）502－8570

福岡営業所 812－0025 福岡市博多区店屋町4－15 （092）271－2663 （092）282－0392

国　際　試　薬　株　式　会　社 本　　　社 651－0083 神戸市中央区浜辺通2－1－30　三宮国際ビル6F （078）231－4151 （078）232－0548

札幌営業所 003－0023 札幌市白石区南郷通3一北1－1　中井ビル1F （011）862　1259 （011）861－5380

仙台営業所 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台第2協立ビル4F （022）225－5607 （022）225－5649

東京営業所 110－0016 台東区台東1－38－9　イトーピア清洲橋通ビル6F （03）5688－6761 （03）56886789

横浜営業所 231－0006 横浜市中区南仲通4－49　福久ビル4F （045）212－5391 （045）212－4647

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内1－16－15　名古屋フコク生命ビル2F （052）201－1861 （052）201－2250

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島5　14　5　新大阪INビル8F （06）6308－4650 （06）6308－4670

広島営業所 730－0802 広島市中区本川町2－6　11　第7ウエノヤビル6F （082）294－0642 （082）294　3966

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－13－34エコービル5F （092）411－2187 （092）4754863

株式会社コスモテック 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町3－7－11 （03）5687－5787 （03）5687－5980

小林記録紙株式会社 本　　　社 448－8656 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）26－5310 （0566）26－5308

医療事業推進室 460－0003 名古屋市中区錦1　17　13 （052）222－3121 （052）2227135

株　式　会　社　サ　　ト　ー 本　　　社 150－0002 渋谷区渋谷1－15－5 （03）3797－9201 （03）3797－9218

国内営業本部 150－0013 渋谷区恵比寿4－9－10 （03）5449－4410 （03）5449－4464

東京支社 150－0013 渋谷区恵比寿4　9　10 （03）5449－3105 （03）5449－9245

大阪支社 54rOO53 大阪市中央区本町3－2－8 （06）6243－7850 （06）6243　7860

札幌支店 060－0042 札幌市中央区大通り西18　2 （011）631－4111 （011）631－4118

仙台支店 983－0852 仙台市宮城野区榴岡4－2－8 （022）297－4011 （022）297－4014

名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅2－45－14 （052）586－0016 （052）5860058

広島支店 732－0052 広島市東区光町2－7－35 （082）262－7011 （082）2622212

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－9－1 （092）4775406 （092）474－2778

他7支店16営業所

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　社 103－8426 中央区日本橋本町3－5－1 （03）5255－7111 （03）5255－7035

銀座別館 104－8113 中央区銀座2－7－12 （03）3562－7506 （03）3562　7507

他11支店
三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町1－10－6 （03）3863－3271 （03）3864－5644
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東京支店 101－0032 千代田区岩本町1－7　1 （03）3863－3261 （03）3862－3089

大阪支店 532－0003 大阪市淀川区宮原5－8－5 （06）63912501 （06）6396－6488

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3　10　15 （092）482－2751 （092）482－2756

札幌営業所 060－0906 札幌市東区北6条東2　8 （011）7113696 （011）742－1957

横浜営業所 231－0032 横浜市中区不老町3－12 （045）641－2531 （045）662－9945

名古屋営業所 453－0839 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772 （052）412－7825

広島営業所 730－0022 広島市中区銀山町1－11 （082）2432678 （082）243－4942

高松営業所 760－0074 高松市桜町2　15－46 （087）831－8964 （087）835－9330

シーアイエスダイアグノスティック株式会社 本社・工場 285－0802 佐倉市大作1－8－5 （043）4982031 （043）498－2009

東京事務所 10仁0048 千代田区神田司町2－13 （03）3296　1211 （03）3296－1219

大阪事務所 500－0005 大阪市西区西本町1－11　9 （06）6536－5999 （06）6539－5998

塩野義製薬株式会社 本　　　社 541－0045 大阪市中央区道修町3　1－8 （06）6202－2161 （06）6222－1702

東京支店 150－0002 渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル （03）34068111 （03）5467－3405

診断医学事業部 566－0022 摂津市三島2　5　1　摂津工場503工場2F （06）6381－7343 （06）6382－4045

診断薬部 　　　〃
（内）535

シスメックス株式会社 本　　　社 651－0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5　1 （078）265－0500 （078）265－0524

仙台支店 981－3133 仙台市泉区泉中央1－23－4　ノースファンシービル2F （022）375－7751 （022）375－8603

東京支店 113－0033 文京区本郷1－24－1　本郷MFビル （03）3814－5046 （03）3815－0936

名古屋支店 465－0092 名古屋市名東区社台3－85－1 （052）775－8101 （052）775－5217

大阪支店 564－0063 吹田市江坂町1　2343　ファサード江坂ビル （06）6337－8300 （06）6337－8200

福岡支店 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314 （092）474－3862

株式会社島津製作所 本　　　社 604－8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）823－1356 （075）823－1368

東京支社 101－8448 千代田区神田錦町1－3 （03）3219－5656 （03）3219－5567

関西支社 530－0012 大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）6373－6641 （06）6373－6526

札幌支店 060－0005 札幌市中央区北5条西6　2　2　札幌センタービル8F （011）205－5500 （011）205－5490

東北支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－10－30　仙台明芳ビル5F （022）2216231 （022）261－9013

横浜支店 220－0004 横浜市西区北幸2－8－29　東武横浜第3ビル7F （045）3124421 （045）3142892

名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅3　28－12　大名古屋ビル5F （052）565－7525 （052）565－7540

九州支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1－9－3　福岡MIDビル1F （092）413　0333 （092）413－0372

株　式　会　社　常　　　　光 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－19－4 （03）3815　1717 （03）3815－1759
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東京技術研究所 213－8588 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211 （044）8119209

札幌支店 060－0807 札幌市北区北7条西2 （011）736－1311 （011）7164701

名古屋支店 460－0012 名古屋市中区千代田5－8－30 （052）2513878 （052）2513879

大阪支店 530－0043 大阪市北区天満4－14－19 （06）6353　2441 （06）6353－2476

福岡支店 812－0029 福岡市博多区古門戸3　12 （092）2815757 （092）281－5760

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町1－6　15 （022）236　0972 （022）236－0953

新潟営業所 950－0836 新潟市東中野山3－5－15 （025）277－3811 （025）277－0522

松本営業所 390－0847 松本市笹部4－26－9 （0263）273714 （0263）28－4595

広島営業所 730－0048 広島市中区竹屋町3－22 （082）241－3252 （082）2413253

ス　ズ　キ　株　式　会　社 本　　　社 432－8611 浜松市高塚町300

技術研究所 224－0046 横浜市都筑区桜並木2－1 （045）943－7111 （045）943　7100

セファテクノロジー株式会社 本　　　社 573－1191 枚方市新町1－12－1 （0720）41－1151 （0720）41－1530

京都事業部 613－0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地74－1 （0774）46－2371 （0774）46－2381

岡山事業部 719－0302 岡山県浅口郡里庄町大字新庄金山6069 （0865）64－6001 （0865）64－6006

株式会社セ　ロ　テ　ッ　ク 本　　　社 062－0021 札幌市豊平区月寒西1条8－8－7 （011）855－1131 （011）855－0143

仙台営業所 982－0015 仙台市太白区南大野田9－5　ササキカンパニービル2F （022）308－7227 （022）308　7245

北関東営業所 323－0822 小山市駅南町2　14－17共和ビル201号 （0285）28　6844 （0285）28－7828

東京支店 170－0013 豊島区東池袋1　30－6　セイコーサンシャイビルXII　4　F （03）5950－2664 （03）5950－2660

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島7－1　8　ウインビル4F （06）4806－2664 （06）4806－2660

名古屋営業所 465－0092 名古屋市名東区社台1－60　エイコービル2F （052）776－7326 （052）776－7815

福岡営業所 812－0008 福岡市博多区東光2－2－22　第1平野ビル402号 （092）473－2664 （092）431－2660

株式会社セントラル科学貿易 東京本社 111－0052 台東区柳橋1　8　1 （03）5820　1500 （03）5820－1515

札幌営業所 00rOO37 札幌市北区北37条西9－1－10 （011）746－4442 （011）746－4456

大阪支店 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1　1　36 （06）6325－3171 （06）63255180

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482－4000 （092）482－3797

株式会社ダイアヤトロン 本　　　社 010－0031 千代田区東神田2－1－ll （03）3863－6241 （03）3863－6276

札幌営業所 06仕0061 札幌市中央区南1条西6－11 （011）2716961 （011）261－4870

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町16－15 （022）723　5066 （022）723－5068

東京・東関東・西関
東営業所 101－0031 千代田区東神田2－1－11 （03）3863－6241 （03）3863－6276

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1－253 （052）772－9561 （052）775－6569



161

社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－18－31 （06）6325－3621 （06）6325－0057

広島営業所 730－0802 広島市中区本川町3　3－23 （082）291－4601 （082）2920451

高松営業所 760－0068 高松市松島町2－5－6 （087）8315241 （087）834－1043

福岡営業所 812－OOI3 福岡市博多区博多駅東3－14－21 （092）471　7188 （092）474－2142

第一化学薬品株式会社 本　　　社 103－0027 中央区日本橋3－13－5 （03）32720681 （03）3281－0510

首都圏営業所 103－0004 中央区東日本橋2－8－3 （03）3272－0681 （03）38517729

東日本営業所 103－0004 中央区東日本橋2－8－3 （03）3272－0681 （03）38517729

西日本営業所 540－0021 大阪市中央区大手通3－1－11 （06）69418091 （06）6947－1660

北海道営業所 003－0006 札幌市白石区東札幌6条1　2－30 （011）822－2345 （011）822　2489

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町3－5－21 （022）263－8560 （022）2638560

中部営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内2－6－1 （052）2316626 （052）231－6757

中国営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19 （082）26仁7862 （082）2617863

九州営業所 812－0015 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511 （092）474－4136

株　式　会　社　第　一　器　業 本　　　社 114－0024 北区西ヶ原3－25　1 （03）3918－5496 （03）3917－6062

中央研究所 300－3261 つくば市花畑1－15　19 （0298）64－4311 （0298）77－1262

第　一　精　密　株　式　会　社 本　　　社 425－0085 焼津市塩津1－1 （054）629－0256 （054）6290293

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　社 534－0021 大阪市都島区本通1　15　17 （06）6928－7441 （06）6928－7445

東京営業所 170－0013 豊島区東池袋5　44　11202 （03）3985－3466 （03）3985－3466

摂津流通センター 566－0035 摂津市鶴野3－7－14 （0726）32－3666 （0726）32－0338

〈グループ企業〉

富山大扇工業㈱ 930－0401 富山県中新川郡上市町広野新269 （0764）740336 （0764）73－0338

｝海大厨塑料包装
イ」限公司 上海市青浦具半新鎮周浜村

ダイナボッ　ト株式会社 本　　　社 106－8535 港区六本木1－9－9　六本木ファーストビル （03）3589　9441 （03）35899591

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西16－1－30　芙蓉第10ビル4F （011）614－7721 （011）614－7740

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2　10－28　千代田生命本町ビル8F （022）265－2473 （022）225－7811

関東営業所 130－0001 墨田区吾妻橋2　2　1　オオイケビル4F （03）3625－3133 （03）5608　7007

東京営業所 160－0015 新宿区大京町24　住友外苑ビル5F （03）3351－5121 （03）53797219

名古屋営業所 460－0013 名古屋市中区上前津2－14－15　沖福ビル4F （052）332　1741 （052）332－1765

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル11F （06）6350－4911 （06）6350－4919

広島営業所 730－0051 広島市中区大手町2　7　10　広島三井ビル8F （082）245－7401 （082）245　7834
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九州第一営業所 812－0035 福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651 （092）2914693

九州第二営業所 862－0956 熊本市水前寺公園1422パークビル5F （096）384－5701 （096）384－5704

ダコ　・ジャパン株式会社 本　　　社 600－8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル （075）2113655 （075）211－1755

東京オフィス 101－0041 千代田区神田須田町2　3　16　千代田パリオンビル （03）5256－6436 （03）5256－6431

デイドベーリング株式会社 本　　　社 164－8721 中野区本町1　32－2 （03）5365　8200 （03）5365－8201

札幌支店 060－0005 札幌市中央区北五条西6－2－2 （011）2515035 （011）251－5135

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町10　20 （022）711－0577 （022）7110575

東京支店 164－8603 中野区本町2≠6－1 （03）53526211 （03）5352－6222

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2　12　14 （052）21仁2755 （052）2112766

大阪支店 564－0052 吹田市広芝町10　28 （06）6378－2801 （06）6378　2804

福岡支店 810－0001 名古屋市中央区天神4　6　7 （092）7118677 （092）711－7933

テカンジャパン株式会社 本　　　社 183－（1023 府中市宮町1－40 （042）334－8855 （042）334－0401

東京営業所 101－0051 千代田区神田神保町3　2　8　昭文館ビル （03）32656678 （03）3265－6513

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島5－5－15　住友生命新大阪ビル （06）6305－8511 （06）6305－3167

株式会社テクノクラスタ 本　　　社 169－0075 新宿区高田馬場3－16　11戸塚ハイツ1003 （03）53377391 （03）5337－7392

株式会社テクノメディカ 本　　　社 224－0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1 （045）948　1961 （045）948－1962

名古屋支店 464－0850 名古屋市千種区今池4－4－9 （052）741ヨ516 （052）7411517

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町1　28－6　501 （06）6337－3432 （06）6337－3482

福岡支店 816－0088 福岡市博多区板付6－－12－35 （092）573　8860 （092）573－8860

札幌営業所 060－0063 札幌市中央区3条西12－325－2－305 （011）271－3770 （011）271－3760

仙台営業所 984－0032 仙台市若林区荒井字堀添65　1 （022）287－3771 （022）2873772

デ　ン　力　生研株式会社 本　　　社 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル （03）3669－9091 （03）3664－1005

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西18　1　26 （011）615－2866 （011）6152867

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1　13　24 （022）264－1138 （022）2686084

東京営業所 103－0025 中央区日本橋茅場町3　4　2　秀和第一茅場町ビル （03）3669　9091 （03）3664－1023

新潟営業所 950－0965 新潟市新光町17 （025）285　8641 （025）285－9872

名古屋営業所 464－0851 名古屋市千種区今池南29－16 （052）732－5561 （052）7323970

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島4　7　18 （06）6307　7061 （06）6307709ユ

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街8　20 （092）414　7071 （092）414－－7073

株　式　会　社　東　機　貿 本　　　社 106－0044 港区東麻布2－3－4 （03）3586　1421 （03）3586－4385
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東京営業部 140－0002 品川区東品川2－5－8　天王洲パークサイドビル （03）54613031 （03）5461－3041

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島1－14－17 （06）6308－8311 （06）63088353

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西4　エルムビル5F （011）717－0350 （011）758－3901

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4　34　マルキンビル4F （022）211－4551 （022）2114510

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社1　407 （052）775－7800 （052）7757830

九州営業所 812－0031 福岡市博多区沖浜町11　10　サンイースト福岡6F （092）27仁4695 （092）2714669

東京貿易メディカルシステム株式会社 本　　　社 197－0815 あきる野市二宮東2－3－63 （042）5507271 （042）550－7277

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 104－0031 中央区京橋3－2　4 （03）3275－1221 （03）3275　1214

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町2　4　1 （022）266－2341 （022）267　5745

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦1　17－13 （052）211－5730 （052）2115740

大阪支店 530－0004 大阪市北区堂島浜1－2－6 （06）6344－3857 （06）6344－4186

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－13　2 （092）78仁0481 （092）7517015

つくば営業所 305－0005 っくば市天久保1　16－10 （0298）55－8166 （0298）55－9862

山口営業所 746－8501 新南陽市開成町4560 （0834）63－9888 （0834）63－6627

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4－10　18 （048）447－3381 （048）4314685

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　社 530－8230 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）6348－3335 （06）6348－3833

支　　　社 103－8530 中央区日本橋小網町17－9 （03）3660－4800 （03）3660－4951

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103－8355 中央区日本橋小舟町5　1 （03）36653174 （03）3665－3723

大阪本社 550－8668 大阪市西区新町1－1－17 （06）6535－2612 （06）6535　2470

札幌営業所 003－0803 札幌市白石区菊水3条1－8－5　フロンティア菊水 （011）815－3304 （011）814－0690

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉1－6－6　第2イースタンビル （022）262－4640 （022）2624654

名古屋支店 460－8560 名古屋市中区丸の内3－14－18 （052）963－5648 （052）963－5639

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2　17－5　モリメンビル （092）4736203 （092）473－7935

株式会社　ニ　チ　リ　ョ　ー 本　　　社 10仁0032 千代田区岩本町2　4　10共同ビル （03）58202411 （03）5820－2410

工　　　場 343－0822 越谷市西方2760－1 （0489）89－1301 （0489）89－1333

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－6－14　新大阪第2日大ビル （06）6324－0894 （06）63240895

株　式　会　社　ニ　チ　レ　イ 本　　　社 104－8402 中央区築地6－19－20 （03）3248－2208 （03）3248－2243

関西事務所 541－0056 大阪市中央区久太郎町1　4　8 （06）6263－2462 （06）62632465

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3918－8161 （03）3918－4515

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西10　4 （011）242－8566 （Ol1）2428570



164 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通2－1－60 （022）234－5350 （022）272－4216

関東営業所 330－0802 大宮市宮町1　24 （048）644－7786 （048）644－7831

東京営業所 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）39406461 （03）39188533

名古屋営業所 460－0024 名古屋市中区正木4　8　7 （052）682－2818 （052）6817536

大阪営業所 550－0003 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）6449　1500 （06）6449－1505

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

福岡営業所 812竜013 福岡市博多区博多東2－5－37 （092）475－7511 （092）475－7666

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 103－0007 中央区日本橋富沢町5－5 （03）3660－8595 （03）3660　8602

大阪支店 541－0043 大阪市中央区高麗橋4－3－10 （06）6208－4957 （06）6208－4976

札幌営業所 003－0027 札幌市白石区本通り7一北1－33 （011）866－7001 （011）866－7012

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1　3　1 （022）266　8956 （022）266－8998

名古屋営業所 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）23仁5138 （052）231－0158

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

福岡営業所 810－0011 福岡市博多区博多駅前1－2－5 （092）475　1155 （092）475－1156

株　式　会　社　ニ　プ　ロ 本　　　社 53FOO72 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）63733155 （06）6373－3156

札幌支店 060－0008 札幌市中央区北9条西19－35 （011）631－7311 （011）631－7314

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町8－6 （022）2687756 （022）268－7743

関東第一支店 331－0043 大宮市大成町4－421－2 （048）666　3721 （048）666－3772

東京第一支店 113－0033 文京区本郷4－3　4　ニッショービル2F （03）3818－0425 （03）38180469

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－91 （052）77－1010 （052）777－1015

京都支店 606－8204 京都市左京区田中下柳町36 （075）752　0820 （075）752－0824

関西第一支店 531－0072 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）6373　0555 （06）6373－0385

中国支店 731－0135 広島市安佐南区長束3－45　3 （082）238－8307 （082）2388631

九州第一支店 816－0935 大野城市錦町2－2－12 （092）5743731 （092）574ゴ748

日本ケミ　フ　ァ株式会社 本　　　社 101－8678 千代田区岩本町2－2－3 （03）38512974 （03）3862－2645

東日本地区 101－8678 千代田区岩本町2－2－3 （03）3851－2974 （03）3862－2645

中部地区 460－0022 名古屋市中区金山5－15－9 （052）882　5310 （052）872　1390

近畿地区 550－0002 大阪市西区江戸堀1　26　20 （06）6448　1863 （06）6448－1866

中国・四国地区 730－0856 広島市中区河原町1　26 （082）296　4825 （082）296－4755

日本光電工業株式会社 本　　　社 161－8560 新宿区西落合1－31－4 （03）5996－8000 （03）59968085



165

社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
販社、営業所 全国12販社、114営業所

日本DPCコーポレーション 本　　　社 261－7132 千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウェスト32　F （043）297－5211 （043）297－5210

東京営業所 104－0032 中央区八丁堀4－13－4　SKビル7F （03）5543－2601 （03）5543－2591

大阪営業所 564－0052 吹田市広芝町3－29　エッグビル第3江坂203 （06）63378988 （06）63378987

福岡出張所 810－0012 福岡市中央区白金2　11　9　DIC九州支店内 （092）5262741 （092）526－2746

日　本　電　子　株　式　会　社 東京支店 190－0012 立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F （042）528－3341 （042）528－3488

札幌支店 001－0015 札幌市北区15条西4－21NRKビル （011）726－9680 （011）717－7305

仙台支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル （022）222－3324 （022）265－0202

筑波支店 305－0033 つくば市東新井18　1 （0298）56－3220 （0298）56－1639

横浜支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル （045）474　2181 （045）474　2180

名古屋支店 450－0001 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）581　1406 （052）581－2887

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）6304　3941 （06）6304　7377

広島支店 732－0827 広島市南区稲荷町1　2　東邦生命ビル （082）261－3790 （082）264－5271

高松支店 760－0023 高松市寿町1　1　12　高松東京生命館 （087）821－8487 （087）822－0709

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前2　1　1　福岡朝ロビル （092）411－2381 （092）473－1649

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 東京本社 116－0014 荒川区東日暮里5－7－18　コスモパークビル （03）58116290 （03）58116282

大阪営業所 532－0025 大阪市淀川区新北野1－14－ll　大阪新北野第一生命ビル （06）6309－5860 （06）63083064

日本ビオメリュー株式会社 本　　　社 107－0061 港区北青山2－12－28青山ビル （03）54118711 （03）54118710

札幌営業所 060－0062 札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル3F （011）281－0408 （011）281－0402

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1－4－30　陸屋仙台ビル7F （022）2219784 （022）2219763

東京営業所 107－0061 港区北青山2－12　28　青山ビル （03）5411－8751 （03）541仁8750

名古屋営業所 464－0848 名古屋市千種区春岡1－1－2　YAMAMAN仲田ビル5F （052）764　1601 （052）764－1605

大阪営業所 530－0003 大阪市淀川区宮原3　5　36　新大阪第2森ビル3F （06）6391　1161 （06）6391－1191

福岡営業所 812－0011 福岡市博多区博多駅前3　9　1　大賀博多駅前ビル5F （092）4127060 （092）412　7061

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 東京本社 107－0052 港区赤坂8－5　26赤坂DSビル （03）54138171 （03）5413－8144

札幌事務所 060－0003 札幌市中央区北3条西2－10－2　札幌HSビル8F （011）272－1290 （011）241－0968

仙台事務所 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－10　大和ビル2F （022）266－3757 （022）2663760

名古屋事務所 460－0002 名古屋市中区丸の内3　17－29　丸の内iaビル6F （052）951－6510 （052）951－6530

大阪事務所 564－0054 吹田市芳野5－59 （06）63786241 （06）6378－6244

広島事務所 732－0052 広島市東区光町2－6　34　広弘ビル2F （082）264－3561 （082）264－3722



166 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
福岡事務所 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23朝日生命福岡昭和通りビル3F （092）262　4461 （092）262－4466

福島工場 9602152 福島市土船字五反田1 （0245）93－2311 （0245）93－3932

日本メジフィジックス株式会社 本　　　社 662－0918 西宮市六湛寺町9　8 （0798）26－6801 （0798）26－4621

東京本部 102－0073 千代田区九段北1－13－5 （03）3234－2635 （03）3239－9737

ノー　トウェア株式会社 本　　　社 105－0012 港区芝大門2－12－9 （03）5472　8790 （03）54728796

西日本事業所 700－0902 岡山市錦町1－1 （086）234　6045 （086）234　6068

バイエルメディカル株式会社 本　　　社 150－0013 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル （03）3440－2411 （03）3440－2426

札幌支店 003－0029 札幌市白石区平和通り10一北11－21 （011）846　3255 （Ol1）8463155

仙台支店 982－0014 仙台市太白区大野田字観音堂66－1第3横山ハイツ （022）304ゴ468 （022）246－Ol18

東京支店 141－0031 品川区西五反田7－22－17　TOCビル （03）5434－6370 （03）5434－6395

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－218 （052）778－6501 （052）778－6506

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）6380－0333 （06）638卜0368

広島支店 733－0035 広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル （082）2958211 （082）295－8453

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前3－10－24　藤井ビル （092）474－3640 （092）4743665

営　業　所 （盛岡、長野、金沢、高松）

バイオテック株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島2　29　4　吉沢ビル （03）3816－6931 （03）38184554

株式会社ピー・エム・エル 本社（営業本部） 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷5－21－3 （03）3350－0114 （03）3350－5540

札幌営業所 004－0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12 （011）807－6575 （011）8076583

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町5　2　10 （022）236－4611 （022）236　4612

富山営業所 939－2708 富山県婦負郡婦中町島本郷47－2 （0764）22－1391 （0764）22－7530

埼玉営業所 350－1101 川越市的場13611 （0492）32　0111 （0492）32－3132

名古屋営業所 454－0862 名古屋市中川区的場町2－63 （052）353－5011 （052）3536122

大阪営業所 567－0034 茨木市中穂積3－15－24 （0726）21－8811 （0726）218817

広島営業所 733－0036 広島市西区観音新町1－2－21 （082）234－7366 （082）2347367

松山営業所 790－0046 松山市余戸西6－1　4 （089）965　0105 （089）965－0288

福岡営業所 812－0062 福岡市東区松島1　44　12 （092）621－9991 （092）6219995

株式会社　日　立製作所 計測器グループ 100－8220 千代田区丸の内1－5－1 （03）3221－1111 （03）3214　3125

日製産業株式会社 105－0003 港区西新橋1　24　14　西新橋三井ビル （03）3504－7211 （03）3504　7756

株式会拙立メディコ 101－0047 千代田区内神田1－1　14　日立鎌倉橋別館 （03）3292　8111 （03）3292－5419

株式会社ファーストシステムサービス 本　　　社 900－0031 那覇市若狭3　3　3 （098）860－1234 （098）866　0006
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　在　　　　地 電話番号 FAX番号

フィンガルリンク株式会社 本　　　社 130－0005 墨田区東駒形2－13－13毛塚ビル201 （03）3625－6543 （03）3625－6545

ファルマシア・アップジョン株式会社 東京本社 163－1439 新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティビル39F （03）5365－8336 （03）5365－8338

札　　　幌 060－0001 札幌市中央区北1条西10－1－15　キリン札幌ビル6F （011）272－9630 （011）272－9631

仙　　　台 980－0802 仙台市青葉区二日町12－30　日本生命仙台勾当台西ビル5F （022）227－3014 （022）227－3025

名　古　屋 460－0008 名古屋市中区栄2－4－1　広小路東京海上ビル6F （052）211－6440 （052）211－6453

大　　　阪 540－0011 大阪市中央区農人橋2－1－36　ピップビル4F （06）6910－0881 （06）6910－0888

広　　　島 732－0052 広島市東区光町1－7－11広島CDビル2F （082）264－5290 （082）264－5645

福　　　岡 812－0018 福岡市博多区住吉2－2－1　朝日生命福岡第三ビル2F （092）262－3033 （092）262－3062

筑波工場 300－4294 つくば市和台23 （0298）64－6810 （0298）64－7618

フ　ク　ダ電子株式会社 本　　　社 113－8420 文京区本郷3－39－4 （03）5684－1284 （03）5684－1318

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－1－14 （03）3814－3621 （03）3814－3625

富士メディカルシステム株式会社 本　　　社 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－3326 （03）5565－7020

北海道営業所 060－0807 札幌市北区北7条西5－7－1　札幌北スカイビル （011）757－7777 （011）728－2010

東北営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台ビル （022）717－0741 （022）301－9198

関東支店 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－3341 （03）5565－7024

中部支店 460－0002 名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル （052）221－7871 （052）203－4875

関西支店 565－0083 豊中市新千里西町1－2－14　三井海上ビル （06）6872－0040 （06）6872－0091

中国営業所 732－0816 広島市南区比治山本町16－35　広島産業文化センター （082）256－4221 （082）505－0030

四国営業所 760－0050 高松市亀井町8－11グリーンビル （087）834－8844 （087）833－4694

九州支店 812－0018 福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル （092）281－3655 （092）282－1220

富士　レ　ビオ株式会社 本　　　社 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695－9210 （03）5695－9234

札幌営業所 060－0908 札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル （011）731－2500 （011）731－2501

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町1－1－6　ハサゼンビル （022）236－2206 （022）238－2646

東京営業所 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695－0711 （03）5695－0858

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081 （052）775－1833

京都営業所 615－0022 京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル （075）315－0508 （075）315－0625

大阪営業所 564－0053 吹田市江の木町6－18 （06）6338－7191 （06）6338－7195

広島営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル （082）264－3366 （082）263－7712

松山営業所 790－0001 松山市一番町1－15－2　住友生命松山一番町ビル （089）946－1931 （089）946－1319

扶桑薬品工業株式会社 本社事務所 536－8523 大阪市城東区森之宮2－3－11 （06）6969－1131 （06）6961－0061



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

札幌支店 003－0005 札幌市白石区東札幌5条1－2　20 （011）814　3811 （011）814　3815

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1　14　21 （022）221－2656 （022）262－2600

東京第一支店 111－0056 台東区小島2－20－7 （03）58202891 （03）58202897

名古屋支店 461－0001 名古屋市東区泉1－3－26 （052）9625001 （052）9716592

大阪支店 541－0045 大阪市中央区道修町1　7－10 （06）6203－5671 （06）6231－6886

岡山支店 700－0834 岡山市天瀬南町9　12 （086）225－4505 （086）225－2329

広島支店 730－0016 広島市中区幟町3－59 （082）228－6591 （082）2286594

福岡第一支店 812－0023 福岡市博多区奈良屋町1－20 （092）2710501 （092）2916739

その他4支店

ベ　イ　リ　ン　ク　株式会社 本　　　社 272－0804 市川市南大野2－10－16 （047）338－7130 （047）338－7050

ベックマン・コールター株式会社 本　　　社 105－0001 港区虎ノ門3－5　1　虎ノ門37森ビル （03）5404－8424 （03）3578　4605

札幌オフィス OO3－0807 札幌市白石区菊水7条2－7－1　札幌流通倉庫東ビル （011）825－9244 ノノ

仙台オフィス 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台協立第2ビル （022）225－8072 ノノ

名古屋オフィス 461－0002 名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル （052）934－3082 ノノ

大阪オフィス 565－0083 豊中市新千里西町1　1　8　第一火災千里中央ビル （06）4863－1674 ノノ

広島オフィス 732－0805 広島市南区東荒神町3　35　広島オフィスセンタービル （082）261－6863 〃

福岡オフィス 813－0034 福岡市東区多の津1　14　1　FRCビル （092）6227392 ノノ

株　式　会　社　ベ　リ　タ　ス 本　　　社 105－0001 港区虎ノ門2－7－17八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593ヨ216

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 本　　　社 206－0813 稲城市矢野口1843　1 （042）377－2721 （042）3770681

松戸研究所 270－0025 松戸市中和倉341　1 （047）349　4004 （047）349－4931

京都営業所 612－8248 京都市伏見区下鳥羽上三栖町23 （075）6126591 （075）6126594
PSSバイオインス
ツルメンツ

4810Canary　Drive，　Pleasanton，　California　94566，　U．　S．　A． 十1－925－484－4793 十1－925－484－9034

株式会社ヘレナ研究所 本　　　社 336－0001 浦和市常盤9－21－19 （048）833－3208 （048）8333273

大阪支社 540－0011 大阪市中央区農人橋2　1－31 （06）6945　1070 （06）6945－1055

株式会社堀場製作所 本　　　社 601－8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 （075）313　8121 （075）321－8312

東京セー似オフィス 101－0031 千代田区東神田1　7　8　東神田大治ビル3F （03）38618231 （03）3861－8259

西部セールスオフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東2　6　26　安川産業ビル6F （092）472－5041 （092）474－5289

三　菱　電　機　株　式　会　社 本　　　社 100－8310 千代田区丸の内2　2　3 （03）32183232 （03）5252－7289

北海道支社 060－8693 札幌市中央区北2条西4　1 （011）212－3738 （011）25仁4766

東北支社 980－0011 仙台市青葉区上杉1－17－1 （022）216－4631 （022）262　4278



169

社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
北関東支社 331－0043 大宮市大成町4－298 （048）653－0261 （048）660　1160

新潟支社 950－8504 新潟市東大通り2－4－10 （025）241－7220 （025）24仁0693

北陸支社 920－0031 金沢市広岡3－1－1 （076）233－5503 （076）2335520

中部支社 450－8522 名古屋市中村区名駅3　28－12 （052）5653188 （052）565－3320

関西支社 530－8206 大阪市北区堂島2－2－2 （06）6347－2481 （06）63472375

中国支社 730－0037 広島市中区中町7－32 （082）248－5268 （082）248－5334

九州支社 810－8686 福岡市中央区天神2－12－1 （092）721－2147 （092）7212112

メ　バニ　ク　ス株式会社 本　　　社 153－0064 目黒区下目黒2－18－3 （03）34950451 （03）34950582

大阪出張所 534－0025 大阪市都島区片町2－2－40大発ビルSSRエンジニアリング㈱内 （06）6356－4981 （06）6353－0523

株式会社メルシャンクリンテック 本　　　社 104－0031 中央区京橋1－5－8 （03）3231－8910 （03）3231－0909

川崎アネックス 210－0801 川崎市川崎区鈴木町3－1 （044）244－2091 （044）244－2940

環境検査センター 251－0057 藤沢市城南4－9－1 （0466）35－6367 （0466）35－6445

山　之　内製薬株式会社 本社（事業本部） 174－8612 板橋区蓮根3　17－1 （03）59165555 （03）5916－2608

札幌支店 060－0042 札幌市中央区大通西5－9　1　山之内大通りビル （011）281－5111 （011）2514337

仙台支店 980－0804 仙台市青葉区大町2－2　25 （022）225－5111 （022）2240234

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2－3－ll　遠五ビル （03）3244　3311 （03）3244　3328

横浜支店 231－0011 横浜市中区太田町6－84－2　三井生命横浜桜木町ビル （045）662　1141 （045）650　1378

名古屋支店 460－0008 名古屋市中区栄1　10－21住友生命御園ビル （052）232　6611 （052）2326612

大阪支店 541－0041 大阪市中央区北浜3－7－12東京建物大阪ビル （06）6203　5551 （06）6233－2431

広島支店 730－0051 広島市中区大手町3　7　2　大東京火災広島ビル （082）242－8111 （082）2428118

高松支店 760－0023 高松市寿町1－4－8　農林中金高松ビル （087）822－1326 （087）822－1506

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－18－25　第五博多借成ビル （092）451－5211 （092）4515445

有　限　会　社　山　久　化　成 本　　　社 206－0022 多摩市聖ヶ丘2　18－6 （042）389－4744 （042）389－4819

株式会社ユニフレックス 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）3816－1004 （03）38161392

柏センター 277－0861 柏市高田537－1 （0471）47－3751 （0471）448242

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－17－18　新大阪ビル東館2F （06）6323－8344 （06）6323　8257

九州出張所 830－0033 久留米市天神103－1　Kビル2F （0942）39－0600 （0942）39－0588

ラジオメータートレーディング株式会社 本　　　社 153－0062 目黒区三田1－12－23 （03）5704－8001 （03）5704　8055

札幌営業所 001－0010 札幌市北区北10条西1－11　浦野ビル （011）746　3390 （011）746－3395

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル （022）268－3008 （022）268－4540



170 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東京営業所 153－0062 目黒区三田1－12－23 （03）5704　6556 （03）5704－8080

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1　14　29　サン金沢ビル （076）231－4455 （076）231－4499

名古屋営業所 464－0075 名古屋市千種区内山3　17　4　スズシンビル （052）7418211 （052）7418214

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル （06）6350－2000 （06）6350－2005

広島営業所 730－0052 広島市中区千田町1－4　18　井沢ビル （082）247－8421 （082）247－8459

高松営業所 761－0101 高松市春日町1706　春日ビル （087）8440880 （087）844－0900

福岡営業所 814－0003 福岡市早良区城西1－8　36安田生命西新町ビル （092）822－2135 （092）822－3180

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－8532 港区芝2　6　1　日本ロシュビル （03）5443－7041 （03）5443－7144

札幌支店 060－0041 札幌市中央区大通東2　3　札幌松村ビル2号館7F （011）251－1331 （011）231－1603

仙台支店 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビル6F （022）2246491 （022）267－3877

大宮支店 330－0802 大宮市宮町2　35大宮MTビル8F （048）658－5371 （048）658－5372

東京支店 140－0013 品川区南大井6－25　ビリーブ大森2F （03）5764　1211 （03）5763－1212

名古屋支店 460－0011 名古屋市中区錦2　4　3　錦パークビル13F （052）220－5741 （052）2205742

大阪支店 541－0054 大阪市中央区南本町4－1－10　ホンマチ山本ビル7F （06）6258　1391 （06）6258－1392

広島支店 730－0017 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル8F （082）223－6151 （082）223　8069

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4　4　安田生命博多ビル12F （092）4611021 （092）461－1025

高松出張所 760－0023 高松市寿町2－1　1　高松第一生命ビル新館3F （087）825　9281 （087）825－9282

ワットマンジャパン株式会社 本　　　社 110－0005 台東区上野3－1－2　秋葉原新高第一生命ビル6F （03）3832－6707 （03）38326457

和光純薬工業株式会社 本　　　社 540－8605 大阪市中央区道修町3　1　2 （06）6203－3747 （06）6203－4640

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町4　5　13 （03）3270－9131 （03）32415752

札幌出張所 060－0001 札幌市中央区北1条西13　4　タケダ札幌ビル4F （011）271－0285 （011）2710835

仙台出張所 980－0814 仙台市青葉区本町2　9　5　コア本町ビル3F （022）222－3072 （022）264－2228

大宮出張所 330－0802 大宮市宮町4－150－1　金源ビル3F （048）641－1271 （048）6411469

横浜出張所 222－0033 横浜市港北区新横浜3－1－4　プラスタリアビル7F （045）4762061 （045）476－2067

名古屋出張所 465－0018 名古屋市名東区八前2　914 （052）772－0788 （052）7759413

広島出張所 735－0024 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6　40 （082）285－6381 （082）286－2033

福岡出張所 813－0062 福岡市東区松島3－22－30 （092）622　1005 （092）621－9345

ワ　ー　プ太陽株式会社 本　　　社 532－0011 大阪市淀川区西中島7－2－7 （06）6390　1848 （06）6390－1504



Name Offise Code Address Phone FAX
MEDIX　BIOCHEMICA 本　　　社 Asematie　13　FIN－02700　Kauniainen　Finland 一ト358　9　547　680 十358　9　505　3441

Sole　Agent Nishiki　Tradillg　Co．，　Ltd． （03）　3639　　8724 （03）　3661　　9594

SCIMEDX　CORPORATION 本　　　社 400Ford　Road－Bldg．100－Denvilie，　NJ．07834．　U，　S．　A． 一F1－973－625－8822 十1－973－625－8796



編集後記

　日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第31回大

会および展示会の開催にあたって，恒例の展示目

録を作成いたしました。

　第31回大会は，4年ぶりに関西地区（神戸ポ

ー トアイランド・国際会議場および国際展示場）

で開催されることになりました。前回神戸で開催

の第27回大会（大場康寛大会長）は，1995（平

成7）年の阪神大震災の年であり，神戸市内の交

通機関，ホテルの宿泊設備などが大きな被害を受

けた中での開催であったことは，皆様の記憶に新

しいところであります。今回は，その痛手から立

直った神戸で，大阪市立大学巽典之大会長の下

での開催であります。

　本年の展示会には，海外からの参加としてアメ

リカ，フィンランドから，それぞれ1社が出展さ

れます。また当自動化学会とパートナーシップの

関係にありますAACC，　MEDICAならびに今年

初めてのBIVDA（The　British　In　Vitro　Diag－

nostics　Association）も本国から担当者が来日，

出展の予定であります。

　以上のように，産学協同を目標として発展して

参りました当学会および展示会は，最近の厳しい

医療・経済環境のなかにあって，国内はもとより

海外の関連協会・業界からも注目されて，本年も

多数の見学者の来場が予想されております。

　第31回大会の盛会を祈ります。

　1999．9．8　　　　　　　　　　　（M．Y．記）
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