
2004日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会出展会社一覧（五十音順）

　　　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　　　番号 　　　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　　　番号 　　　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　　　番号

宙アークレイマーケティング㈱…B－32 ㈱第一器業…　　　　A－34 フィンガルリンク㈱…　・B－11

アイエスケー㈱・　　・A－25 大扇産業㈱…　　　　　B－7 フクダ電子㈱・　　　・B－25

アイ・エル・ジャパン㈱　・A－4 ダコ・サイトメーション㈱…A－18 富士工業㈱…　　　　　B－15

アイテック阪神㈱…　　A－6 茶谷産業㈱…　　　　　B－5 ㈱富士テクノサプライ…・・B－14

㈱アイデイエス…　　　・A－36 デイドベーリング㈱…　・・B－36 富士フイルムメディカル㈱…B－38

アジア器材㈱…・・……・・A－10 テカンジャパン㈱・…　・B－18 富士レビオ㈱…　　　　B－37

㈱アズウエル・　　　・B－9 ㈱テクノメディカ・　　・B－33 扶桑薬品工業㈱…………B－29

アボツトジヤパン㈱…　　A－39 デンカ生研㈱・・　……A－33 ベックマン・コールター㈱…A－40

アロカ㈱・・　　　……B－35 東京航空計器㈱・・　　…A－22 ㈱ベリタス・　　　　・A－42

㈱医学生物学研究所・…　A－12 東京貿易㈱…　　　　　A－19 ㈱ヘレナ研究所…　　　A－31

㈱エイアンドティー・…・…・B－35 東芝メディカルシステムズ㈱…A－39 ㈱堀場製作所…　　　B－31

栄研化学㈱…　　　…B－30 東ソー㈱・…　　　　…B－35 団㈱三菱化学ヤトロン・・A37

オーソ・クリニカル・ダィアグノスティックス㈱…　A－44 東洋器材科学㈱…　　　A－21 ㈱メディカルジャパン・…　A－15

大塚製薬㈱…　　　　B－26 東洋紡績㈱・・　　…・…　A－16 ㈱メルシー一　　　　・A－43

㈱オービーシステム……B－20 因長瀬産業㈱・・…　……・B30 MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB…　A－32

オリンパス㈱・　　　・B－12 ㈱ニチリョー　　　　　・B－28 田㈲山久化成…　　　　A－26

オルガノ㈱・　　　　・A－11 錦商事㈱…　　　　　A－32 ㈱ユニフレックス　　　・B－17

固㈱カイノス　　　　　・・B－13 日水製薬㈱…　　　　　A．30 目ラジオメータートレーディング㈱…A－3

協和メデックス㈱　　　・A－28 ニットーボーメディカル㈱…A－13 ロシュ・ダイアグソスティックス㈱…A－1

極東製薬工業㈱・…　…A－35 ニップンテクノクラスタ㈱…B－24 回和光純薬工業㈱…　　　B27

久保田商事㈱…　　　　A－29 ニプロ㈱…　　　　　B－3 ワットマンジャパン㈱……A－9

CLINIQA　CORPORATION…A－42 日本ケミファ㈱・　　・B－39 ワープ太陽㈱……………B－40

興和㈱・……　　　　・B－21 ㈱日本抗体研究所………A－23

㈱コスモテック　　　　・B－4 日本光電工業㈱・・………A－2

小林記録紙㈱・…・　　・A－8 日本シエーリング㈱……B－16 日本臨床検査自動化振興会…S－1

田三光純薬㈱…　　　　　A－20 日本電子㈱・…　　……B－35 日本臨床検査標準協議会…S－2

塩野義製薬㈱・・…　　　・B－8 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱…B－2 AACC（アメリ力臨床化学会）…S－3

㈱システムバイオティックス…A－7 日本ビオメリュー㈱…　・B－13 MEDICA（デュッセルドルフ見本市会社）…S－3

シスメックス㈱　　　　・A－38 日本ポール㈱…　　　　A－17

㈱常光…　　　　　　A－41 日本ミリポア㈱・　　・B－10

SINNOWA　MEDICAL　SCIENCE…A－5 ニューコン㈱・　　　・B－19

スウェーデンダイアグノスティックス㈱…B－1 ノートウエア㈱…　　　・B－6

住友製薬バイオメディカル㈱…B－23 囚バイエルメディカル㈱…・・B－34

積水化学工業㈱…　　　A－35 バイオテック㈱　　　　・・B－22

㈱セントラル科学貿易…A－14 ㈱ピー・エム・エル・一・A－45

國第一化学薬品㈱…　　　A－24 ㈱日立八イテクノロジーズ…A－27



2004日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会出展会社一覧（小間番号順）

小間
番号

会　　社　　名
小間
番号

会　　社　　名
小間
番号

会　　社　　名

A－1 ロシュ・ダイアクソスティックス㈱ A－35 積水化学工業㈱ B－22 バイオテック㈱

A－2 日本光電工業㈱ A－36 ㈱アイデイエス B－23 住友製薬バイオメディカル㈱

A－3 ラジオメータートレーディング㈱ A－37 ㈱三菱化学ヤトロン B－24 ニップンテクノクラスタ㈱

A－4 アイ・エル・ジャパン㈱ A－38 シスメックス㈱ B－25 フクダ電子㈱

A－5 SINNOWA　MEDICAL　SCIENCE A－39 アボツトジヤパン㈱ B－26 大塚製薬㈱

A－6 アイテック阪神㈱ A－39 東芝メディカルシステムズ㈱ B－27 和光純薬工業㈱

A－7 ㈱システムバイオティックス A－40 ベックマン・コールター㈱ B－28 ㈱ニチリョー

A－8 小林記録紙㈱ A－41 ㈱常光 B－29 扶桑薬品工業㈱

A－9 ワットマンジャパン㈱ A－42 CLINIQA　CORPORATION B－30 栄研化学㈱

A－10 アジア器材㈱ A－42 ㈱ベリタス B－30 長瀬産業㈱

A－11 オルガノ㈱ A－43 ㈱メルシー B－31 ㈱堀場製作所

A－12 ㈱医学生物学研究所 A－44 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ B－32 アークレイマーケティング㈱

A－13 ニットーボーメディカル㈱ A－45 ㈱ピー・エム・エル B－33 ㈱テクノメディカ

A－14 ㈱セントラル科学貿易 B－34 バイエルメディカル㈱

A－15 ㈱メディカルジャパン B－1 スウェーデンダイアグノスティックス㈱ B－35 アロカ㈱

A－16 東洋紡績㈱ B－2 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱ B－35 ㈱エイアンドティー

A－17 日本ポール㈱ B－3 ニプロ㈱ B－35 東ソー㈱

A－18 ダコ・サイトメーション㈱ B－4 ㈱コスモテック B－35 日本電子㈱

A－19 東京貿易㈱ B－5 茶谷産業㈱ B－36 デイドベーリング㈱

A－20 三光純薬㈱ B－6 ノートウエア㈱ B－37 富士レビオ㈱

A－21 東洋器材科学㈱ B－7 大扇産業㈱ B－38 富士フイルムメディカル㈱

A－22 東京航空計器㈱ B－8 塩野義製薬㈱ B－39 El本ケミファ㈱

A－23 ㈱日本抗体研究所 B－9 ㈱アズウエル B－40 ワープ太陽㈱

A－24 第一化学薬品㈱ B－10 日本ミリポア㈱

A－25 アイエスケー㈱ B－11 フィンガルリンク㈱

A－26 ㈲山久化成 B－12 オリンパス㈱ S－1 日本臨床検査自動化振興会

A－27 ㈱日立八イテクノロジーズ B－13 ㈱カイノス S－2 日本臨床検査標準協議会

A－28 協和メデックス㈱ B－13 日本ビオメリュー㈱ S－3 AACC（アメリ力臨床化学会）

A－29 久保田商事㈱ B－14 ㈱富士テクノサプライ S－3 MEDICA（デュッセルドルフ見本市会社）

A－30 日水製薬㈱ B－15 富士工業㈱

A－31 ㈱ヘレナ研究所 B－16 日本シエーリング㈱

A－32 MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB B－17 ㈱ユニフレックス

A－32 錦商事㈱ B－18 テカンジャパン㈱

A－33 デン力生研㈱ B－19 ニューコン㈱

A－34 ㈱第一器業 B－20 ㈱オービーシステム

A－35 極東製薬工業㈱ B－21 興和㈱
1

2004日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会 会場案内図
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