
2008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）

一

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

一■アークレイマーケティング㈱…B－42 小林クリエイト㈱………A－38 日本光電工業㈱…………B－19

アイ・エル・ジャパン㈱…A－6 田㈱サトー・………………・・A－15 日本電子㈱………………B－44

アイエスケー㈱…………A－21 ジーエルサイエンス㈱…B－20 日本ベクトン・ディッキンソン㈱…　A－43

㈱アイデイエス…………B－47 シーメンスヘルスケア・ 日本ポール㈱……………B－2

アイテック阪急阪神㈱……B－26 ダイアグノスティクス㈱…B－46 日本ミリポア㈱…………B－27

㈱アキュレックス………A－16 重松貿易㈱………………B－30 ニューコン㈱……………B－12

アジア器材㈱……………A－22 ㈱システムバイオティックス…A－24 ノバ・バイオメディカル㈱…B－11

㈱アステックコーポレーション…B－7 シスメックス㈱…………A－44 田　バイオ・ラッド　ラボラトリーズ㈱…B－37

㈱アットウィル…………B－45 シスメックス・ビオメリュー㈱…A－44 バイオテツク㈱…………B－25

アボットジャパン㈱……A－34 ㈱柴崎製作所……………B－3 浜松ホトニクス㈱………A－25

アラム㈱・……………・・…B－5 ㈱常光・………………・・…A－36 ㈱日立ハイテクノロジーズ…B－16

アロカ㈱…………………B－48 SHENZHEN　MINDRAY　BI〔｝MEDICAL フィンガルリンク㈱……A－29

㈱医学生物学研究所……A－11
ELECTRONICS　CO．，　LTD，・・…・…B－29

フクダ電子㈱……………A－8

㈱イワキ………・………・・A－18 スペクトリス㈱…………B－24 富士フイルムメディカル㈱…B－40

インバネス・メディカル・ジャパン㈱…A－23 積水メディカル㈱………A－37 富士レビオ㈱……………B－43

ウシオ電機㈱……………A－40 セラビジョン・ジャパン㈱…A－14 扶桑薬品工業㈱…………A－4

㈱エイアンドティー……B－45 ㈱セントラル科学貿易…A－30 古野電気㈱………………A－17

栄研化学㈱………………A－43 國大扇産業㈱………………A－20 プレシジョン・システム・サイエンス㈱…A－12

㈱エクセル・クリエイツ…A－27 DYNAL　BIOTECH　ASA…A－35 ベックマン・コールター㈱…A－42

エッペンドルフ㈱・…・・…A－3 ㈱タウンズ…………・…・・A－7 ㈱ベリタス・………・・……A－35

NECソフト㈱…………A－31 竹内精工㈱………………A－28 HELLMA（ASIA　PACIFIC）PTE　LTD，…B－34

エプソン販売㈱…………A－2 ダコ・ジャパン㈱………B－10 ㈱ヘレナ研究所…………A－39

エム・シー・メディカル㈱…A－32 田中貴金属工業㈱………B－31 ㈱堀場製作所……………B－41

オーソ・クリニカル・ DIBA　INDUSTR旧S　INC，…B－35 臼㈱ミズホメディー………B－21

ダイアグノスティックス㈱…A－1 デイドベーリング㈱……B－46 三菱化学メディエンス㈱…A－48

㈱オネスト………………B－18 ㈱テクノメディカ………A－46 ㈱メディカルジャパン…B－17

オリンパス㈱……………A－47 デン力生研㈱……………B－13 MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB…B－14

オルガノ㈱………………B－32 東京貿易機械㈱…………B－4 目ラジオメーター㈱………B－33

田関東化学㈱………………A－33 東芝メディカルシステムズ㈱…A－41 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱…　B－39

キーウェアソリューションズ㈱…A－10 東ソー㈱……・・………・…A－45 回和光純薬工業㈱…………B－9

協和メデックス㈱………B－38 東洋器材科学㈱…………B－22 ワットマンジャパン㈱…A－26

極東製薬工業㈱…………A－5 東洋紡績㈱・…・……・……B－28

久保田商事㈱……………B－15 囲錦商事㈱・……………・…・B－14
デュッセルドルフ見本市会社

CLNICAL　CORPORATION…A－35 日水製薬㈱………………B－1 （MEDICA）・……………・・S－1

GRIFOLS　………・…・…・B－36 ニットーボーメディカル㈱…B－23 米国臨床化学会（AACC）…S－1

㈱ケー・エヌ・エフ・ジャパン…B－8 ニップンテクノクラスタ㈱…B－6 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）…S－1

興和㈱・…………・……・…A－19 ニプロ㈱……………・・…・A－9 医療機器業公正取引協議会…S－1

コールダープロダクツカンパニー…B－5 日本ケミファ㈱…………A－13 日本臨床検査自動化振興会（JACLA）…S－1
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小間
番号

会　　社　　名
小間

番号
会　　社　　名

小間
番号

会　　社　　名

A－1 オーソ・クリニカル・ A－36 ㈱常光 B－21 ㈱ミズホメディー

タイアグノスティックス㈱ A－37 積水メディカル㈱ B－22 東洋器材科学㈱

A－2 エプソン販売㈱ A－38 小林クリエイト㈱ B－23 ニットーボーメディカル㈱

A－3 エッペンドルフ㈱ A－39 ㈱ヘレナ研究所 B－24 スペクトリス㈱

A－4 扶桑薬品工業㈱ A－40 ウシオ電機㈱ B－25 バイオテック㈱

A－5 極東製薬工業㈱ A－41 東芝メディカルシステムズ㈱ B－26 アイテック阪急阪神㈱

A－6 アイ・エル・ジャパン㈱ A－42 ベックマン・コールター㈱ B－27 日本ミリポア㈱

A－7 ㈱タウンズ A－43 栄研化学㈱ B－28 東洋紡績㈱

A－8 フクタ電子㈱ A－43 日本ベクトン・ディッキンソン㈱ B－29 SHENZHEN　MINDRAY　BIO・MEDICAL

A－9 ニプロ㈱ A－44 シスメックス㈱ ELECTRONICS　CO，LTD

A－10 キーウェアソリューションズ㈱ A－44 シスメックス・ビオメリュー㈱ B－30 重松貿易㈱

A－11 ㈱医学生物学研究所 A－45 東ソー㈱ B－31 田中貴金属工業㈱

A－12 プレシジョン・システム・サイエンス㈱ A－46 ㈱テクノメディカ B－32 オルガノ㈱

A－13 日本ケミファ㈱ A－47 オリンパス㈱ B－33 ラジオメーター㈱

A－14 セラビジョン・ジャパン㈱ A－48 三菱化学メディエンス㈱ B－34 HELLMA（ASIA　PACIFIC）PTE　LTD

A－15 ㈱サトー B－35 DIBA　INDUSTRIES　INC

A－16 ㈱アキュレックス B－1 日水製薬㈱ B－36 GRIFOLS
A－17 古野電気㈱ B－2 日本ポール㈱ B－37 バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱

A－18 ㈱イワキ B－3 ㈱柴崎製作所 B－38 協和メデックス㈱

A－19 興和㈱ B－4 東京貿易機械㈱ B－39 ロシュ・タイアクノスティックス㈱

A－20 大扇産業㈱ B－5 アラム㈱ B－40 富士フイルムメディカル㈱

A－21 アイエスケー㈱ B－5 コールタープロダクツカンパニー B－41 ㈱堀場製作所

A－22 アジア器材㈱ B－6 ニップンテクノクラスタ㈱ B－42 アークレイマーケティング㈱

A－23 インバネス・メディカル・シャパン㈱ B－7 ㈱アステックコーポレーション B－43 富士レビオ㈱

A－24 ㈱システムバイオティックス B－8 ㈱ケー・エヌ・エフ・ジャパン B－44 日本電子㈱

A－25 浜松ホトニクス㈱ B－9 和光純薬工業㈱ B－45 ㈱エイアンドティー

A－26 ワットマンジャパン㈱ B－10 ダコ・ジヤパン㈱ B－45 ㈱アットウィル

A－27 ㈱エクセル・クリエイツ B－11 ノバ・バイオメディカル㈱ B－46 シーメンスヘルスケア・

A－28 竹内精工㈱ B－12 ニューコン㈱ ダイアグノスティクス㈱

A－29 フィンガルリンク㈱ B－13 デン力生研㈱ B－46 デイドベーリング㈱

A－30 ㈱セントラル科学貿易 B－14 錦商事㈱ B－47 ㈱アイティエス

A－31 NECソフト㈱ B－14 MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB B－48 アロカ㈱

A－32 エム・シー・メディカル㈱ B－15 久保田商事㈱

A－33 関東化学㈱ B－16 ㈱日立八イテクノロジーズ S－1 デュッセルドルフ見本市会社（MEDICA）

A－34 アボツトジヤパン㈱ B－17 ㈱メディカルジャパン S－1 米国臨床化学会（AACC）

A－35 CLNICAL　CORPORATION B－18 ㈱オネスト S－1 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）

A－35 DYNAL　BIOTECH　ASA B－19 日本光電工業㈱ S－1 医療機器業公正取引協議会

A－35 ㈱ベリタス B－20 ジーエルサイエンス㈱ S－1 日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
●
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