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コス島のヒポクラテスの木

ヒポクラテスの木

1976年、ギリシャのDr．・Thomas　Doxiadsからコス島育ちの苗を贈ら

れた緒方富雄先生が、東京大学医学部図書館の前庭に植樹し

たもので、現在、10mを超える高さまで大きく育っている。

医聖ヒポクラテスが、故郷のコス島の木陰で、若い弟子達に

「医の道」を説いたと言い伝えられるプラタナス（和名スズカケ）の木は「ヒポクラテ

スの木」と呼ばれ、現在でもその子孫樹が巨樹となってコス島に生育しており、ここ

を訪れる医療関係者も多い。

我国の「ヒポクラテスの木」は、1955年に慶慮出身の篠川秀男先生がコス島から

持ち帰った種を発芽させ、母校の慶雁大学、地元のIIS形大学などに植樹したの

が始まりといわれている。その後1966年、新潟の蒲原宏先生も種を持ち帰り発芽

させて新潟大学、九州大学、岡山大学などに植樹されたようである。現在、枯死し

たものも少なくないが、その由来株が各地の大学、病院などに「医学教育のシンボ

ル」として植樹されている。



ご　挨　拶

愚
ば』 　この展示目録は2010年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今

年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。

　自動化振興会の事業の大きな一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクト

におさめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。

　昨年は展示会入場者8，100名，大会参加者2，300名と例年と同じく盛会でした。世界大不況のつづく年でしたが，この秋の自

動化学会大会・展示会に参加して次年度の新しい検査室の構築に向けようとする検査関連の方々の情熱が感じられました。

　大会につきましては，大会長　村田　満　教授（慶雁義塾大学）の下“自動化が切り拓く明日の医療”をメインテーマに村田

教授の明日の医療にかける情熱のこもった好企画が皆様をお待ちしております。

　最後となりますが，この冊子出版をはじめ展示会全般にわたっての振興会の方々のこの一年を通しての御苦労に感謝する次第

です。

平成22年10月7日

日本臨床検査自動化振興会理事長

日本臨床検査自動化学会会長

中井　利昭
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ご　挨　拶

　2010度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際しまして，日本臨

床検査医学会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

　近年，診断機器の開発・発展が急速に進み，全自動化され汎用性の高い機器システムが次々に開

発されてきております。一方では有用性が高く精度・迅速性にも優れた試薬が開発され，免疫学的

手法を用いた各種検査や，遺伝子関連検査に代表される先進医療を支えるための検査が臨床の場で広がってきており，院内検査

部での対応が求められつつあります。測定機器とともに検体自動搬送装置や，検査データを包括管理するためのコンピューター

システムの導入は，電子カルテやDPCの導入，外来検体の迅速検査（外来迅速検体検査加算の算定）における検査オーダー・

結果の情報伝達のためのオンライン化とも併せ，必須アイテムであります。これらの進歩・導入は日常の診療業務の改善に大き

く寄与して参りましたし，一方ではER，　ICUなどのベッドサイド，あるいは救急現場での導入が進んでいるPOCT機器・試

薬の開発についても注目が集まっております。

　今年度の医療費改定では，医科での改定率が1．74％増となったなかで，臨床検査については前回の改定に引き続いて評価見

直しの流れに沿って改定が行われており，2％強の増額になったとの報告も出ております。これを追い風にして，院内検査部を

含め検査医療界全体が元気を取り戻し，有用性の高い検査機器・試薬の開発，あるいは検査部の運営改善，機器の導入などに繋

がるよう期待しているところであります。

　日本臨床検査自動化学会の学術集会に合わせて開催されるこの展示では，臨床検査に関わるアップデートな，1青報が提供されて

おります。昨今の厳しい医療環境の中，検査室では高い臨床的有用性を有し，精度，操作性，そして経済性にも優れた機器・システ

ムの選択が求められており，この展示で得られる情報は，これからの検査室における機器選択・購入にお役にたつものと思います。

　本目録は今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものであり，それぞれの医療機関，検査室に合った機器の選択を検討され

るために活用していだければ幸いです。

　最後に本目録の作成，ならびに展示に関わる準備・設営にご尽力いただいた関係諸氏に深謝いたしたいと存じます。

平成22年10月7日

日本臨床検査医学会

理事長宮澤　幸久
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8 1．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　Method）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

kg 万円
特　長　・　備　考

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポソトケムDコンセプトmD．02

SD－4810
22 4分／検体 Na，　K，　Cl 有 最大300

40．8×33．0×

13．2
10 同一装置で生化学項目測定可

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケムTMEL
SE－1520

22 60 Na，　K，　Cl 外部 無 40
13．5×22．5×

13．8
1．5

エイアンドテイー EAO7 22 150 Na，　K，　Cl 内部 有 200以下 28×57．6×
54．7

25

シ　ー　メ　ン　ス　HCD Rapidchem　744 55 　1検体
35～60秒

3 50 37×18×32 7．3 1，980
カートリッジ式試薬／
省スペース・コンパクト設計

シ　ー　メ　ン　ス　HCD Rapidchem　754 55 　1検体
35～60秒

3 50 37×18×32 7．3 1，980
カートリッジ式試薬／
省スペース・コンパクト設計

常　　　　　　　　光 EX－Z 95 100 Na＋，　K＋，α一 内部 有 100／2 24×41×35 18 オートサンプラ付き

常　　　　　　　　光 EX－D 95 100 Na㌔K＋，　Cl一 内部 有 100／2 24×41×35 18 透析モード付き

常　　　　　　　　光 Ex－Ca 300 57 Na㌔K㌔
Ca＋＋，pH

内部 無 100／2 30×30×37 13 透析モード付き

セントラル科学貿易
全自動電解質
分析装置EX－II

27 150 Na，K，Cl 内部 有 200 28×57．6×
54．7

25 250

テ　ク　ノ　メ　ディ　カ STAX－3 110 120 Na，K，Cl，

　Hct
内部 有 100／3 26×40×38 17 330

ロシュ・ダイアグノスティックス
電解質分析装置Roche　9180シリーズ

95
7リン／アウト郁5サ
ンプル／hプリントアウ

ト無60サンプル／h

Na，K，Cl，
　Ca，　Li

無 100 3L5×29．5×
33．5

6 120 Cl，　Ca，　Li選択

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

サンプル
　量

試薬使用
　量

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
ラクテート・プロm

LT－1710
5 1分／検体 乳酸 電極法 3Vリチウム

電池×2
5，5×1．45×
8．38

0．05

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
グルコカード
マイダイア

2 15秒／検体 グルコース 電極法 3Vリチウム
電池×2

4．8×1．7×
8．6

0，055

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
グルコカード
G十メーター

0．6 5．5秒／検体 グルコース 電極法 3Vリチウム
電池×2

5．3×1．8×
8．8

0．05

アボッ　ト　ジャパン
プレシジョン
PCx

2．5
1テスト／
　20秒

血糖 電極法 単3アルカ
　リ電池

19．7×7．5×
5．1

0．28 24．9
データ管理機能，オンライン機能を装備

アボッ　ト　ジャパン エクシード 0．6
1テスト／

　5秒
血糖 電極法 リチウム電池 7．4×5．3×

1．6
0．04 1．45

ケトン体測定も可能，記憶容
量450テスト

エル・エム　・エス
ニコカードCRP
／HbA1。

5 CRP／HbA1， 固相免疫測
　定法 20×17×3 0．5

エル・エム　・エス
アフィニオン
CRP／HbAlc

1．5 CRP／HbA1、 40 17×32×17 5

積水メディ　カル ラピッドピア 120 4 BNP イムノクロマト 7．2 20×28×10 1．4 50 全血測定可能。前処理不用

ダイアシスジャパン センソスター
GL　one

10 40秒／検体 Glu／Lac 電極法 20×15×17 2．0 全血使用可。自動校正機能装備

ダイアシスジャパン センソスター
GLH　one

10 40秒／検体 Glu／Lac／Hb 電極法 20×15×17 2．0 全血使用可。自動校正機能装備

東　　洋　　紡　　績
ニコカード
CRP／HbAlc

（CRP）　25
（HbAl。）5

CRP／HbA1、 20×17×3 0．5

東　　洋　　紡　　績 アフィニオン
CRP／HbA1。

1．5 CRP／HbAI、 40 17×32×17 5
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ノバ・バイオメディカル
スタットストリップ

エクスプレス
1．2 6秒／検体 グルコース 電極法 3Vリチウ

ム電池×1
5．84×2．29×

9．14
0，075 1．5 干渉物質の影響を排除できる

ノバ・バイオメディカル
スタットストリップ

コネクティビィティ
1．2 6秒／検体 グルコース 電極法 充電式リチ

　ウム電池
8．25×4．60×

15．3
0．36 25 干渉物質の影響を排除できる。

通信機能を持っている

ノバ・バイオメディカル スタットセンサーi ］．2 30秒／検体 クレアチニン 電極法 充電式リチ
　ウム電池

8．25×4，60×
］5．3

0．36 25
eGFRを結果報告できる。ド渉物質の影響

を排除できる。通信機能を持っている

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

試薬使用
　　壮

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
アダムズMグノレコース

GA　ll52
24 150 グルコース GOD過酸化

水素電極法
160 41．2×40．7×

41．0
20．5

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
アダムスIMグルコース

GAl｜71
30 156 グルコース GOD過酸化

水素電極法
180 53×45×53 35

エイ　アン　ドテイ　ー GAO5
　30／5

日動切換
1800 160～200 グルコース GOD固定化

酵素電極 200以下 28×5㌘6×
54．7

25

エイ　アン　ドテ　ィ　ー GAO811
　3〔｝／5

自動切換
1800 160～2〔〕0 グルコース GOD固定化

酵素電極 200以下 55×48．3×
48．3

48

協和メ　デッ　ク　ス DM　JACK　Upgrade ～ 10
R1：21〔｝，

R2：70
180 HbA1、・GLU

L5AG・GA
ラテック娩疫法

　酵素法
600 42．3×46．4×

　　52．0
32．3

協和メ　デッ　ク　ス DM．JACK　II ～ 10 R1：210，

R2：70
180 ｝IbAl、・GLU

1，5AG・GA
ラテック娩疫法

　酵素法
600 20×70×

　106．5
100

協和メ　デ　ッ　ク　ス DM－JACK　EX ～ 10 Rl：］50，

R2：50
300 HbAl。・GLU

1，5AG・GA
ラテック娩疫法

　酵素法
800 50×59×57 65

協和メ　デッ　ク　ス Alc　GEARK 1 同時3検体架設 6分／1テスト HbAlc ラテックス
免疫比濁法

120 23×27×27 Io 45

シ　ー　メ　ン　ス　HCD DCAバンテージ 1
譜饗㍑、〆　：分／川1 Hぱ尿中アルブミン・

クレアチニン

ラテックス凝
集阻止反応

70
28．7×27．7×

25．4
3．88 38．0 アルブミン指数を自動計算

堀　場　製　作　所 アントセンスIII 5～20 45秒／テスト GLU 酵素電極法
20．0×18．0

　×6．5
0．8 グルコース専用POCT機器

堀　場　製　作　所 アントセンスロゼ 6 20秒／テスト GLU 酵素電極法
8．4×21．6×

　　6．5
0．5 グルコース専用POCT機器

4．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
1司　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL μL／検体 検体／h 数 V／A W×1）×II（Cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス ビトロス5．1FS 5～11 750～845 66 200／2〔〕 234×84×133 640 3，900

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス ビトロス5600 5～11 750～1034 100 200／20

279．4×91．4×

　　182．7
1，0〔〕0 7，600

カ　　イ　　　ノ　　ス CA－90 2～35 20～350 156 　　20
（ISE付23） 450以下 62×55．5×57 65

お問合せ

ください

移動式ディスクリート方式
臨床化学自動分析装置

カ　　イ　　　ノ　　ス CA－400 2～35 20～350 560 　　60
（ISE付63） 900以下 97×69×58．2 150

お［胎せ

ください

移動式ディスクリート方式
臨床化学自動分析装置

カ　　　イ　　　ノ　　　ス CA－400　plus 2～35 20～350 460 　　60
（ISE付63） 900以下 97×69×58．2 150

才澗合せ

ください

移動式ディスクリート方式
臨床化学自動分析装置

関　　東　　化　　学 ビオリス12i 2～25 20～200 9〔｝（100） 15（18） 100／3 52×60．5×43．5 55 （）内はISEをつけた場合

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンション
　　　　　RxLMax

2－60 800 47 100／20 159×81×112 366 3，500

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンション
　　　　Xpand　Plus

2－60 437 47 100／20 129×79×114 348 2，600



10 シ　ー　メ　ン　ス　HCD
血中薬物自動分析装置Viva－Eシステム

1～30 0～40〔〕 133 13
ハい　フンフ12V1－2（｝W

グl！ガユニソト測 115×56×49 85 824

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンションビスタ
500 1－40 500 最大144 200／30 215×112×141 842 6，500

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンションビスタ
1500 1－40 1500 最大166 200／30 215×112×141 900 8，000

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンションビスタ
1000T 1－40 1000 最大288 （200／30）×2 422×146×］41 1，694 13，000

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンションビスタ
3000T 1－40 3000 最大332 （200／30）×2 422×146×141 1，810 16，000

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ディメンション
　　　　　　EXL　LM

2－60 624 47 100／20 208×104×124 496 5，400

積水メ　ディ　カル
日立クリニカルアナラ
イザーS4〔｝ 5～15 50～210

4検体（1検体当たり5項

　　　目依勅
40 100／2 54×60×45 30 190 液状試薬タイプ。メタボ関連

検査に対応

積水メディ　カル
日立クリニカルアナラ
イザーM40 5～15 50～2］0

8検体（］検体当たり5項

　　　目依頼）
40 100／2 54×60×45 30 290 液状試薬タイプ。メタボ関連

検査に対応

東　京　貿　易　機　械 ビオリス24↓
（プレステージ24∫） 3～30 20～330 240 24（36） 10〔｝／6 80×64×52 95

東　京　貿　易　機　械 ビオリス12～ 2～20 20～200 90 15 100／3 52×60．5×43．5 55

東　京　貿　易　機　械 ビオリス24↓プレミアム 1．5～20．0 20～240 240 36（24） 1〔〕0／6 80×67×52 95

東芝メディカルシステムズ TBA「M．120FR 1．5～35 80～
比色800
電解質600

100 200／15 160×87、5×122．3 570

東芝メディカルシステムズ AccuteTM 2～25 120～
比色400
電解質600

35 100／15 103×79．4×105．2 320

東芝メディカルシステムズ TBATM－c16000 L5～35 80～
比色1600
電解質600

206 200／15 200．6×124．5×

　　121．9
680

東芝メディカルシステムズ TBATM－c800〔〕 L5～35 80～
比色800
電解質600

206 200／15 200．6×124．5×
　　12］．9

650

東芝メディカルシステムズ TBATM　c400f） 1．5～35 80～
比色400
電解質600

206 200／15
160．2×9｛｝．7×

　　125．1
550

東　　洋　　紡　　績 TYB－9 2～35 20～350 180 　　20
（ISE付23）

45〔｝以下 62×55．5×57 65

東　　洋　　紡　　績 TYB－18 2～35 20～400 450 　　40
（ISE付43） 700以下 97×69×58．2 135

東　　洋　　紡　　績 TYB－40 2～35 2〔〕～350 560 　　60
（ISE付63） 900以下 77×62×50．5 ］50

口　　本　　電　　子
JCA－13M　6070
Bio　Majesty

　　　（〔〕2～30　　　　　1

μLステップ）
］0～80（O．1
μLステップ）

2，4｛｝0テスト／h

　（ISE付）
最大lo3
（ISE付） 最大3K

分析部（操作部含む）

　170×88×142
700

・

検体前希釈方式（ユ～5，625倍）・最終反応液量：60μL

日　　本　　電　　子 JCA　BM　6050
Bio　Majesty

　　　（01～30　　　　　］

μLステツプ）
5～70（0．1
μLステップ）

1，800テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大3K §麟鵠ζ｛i； 600

・
検体前希釈方式（1～5，625倍）・最終反応液量：5｛｝μL

日　　本　　電　　子 JCA－BM　6010
Bio　Majesty

　　　（0］～25　　　　　1

μLステツプ）
5～300（0．1
μLステツプ）

1，200テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大2．6K §罐R櫟毘 450 HbAl，測定オプション

口　　本　　電　　子
JCA－BM　gl3｛｝

Bio　Majesty

1．48〔HbAkのみ）

㌻導（（レ封1・
5～70（0．1
μLステツプ）

1，800テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大3K

分析音ll：148×92×1］3

操作部：74×73×148
600 血球成分（HbAl∂

血漿成分（Glll）の同時測定

日　　本　　電　　子 JCA－BM　8060
　　　（02～30　　　　　1

μLステップ）

　　　（｛〕5～70　　　　　1

μLステップ）
生化学：駄7訓テストlh

ISE：最大1，80　テストlh
最大203
（ISE付）

200／60
分析部：5釧｝×斑×126

操作部：74×73×148
2，735

・

検体前希釈方式（1～5，625倍）・最終反応液邑：：5〔｝μL

日　　本　　電　　子 JCA　8040
　　　（02～30　　　　　1

μLステップ）
　　　ω5～70　　　　　1

μLステップ）
生化学：最大4珊テストlh

ISE：最大L8Dlけストh
最大203
（ISE付）

200／40
分析部：452×1：弼x126

操作部：74×73×148
2，005

・

検体前希釈方式（1～5，625倍）・最終反応液量：50μL

日　　本　　電　　子 JCA　8030
　　　（02～30　　　　　1

μLステップ）
　　　（05～7｛l　　　　　l

μLステツプ）
生化学：最大3珊テストh

ISE：最大1，細テストh
最大203
（ISE付）

20〔〕／35 分析部：謝×1品×126

操作部：74×73×148
1，655

・
検体前希釈方式（1～5，625倍）・最終反応液豆：50μL

日　　本　　電　　子 JCA　8020
　　　（02～30　　　　　1

μLステップ）
　　　ω5～70　　　　　1

μLステップ）
生化学：最大2、期テストh

ISE：最大1，8〔〕0テストh

最大203
（ISE付）

200／25
分析部：314×1：娼×126

操作部：74×73×148
1，275

・

検体前希釈方式（1～5，625倍）・最終反応液甲：50μL

日立ハイテクノロジーズ 7700 Dモジュール2～20
Pモジ⊥一ル15～35

120～30〔｝
構成により異なる

撮大糊～80｛10テスト／h）

戯によ帽な狙1トbl

（ISE付19～89）
鰍によ嘆なる 構成により異なる 繊によ畷なる

え1砲量1澗親堤ξ完二；コ　・　ダで　／グノ　人　ノ．イ　ツクス（株））

日立ハイテクノロジーズ 7180 1．5～35 120～300 最大80〔｝テスト／h 　　86
（ISE付89）

100／30
分析部：145×鍋×1田
　（分析部0）み）

　約40〔1

（分析部のみ） オプション：HbA1，測定機能
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日立ハイテクノロジーズ 7020 2～35 18〔〕～500 最大200テスト／h 　　36
（ISE付39）

10｛〕／15 72×72×108．5 約190

日立ハイテクノロジーズ 9000 1．5～35 100～250 最大1畑テスト／h 最大63
（ISE含む）

1〔〕0／30 188×1〔〕4×130
（分析部のみ）

　約460
（分析部のみ）

日立ハイテクノロジーズ LABOSPECT　OO3 1．5～35 100～250 最大320テスト／h 最大42
（ISE付45）

10〔｝／20 132．5×85．9×126 約270

日立ハイテクノロジーズ LABOSPECT　OO8 1．5～35 100～250
　構成により異なる
畷大2細｝～馴‖斗ストh‘

職に；ぱ　　：rトm

（ISE付7312ω
齢によ哩なる 構成により異なる 繊によ隈嫡

古　　野　　電　　気 CA－90 2～35 20～350 90 20 450以下 62×55．5×57 65
お問合せ

ください
移動式ディスクリート方式臨
床化学自動分析装置

古　　野　　電　　気 CA－27〔〕 1．5～35 20～250
　　270
（ISE含404）

　　50
（ISE付53） 650以下 88×67×62．5 120

お問合せ

ください
移動式ディスクリート方式臨
床化学自動分析装置

古　　野　　電　　気 CA－40〔｝ 2～35 20～350
　　400
（ISE含560）

　　60
αSE付63） 900以下 97×69×58．2 150

お問合せ

ください

移動式ディスクリート方式臨
床化学目動分析装置

古　　野　　電　　気 CA－400　plus 2～35 20～350
　　330
（ISE含460）

　　60
（ISE付63） 900以下 97×69×58．2 150

お問合せ

ください
移動Wディスクリート方式臨
床化学白動分析装置

ベックマン・コールター ユニセルDxC　600 2～40 200～330 990 65 1．81K 157．5×104．1×
157．5

713．5
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 ユニセルDxC　800 2～40 200～330 1，440 70 1．89K 177．8×104．1×
157．5

782．4 緊急モジュールで11項目を
約2分30秒で報告

ベックマン・コールター AU　5840 1．0～17 10～170 8900テスト／h 120 12K 533×158×160 2，720 オプションISE仕様

ベックマン・コールター AU　5830 1．0～17 10～170 6900テスト／h 120 10K 427×］58×160 2，120 オプションISE仕様

ベックマン・コールター AU　582〔〕 1．0～17 10～170 4900テスト／h ］11 8K 321×158×160 1，520 オプションISE仕様

ベックマン・コールター AU　5810 1．0～17 10～170 2900テスト／h 57 6K 215×158×160 920 オプションISE仕様

ベックマン・コールター AU　680 1～25 10～250 1200テスト／h 63 200／19 192×104×128 590 オプションISE仕様

ベックマン・コールター AU　480 1～25 10～250 400テスト／h 63 200／17．5 145×77×］21 450 オプションISE仕様

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティ
クス〈P＞ 2～35 20～270 800 44 4K 290×11〔〕×115 820 4500 寸法・重き：は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティ
クス〈D＞ 2～20 20～270 2，400 16 4K 290×11〔｝×167 970 6300 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティ
クス〈PP＞ 2～35 2〔〕～270 1，600 86 6K 410×110×ll5 1，240 6000 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティ
クス〈DP＞ 2～35 20～270 3，200 60 6K 410×110×167 1，390 9000 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティ
クス〈PPP＞ 2～35 20～270 2，400 86 8K 530×110×115 1，660 9400 寸法・重瓦は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバス6000〈501＞ 1．5～35 5～180 600 63 4．6K 188×103×130 460 3，900 寸法・重量は本体のみ

5． 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　亘
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケムDコンセプトID－02

SD－4810
生化学：6
電解質：22

3（15項日同時
　測定時）

生化学22，
　電解質 最大300 40．8×33．0×13．2 lo

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケムDコンセプトTMD－03

SD－4820
6 3（15項［1同時

　測定時） 生化学22 最大3〔〕0 40．8×33．0×ユ6．0 11 小型遠心分離機を内蔵

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケムTMEZ
SP　4430

4～6 63 生化学22 8〔｝～100 33．8×20．3×16．7 5．4 小型遠心分離機を内蔵

ア　　ー　　ク　　レ　　イ ポケットケム｜MBA
PA－4140

20 2｛〕0秒／検体 血中アンモニア 単三電池×2 12．5×8．7×3．1 0．23



12 オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス ビトロス350 5～11 250 48 100／12 115×71×120 272 2，250

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス ビトロス5」FS 5～11 750～845 66 200／2〔｝ 234×84×133 640 3，9〔｝0

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

ビトロス560〔〕 5～11 750～1，034 100 200／20 279．4×91．4×
　　］82．7

1，000 7，600

セントラル科学貿易 Piccolo　xpress
ピツコロ　エクスプレ

100 28 10〔〕／2 15．3×32．4×

　　20．3
5．1 250 専用ローター使用

富士フイルムメディカル 富士ドライケム
800

50 1min／検体 3 100／2 19×28×10．9 2．5 95 電解質専用

富士フイルムメディカル 富士ドライケム
100タイプN

10 2min／検体 1 100／0．2 19×28×11 2 37 アンモニア専用

富士フイルムメディカル 富士ドライケム
7000シリーズ

比色10
宅解質50

比色電解質混合
で190テスト／h

30 100／3 54×42×45 40 420～490 7000・i2タイプ

富士フイルムメディカル 富士ドライケム
7000「Z」シリーズ

比色10
電解質50

比色電解質混合
で19（；テスト／h

30 100／3 54×42×45 40 420～490 7000「Z」・7000i「Z」2タイプ

富士フイルムメディカル 富士ドライケム
4000シリーズ

比色10
電解質5〔〕

比色・電解質混合で

　77テスト／h
3〔｝ 100／2

41．5×39×29（i，s）

41．5×47×29（4〔｝n（D
22 27〔〕～340 4000・i・s3タイプ

和　光　純　薬　工　業 富士ドライケム
800

50 1テスト／分 3 100／0．2 19×26．5×11 2．5 95 電解質専用

和　光　純　薬　工　業 富士ドライケム
100タイプN

1〔｝ 30テスト／h 1 100／0．2 19×28×12 2．0 37 アンモニア専用

和　光　純　薬　工　業 富士ドライケム
4000シリーズ

比色6～10
電解質50 77テスト／h 30 10｛〕／2 　41．5×39×29

（PF付きはD＝47）
23 340～270 4000・i・s3タイプ

和　光　純　薬　工　業 富士ドライケム
7000シリーズ

比色6～10
電解質50

190テスト／h 30 100／3 54×42×45 40 490～420 7000・i・s3タイプ

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

サンプル量 処理能力 測定法 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケム『川SG
SG　1220

70 40 電極法 8 200 20×23×33 7．2

アイ・エル・ジヤパン GEMプレミア3000 135～150 20 9 100／1 30．5×30．7×
43．2

13．4 380 一体型カートリッジ

アイ・エル・ジヤパン GEMプレミア3500 135～150 20 9 10〔〕／1．5 30．0×30．（1×
44．5

14．2 一体型カートリッジ

アイ・エル・ジヤパン GEMプレミア4000 65～150 20 15 1〔〕0／3 30．5×38．1×
45．5

20．0 900 一体型カートリッジ

シ　ー　メ　ン　ス　IICD ラピッドラボ1265 95～200 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

15 150 52×54×58 29．5 1，550
カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチハネル

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ラピッドラボ1260 95～150 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

10 400 52×54×58 29．5 1，350
カートリッジ式。式集，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリン久タッチパネル

シ　ー　メ　ン　ス　IICD ラピッドラボ1245 35～150 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

9 400 52×54×58 29．5 1，150
カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ラピッドラボ1240 35～100 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

4 400 52×54×58 29．5 950
カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンゾリング，タッチハネル

シ　ー　メ　ン　ス　HCD Rapidpoint　400 100～200 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

9 150 55×30×42 15．5 600 電極，試薬一体型カートリッジ

シ　ー　メ　ン　ス　IICD Rapidpoillt　405 100～200 　1検体
約60秒以内

電極法，吸
光度測定法

14 150 55×30×42 15．5 800 電極，試薬一体型カートリッジ
COオキシメーター付

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ラピッドラボ348 40～95 　1検体
約45～90秒

電極法，吸
光度測定法

7 80 38×38×37 13 700 ボンベ内蔵，透析液測定モード付

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ラピッドラボ248 60～85 　1検体
約45～120秒

電極法，吸
光度測定法

3 80 38×32×37 9 500 小型，計ギ：，静音設計



13

シ　ス　メ　ッ　ク　ス OPTI　CCA　TS 最少125 120秒以下
　蛍光測定
光吸収，反射率

9 110以下 36．2×23．〔｝×12．4 5．5

常　　　　　　　　光 アーマ20〔｝0 180 60
ディスポカートリッジ

20 充電式バツ
　テリー

24×29×］3 2．4
ポータブル刑ガス
製造販売謙者：平和物産（株）

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－600 100 30 電極法 4 100／］．5 36．6x47．1×48．7 15 300 pH，　pCO2，　pO2，　Ilct

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－601 100 30 電極法 4 100／1．5 36．6×47．1×48．7 15 400 pH，　pCO2，　pO2，　Ilct（パソコン内蔵）

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－602　i 100 30 電極法 8 100／1．5 36．6×47．1×48．7 15 600 pH，　pCO2，　pO2，　Hct，　Na，

K，Cl，　Ca

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT　603　ie 100 30 電極法 10 100／1．5 36．6×47．1×48．7 15 800
pH，　pCO2，　pO2，　Ilct，　Na，
K，Cl，　Ca，　Glc，　Lac

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－6040x 130 20 電極法 13 100／1．5 36．6×47．1×48．7 15 900 PILPCO2．PO2．Na．K，C1．Ca，
Ulb，　FO、Ilb，　FIIIIb．　FCOIIb，
FMぺtllb、　sO．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－1810
｜21Kシリンジ損促賜

棚キャと引渕定時｝ 30 電極法 4 100／1．5 33×42×57 18．5 500 pH，　pCO2，　PO2，　ctllb

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT・1820

｜瀦膨ラ旛）釧キヤヒラ順疋時）

脾量モー）
30 電極法 8 100／1．5 33×42×57 18．5 700

pll，　pCO2，　pO2，　cNa，　cK，

cCl，　cCa2，　ctHb

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－1830

1批，瓠鋼杣キ1’ビフリ趣時）30〔微量モード）

30 電極法 工0 100／1．5 33×42×57 18．5 900
PH，　pCO2，　PO2，　cNa，　cK，　cCl，

cCa2，　cGlucose，　cLactate，　ctHb

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ GASTAT－navi 200 21 センサー
カード式

7 100／1 25×12×9．6 L4以下 150 pll，　pCO2，　pO2，　cNa，　cK，

cCa2，　Hct

ノバ・バイオメディカル SP　CCX 60～210 23～38 電極法 19 400 56．7×43．7x43．8 27．3 1，380 イオン化マグネシウム測定が出来る

ノバ・バイオメディカル SP－pHOx＋M 50～110 50 電極法 11 200 38×38×30 8．2 680 イオン化マグネシウム測定が出来る

扶　桑　薬　品　工　業 アイ・スタット1 65～95 20 12
9Vリチウム電池

専用充電地
7．7×23．5×7．2 （L635∨1．651 180 輻用カートリッジ使用

によ　り　1～8」≡頁目1司日寺君則定

フィ　ンガルリンク EPOCシステム 100 1検体30秒 スマートカード 14 50 Reader：22×9×5，

Host：13×8×2

Reader：〔L5

Hosω．2
192 テストカードは室温保存

ラ　ジ　オ　メ　ー　タ　ー ABL　800　FLEXシステム 35～195 2］ 電極法 18 250 70×53×55 33．9

ラ　ジ　オ　メ　ー　タ　ー ABL　5 35～85 30 電極法 3 60 34×20×39 8．6

ラ　ジ　オ　メ　ー　タ　ー ABL　80　FLEXシステム 105 電極法 15 130 22×28×40 8．5

ロシユ　・

ダイアグノステイックス

rl11液ガス，電解質分析装置コバスb12］

68 3〔〕 電極式 10 35．4×41×46．7 約17

ロシュ・
ダィアグノスティックス

1｛IL液ガス，屯解質分析装置コバスb221

112～210 27～31 電極式 11 51．2×58．7×54．9 約48

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×II（cm） k9 万円
特　長　・　備　考

常　　　　　　　　光 CTE　880 25 65 セレカーVSP
　シーメルJ

100／5 92×77×150 250 80，000検体メモリ

常　　　　　　　　光 CTE－2800 25 100 セレカーVSP
　シーメルJ

100／5 92×77×150 250 80，000検体メモリ

常　　　　　　　　光 CTE－9800 25 266 セレカーVSP
　シーメルJ

100／5 117x86．7×150 280 80，000検体メモリ

フィ　ンガルリンク Capillarys　2 20～40 80（SP），10（IT） キャピラリー
電気泳動法

300 95×63×39 50 1，050
8Ch　TTFR：12分項目：SI），
rT　（IFE），　Hgb，　CDT

フィ　ンガルリ　ンク minicaP 20～40 20（SP），2（IT） キャピラリー
電気泳動法

300 43×57×41 30 485 2Ch　TTFR：II分〕頁目：SP，
IT（IFE），　Hgb，　CI）T



14 フィ　ンガルリ　ンク Capillarys　2　FLEX　PIERCING 20～40
80（SP），8（IT），

　34（Hgb）
キャピラリー
電気泳動法

300 95×63×39 50 1，380 8Ch　TTFR：12分項目：SP，
IT（IFE），　Hgb，　CDT

ヘ　レ　ナ　研　究　所 エパライザ2プラス 30 30～80 クィックジェル 100／6 80×65．5×55．5 70 アイソザイム，脂質，蛋白分画
が全自動．バッファー用意不要

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

8．電気泳動装置（Etectrophoresis　Apparatus）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

常　　　　　　　　光 電子冷却ECP－10 　寒天
アガロース

100／2 31×41×20 15 35

フ　ィ　ンガルリ　ンク Ilydrasys　2　Scan アガロース膜
　電気泳動

300／1000 76×48×21 35 380
蛋白分画（血［清・尿），免疫固定法（IFE），各種アイソザイ

ム，脂質，（SFなど多用鍾気醐類

フィ　ンガルリ　ンク Hydrasys　2　ScanFocusing
ア加一模電気醐
（等電縄気泳動対応）

300／1〔〕00 76×48×21 35 430
上記に加えて，等電点測定項目

CSFIFE，　A　I　AT，　A　I　ATIFEなど

9．デンシトメータ装置（Densitometer）

サンプル量 処理能力 OD測定
　範囲 記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μz． 検体／h 数値 感熱他 V／A W×D×H（Cm） kg 万円

ヘ　レ　ナ　研　究　所 クィックスキャン 0～2．1 PC経由印刷 100／2 52×55×18 15 可視光（透過・反射）測定用
デンシトメーター

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格 特　長　・　備　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
アダムス1MA1。
HA　8180

14 48秒／検体 300 53×53×53 42

ア　　ー　　ク　　レ　　イ アダムス1Mハイブリッド
AH－8280

60 80秒／検体 300 53×53×53 44 グルコースを同時に測定

栄　　研　　化　　学 HLC－723G　9 3 80 180 53×52×48 34．5 610 東ソー社製

東　　　　ソ　　　　ー
自動グリコヘモグロビン分析計

HLC　723G9
3 80 180 53×52×48（90SL時） 34（90SL時）

東　　　　ソ　　　　ー
全自動カテコールアミン分析計

HLC　725CA　H
3 500 68×60×78＊ 90＊ ＊分析部のみ

日　本　ケ　ミ　フ　ァ HLC・723G9 3 80 180 53×51．5×48．2（90SL時） 34．5（90SL時） 東ソー社製

口　　本　　電　　子 JLC－500　Amino　Tac 1～200 加水：18分
生体：60分 1．2K 95×75×90 250 1，800 アミノ酸自動分析機

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ Variant　II　Turboシステム 5 37 330 62×60×46（VSS）
28×41×53（VCS）

96．0
VSS：サンプリングステーション
VCS：クロマトグラムステーション



11．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×II（Cm） kg 万円
備　　　　　考

ア　ジ　ア　器　材 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．

ア　　　　　ロ　　　　　カ ルミネッセンスリーダ
AccuFLEX　Lumi400

生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白血球貧食
能・抗酸化能などの測定） 約100

　本体約26×36・2’
分注『L一ット約16・21｝21｝

約10
約4．3

168

東　京　貿　易　機　械 ダイヤフラムポンプ
TSDP　5，1〔〕，20 気液混合流体の吸引に最適 100／0．5 16×15×12 3 特注可能

東　京　貿　易　機　械 プランジャーポンプ
TSMP－50～1000

小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性 24／0．2 3×6×12 0．5以下 特注可能

15





核医掌（RIA）機器

免疫血清検査機器



18 12．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
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
希望価格商　　品　　名

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

ア　　　　　ロ　　　　　カ
オートウェルガンマシステム
AccuFLEXγ7｛〕〔〕0シリーズ

7001：350
7010：450

7〔川約99x98×142
70］0約］33×98×142

7｛川：約却

7川：約細
輻1〔　1～1，3〔x〕

セントラル科学貿易
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
オートマチックガンマーカウ
ンター　　　　　　　10／600 RIA各種 約300 102×60×80 140 780～ 10本検出器

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

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

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケム1バィダス
SV　5020

43 項目により
異なる 最大36 プレパック

方式
180 57．5×55．0×

　　45．0
40

栄　　研　　化　　学 AIA　2000 41 10～125 200 パツク 700 150×90．7×126 400 2，480 東ソー社製

栄　　研　　化　　学 AIA・9f）0 4］ 10～125 90 パック 30（ハ 89×66．5×64 122．5 900 東ソー社製

栄　　研　　化　　学 AIA　360 38 10～100 36 パック 250 40×40×52 29 360 東ソー社製

協和メ　デ　ッ　ク　ス AP　960
EIAプレート
搭載項目 10～200 項目で変動 10～200 100／15 92×76×65 150 1，600

協和メ　デ　ッ　ク　ス AP　96
EIAプレート
搭載項目 10～200 項目で変動 10～200 1〔〕0／6 59×63×52

8〔〕 1，200

協和メ　デッ　ク　ス AP－X
EIAプレート
搭載項日

10～20f｝ マイクロプ
レート6枚 10～200 100／15 130×80×148 36〔〕 2，200

シ　ー　メ　ン　ス　HCD べ一リングELISA
プロセッサーIII

MTP　IOプレ

ー
ト搭載可能 項目による 項目による 項目による 分析部450 115×58×60 136 1，980 最大10プレート測定

シスメックス・ビオメリュー バイダス 項日により
異なる 最大90 プレパック

方式
100／10 105×53×44 65 1，500 日常のメンテナンス不要

シスメックス・ビオメリュー ミニバイダス 項目により
異なる 最大36 プレパック

方式
100／1．5 55×57、5×45 40 480 日常のメンテナンス不要

東　　　　ソ　　　　ー
自動エンザィムイムノアッセイ装置

AIA　360
39 10～100 36 パック 250 40×40×52 29

東　　　　ソ　　　　ー
自動エンザィムイムノアッセイ装置

AIA　9〔川
46 1〔〕～100 90 パツク 300 89×67×64 123

東　　　　ソ　　　　ー
令自動エンザィムイムノアッセイ装置AIA　2｛削ST

42 ］0～100 200 パツク 700 150×91×126 400

東　　　　ソ　　　　ー
全自動エンザィムイムノアッセイ装置AIA　2｛削LA

42 10～100 200 パック 700 150×120×126 400

日　　水　　製　　薬 AIA　60011 44 10～100 60 200 81×74×51 70 980

日　　水　　製　　薬 AIA－20〔〕O　ST 44 10～125 200 700 150×91×126 400 2，480

日　　水　　製　　薬 AIA　2000　LA 44 10～125 200 700 150×120×126 400 2，680

日　　水　　製　　薬 AIA　360 44 10～125 36 250 40×40×52 29 360

日　　水　　製　　薬 AIA　900 44 10～125 90 300 89×67×64 123 900
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日　本　ケ　ミ　フ　ァ
アレルギー特異IgE測定装置DiaPack　2〔｝〔〕〔〕

53 ］0～50
30テスト／

　25分 260～310 50f） 75×63．5×51 100

バイオ・ラッドラボラトリーズ 全自動マイクロプレート
EIA分析装置Evolis

項目による 項目による 項目による 500 113×76×95 95 L5 検体分注から測光まで全工程
を自動化

バイオ・ラッドラボラトリーズ 全自動マイクロプレート
EIA装置PhDシステム

項目による 項目による 項目による 200 71×56×71 35 900 検体1μLから分注

フ　　ア　　デ　　ィ　　ア ユニキャップ250
非特異IgE
特異IgE

（白己抗体）

40（90） 60（60） max　1．2K 127×75×165 350 1，500 アレルギー検査，自己抗体検
査，併用可能

フ　　ア　　デ　　ィ　　ア ユニキャップ100
非特異IgE
特異lgE

（日己抗体）
40（90r20）

48T／約2．5
（48Tノ約2．5＞ 550 68×6〔｝×44 46 230 アレルギー検査，自己抗体検

査，併用可能

14．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 試薬使用最 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×II（Cm） k9 万円
特　長　・　備　考

アボッ　ト　ジャパン IMXアナライザー 25 150 15～40分 700 70×63×36 43

アボッ　ト　ジャパン AxSYMアナライザー 36以上 83～275 80～120 1．8K 160×85×155 275

医学生物学研究所
ELISA／IF全自動分析装置
Quad　MACS

10（ELISA），
4（IFA） 3～1000

Zイクロプレー
ト5枚，スライ
ドグラスり5枚

3～1000 100／12 137．5×78×87 130 2，350 ELISA法とIF法0）全自動アッ
セイが1台で可能。

医学生物学研究所
全自動EIA装置／IF染色兼用装置
DASシステムAP22　Speedy　IF

8（ELISA），
　4（IFA） 8～1000

マでクロプレー
ト2枚，スライ
ドグラス16枚

8～ユ000 79×6］×65 72 1，200 ELISA法とIF法の全自動アッ
セイが1台で可能。

医学生物学研究所
全自動化学発光免疫測定装置

CL－JACK　RK
2 160 500 83×68×54 100 1，980 全自動化学発光免疫測定装置

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ストラタスCS 4 70～90 3 400 69×56×46 64 700 心筋障害マーカー測定専用機

シ　ス　メ　ッ　ク　ス IIISCL　2000τ 22 10～30 180 2K以下
110．0×100．5×

　　135．5
353 ネットワーク対応

日　　水　　製　　薬 エバネットEV20 14 8～150 18 200 52×47×26 28 350

フ　ク　　ダ　電　　子
移動式免疫蛍光分析装置シオノスポットリーダー

BNP 70 4 27×25×15 約2．1 98 全血にて測定

和　光　純　薬　工　業
全自動蛍光免疫測定装置
ミュータスワコー↓30

AFP　L3°。，

AFP，　PIVKAIl
（MAX　6項日）

25 100／4 52．0×59．5×54．6 71 800
マイクロチッフを旧いたLBA　EATA法
（新規測定システム）迅速・微量・高感度測定

15．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　手t
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h μL V／A W×D×II（Cln） kg 万円
特　　　・　備　考

ベックマン・コールター IMMAGE　800 36 3～8 180 21 690 110．5×64．8×76．2 123



20 16．ラテックス凝集反応測定装置（lnstrument　for　Latex　Aggtutination）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

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

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケムDコンセプト［、1D（ll
SD　381｛｝

CRP，　RF，尿中

Alb・Cre（A／C）
50 約6（1検体

　測定時）
プレパツク
　方式 最大300 40．8×33．O×13．2 8

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケムmIM
SI－3511

CRP，　ASO，

　CysC
50 4～6（1検体

　測定時）
プレパツク
　方式

100 33．0×22．4×18．5 6

シ　ス　メ　ッ　ク　ス PAMIA　40i 18 lo 70テスト／h 480以下 76．5×56．6×58．2 68

日　本　光　電　工　業 CRP・3100 CRP 5 12 1ce11 70 13、5×29．0×38．3 7．5 140 全血全自動型0．2～33mg／dL
（全血／HCT　40％時）

三菱化学メディエンス LPIA－NV7 47 2～35 200 20～250 1K
　本体：71x72x50

Uボックス：23x45×38
150

三菱化学メディエンス STACIA 41 270 3K 161×100×150 670

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

会　　　社　　　名
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
希望価格商　　品　　名

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

シ　ー　メ　ン　ス　HCD べ一リングネフェロメータII 血漿蛋白 10～100 225 40 450 124×63×72 160 2，500

シ　ー　メ　ン　ス　HCD BNプロスペック 血漿蛋白 10～100 70 40 450 107×63×60 115 950

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

三菱化学メディエンス LPIA－NV7 47 2～35 200 20～250 1K
　本体：7い72x5〔｝

Uボックス：23x45×38
150

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

アボッ　ト　ジャパン ARCHITECT～200〔） 40以上 4～150 最大200 4．7K（最大） 173×1］2×122 522 2，980

アボッ　ト　ジャパン ARCIIITECT∫2000SR 40以上 4～150 最大200 3．OK（最大） 155×125×122 490 3，500

アボッ　ト　ジャパン ARCHITECT川〕00SR 40以上 4～150 最大100 2．OK（最大） 150×77×125 288 2，350

オーソ・クリニカル
ダィアグノスティックス ビトロスECiQ 34 10～80 90テスト／h

200／6

100／12 112×74×130 366 2，145

オーソ・クリニカル
ダィアグノスティックス ビトロス3600 34 10～80 189テスト／h 200／20 212．0×88．7×

　173．8
720 3，600



21

MM－300形ルミノメーター
（MM－300）

33 200
0r750

640 1，300 80 32×33×21 14 166．5
マストイムノシステムズII－S
専用測定装置

カ　　イ　　　ノ　　ス
HISCL2000i 12 10～30 180 2000 110．0×100．5×

　　135．5
353 2，100

協和メ　デ　ッ　ク　ス ADVIA　Centaur　XP 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×134 545 3，500

協和メデッ　クス ADVIA　Centaur　CP 25 10～200 180 50～450 107×74×81 166 2，000

協和メデツクス AP－96　C 最大3項目
（条件あり） 10～200

96穴マイクロ
プレート1枚 10～200 100／6 63×74×52 90 1，200

協和メデツクス CL－JACK　RK 最大6項目 5～50 160 項目で変動 500 119×67×118 155 2，200

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ケミルミADVIA
Centaur　XP

30 10～200 240 50～450
220－240VAC
　（±10％） 184×104×131 559 3，500

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ケミルミADVIA
Centaur　CP

15 10～200 180 50～450
100－240VAC

（±10％） 107×74×81 170 2，000

シ　ー　メ　ン　ス　HCD イムライズ2000 最大24 5～100 200 項目により
　異なる

200／6 152×76×119 403．7 2，500

シ　ー　メ　ン　ス　HCD スフィアライト180 30 10～90 180テスト／h 100／15 125×75×69 230 1，600

シ　ー　メ　ン　ス　HCD イムライト2000XPi 最大24 5～100 200 項目により
　異なる

200／6 160×9L5×183 436 2，500

東　　洋　　紡　　績 POCube 4 5 項目により
　異なる

カートリッ
　ジ単位

120 28×31×27．5 12

フ　ク　ダ　電　子
免疫発光測定装置パスファースト BNP，ミオクロビント

ロポニンLCK－MaI｝ダィマーH．HCG 100 最大36 360 37．5×57×51 約33 390

富　士　レ　ビ　オ ルミパルス∫（フォルテ） 47 10～140 120 項目により
異なる

2．OK 125×80×150 400 1，950

富　士　レ　ビ　オ ルミパルスPresto　II 41 10～100 240 項目により
異なる

3．5K 150×82×137 650 2，980

富　士　レ　ビ　オ ルミパルスS 45 10～140 60 項目により
異なる

330 95×70×60 約80 980

富　士　レ　ビ　オ ルミパルスG1200 44 10～140 120 項目により
異なる

1．7K 120×80×145 330 2，050

ベックマン・コールター Access　2 46 100 100 99×61×47 91

ベックマン・コールター ユニセルDx1800 46 400 200 172×96×170 521．6

ベックマン・コールター ユニセルDxl　600 46 200 200 156×96×170 484

三菱化学メディエンス イムライズ1000 最大12 5～100 120 項目により
異なる

100／6 114×63×47 113 880

三菱化学メディエンス イムライズ2000 最大24 5～100 200 項目により
異なる

200／6 152×76×119 403．7 2，500

三菱化学メディエンス イムライト2000XPi 最大24 5～100 200 項目により
異なる

200／6 160×91．5×183 436 2，500

三菱化学メディエンス ADVIA　Centaur　XP 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×134 545 3，500
360度ステータスライト，ディスポチップ

三菱化学メディエンス ADVIA　Centaur　CP 25 10～200 180 50～450 880 107×74×81 166 2，000
180検体／時の処理能力，省スペースベンチトップ型

三菱化学メディエンス パスファースト 最大6 80～100
6テスト／バ
ッチ（17分）

カートリッ
　ジ単位

360 37．5×57×51 33 390

三菱化学メディエンス STACIA 最大30 270 3K 161×100×150 670

和　光　純　薬　工　業 SphereLight　Wako 30 10～100 180テスト／h 100／15 101×75×135 450 1600 アロカ（株）製造販売元



22 20．蛍光偏光装置（lnstrument　for　Polarized　Fluorecence）

会　　　社　　　名
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
希望価格商　　品　　名

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

アボッ　ト　ジャパン TDXFLXアナライザー 27 5〔〕～500 15～22 660 70×60×35 49

21．その他（Miscellaneous）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケムTMIL
SL－4720

イ噛フルエンコ師ルス

A．B　CRp　StlepA［gE

5．10．15．20分

領目による）
22．5×21．7×8．3 3 イムノクロマト試薬を差し込む

だけの簡単操作で測定可能．

バ　イ　オ　テ　ッ　ク ELISA用連続分注・
洗浄装置　ALCS　2000

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。
11〔｝ 225×92×54 100

浜松ホ　トニク　ス
イムノクロマトリーダ
ClOO66

金コロイド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高
感度で定量測定が可能です。

12 21．5×23．5×9．2 1．6

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス　〈E＞
よ1融磁み）㌣，　、

10～50 170 Rl／R2：50～80
磁継好：3｛〕～5D 4k 290×111×115 820 3，950 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス〈EE＞ 10～50 340 Rlノ正2：50～8〔｝

磁性ネ了：3｛ト5｛｝ 6k 410×111×115 1，240 5，800 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス　＜PE＞ 6k 410×111×1ユ5 1，240 6，900 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス　〈EEE＞ 豆≧i二 10～50 510
Rl／R2：50～8（1

磁性粒子：3｛1～5〔1 8k 530×111×1ユ5 1，660 7，650 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス　〈PPE＞ 8k 530×111×115 1，660 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

モジュラーアナリティクス　〈EEEE＞
㌻㌧：㌧口こソ
乍唱　　イ｝ゴ｝∠　亨ノ発
光　　、

10～50 680
Rl／R2：50～8（1

磁性粒寸　）o～5｛［ 10k 650×111×115 2，080 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバス6000〈601＞

　“　㌦7　ソ 10～50 170
R］恨2：51｝～8（1

磁性杜子：lo　50 4．6K 216×103×115 625 3，700 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

コバス6000〈5011601＞
ノ　　　　　ノレ　ブ　　ノ

　／　り
vri∵亨土㌣、’界 4．6K 308×1〔〕3×130 935 5，700 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバス6000〈5012＞

丁1z万完又ソ
甘　し化Fア　’E糸　篭 5～180 1200 4．6K 349×103×130 885 6，300 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

コバス6000〈50121601＞ ≡プ。劣cノ
市　　化F三　と芹｝　発
ヒ

4．6K 469×103×130 1360 8，100 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

コバス4工1ラックシステム
電気化学連続発

光法，早上型 10～50 86
RI／R2：50～8｛〕

磁性粒子：3〔i～50 L25K 17｛〕×95×80 250 2，200 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

コバス411ディスクシステム
電気化学連続発

光法，卓上型 10～50 86 RUR2珊～8〔1
磁N粒子：30～50 LOK 120×730×80 180 1，800 寸法・重量は本体のみ



血液検査機器



24 22．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Multiple　ltem）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種　　類 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケムTMCL
SB－1420

30 60 電気抵抗法 18 190 31．5×37．0×
　　47．5

21 微量血モードあり

ア　　ー　　ク　　レ　　イ スポットケムTMCL
SB－1430

55 電気抵抗法 22 250 38．2×48．5×
　　52．0

38 微量血モードあり

アボッ　ト　ジャパン セルダインサファイア 117 106
レーザー多角度
偏光散乱分離法

32 900 121×813×　　76．2’ 170．1 CD61，　CD3／4／8測定可

アボッ　ト　ジャパン セルダイン3700 20～355 60～90
レーザー多角度
偏光散乱分離法

25 1、55K（最大） 76×79×68 131 網赤血球測定可

アボッ　ト　ジャパン セルダイン3200 20～250 60～70
レーザー多角度
偏光散乱分離法

24 800（最大） 48×83×74 105．5 網赤血球測定可

アボッ　ト　ジャパン セルダイン1800 30 60 電気抵抗法 18 900（最大） 66×53×45 55 600 10，000検体分の検体記憶容量

アボッ　ト　ジャパン セルダインルビー 150～230 68～76
レーザー多角度
偏光散乱分離法

24 600 86．4×76．8×
　　49．9

105．2 2，200 血小板のレーザー測定

エイアンドテイ　ー MYTHIC　18（J） 9．8 60 電気抵抗法 18 50以下 25×34×35 9 1，500検体メモリー可能
（USBで追加可能）

エイアンドテイー MYTHIC　220T（J） 16．7 45 電気抵抗法 22 150以下 25×34×35 11 1，500検体メモリー可能
（USBで追加可能）

エイアンドテイ　ー MYTHIC　22　CT（J） 18．2 45 電気抵抗法 22 150以下 25×34×35 13 1，500検体メモリー可能
（USBで追加可能）

シ　ー　メ　ン　ス　HCD アドヴィア2120 175 120 光学法 75 100／15 141×68×86 193 3，700
CSF（脳脊髄液測定）モード
標準搭載

シ　ー　メ　ン　ス　HCD アドヴィア2120i 175 120 光学法 75 100／15 141×68×86 193 3，800
CSF（脳脊髄液測定）モード
体液モード搭載

シ　ー　メ　ン　ス　HCD アドヴィア120 175 120 光学法 75 100／15 141×68×86 193 3，500
CSF（脳脊髄液測定）モードは
オプション

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XT－4000i
三籔㌘㌫蕊即μ　　’希’釈）

100
シース　フローDC
検出法．SLSヘモグロビン法．　7ローサイ　トメトリ法 30 250以下

53．0×50．0×
　　63．0

52 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XT－2000i
サンプラモード：15仇クロズド
モード：15仇マニ．えアルモー
ド：85．キャピラリーモード：
85（全dn　41）μ1を希釈）

80 シースフローDC
検出法．SLSヘモグロビン法．　フローサイトメトリ法 30 250以下

53．0×50．0×
　　63．0

52 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XT－1800i
サンプラモード：150．クロズド
モード：15｛1．マニ・Lアルモー
ド；85．キャピラリーモード：
85（全m140μ1を希釈）

80
シースフローL）C
検出法．SLSヘモグロビン法．　7ローサイトメトリ法 24 250以下

53．0×50．0×
　　63．0

52 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XE－5000
㍍二詫六：2““㌦．．膓

113～150
5F姓強詰寝請一
SLSヘモグロビン呈
フローサイトメト1～ノ、

32 800以下
70．6×53．5×
　　71．1

81 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XE－2100
マニ　．Lアルモー　ド　：
竺《；㌧FI∴㌃≒て㌍リーモード　：40

113～150
男牲香提霧磁一
SLSヘモグロビン夫．フローサイトメトリ法 32 800以下 70．6×53．5×

　　71．1
81 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス K－4500 …講；慰燃 80
DC検出法，　SLSヘモグロビン法

18 300以下
58．0×35．1×
　　60．0

50

シ　ス　メ　ッ　ク　ス ・KX－21
全血モード：50，
希釈モード：20

60
DC検出法，ノンシ

ァンHGB測定法
18 230以下

42．0×35．5×

　　48．0
28

シ　ス　メ　ッ　ク　ス KX21N
全血モード：50，
希釈モード：20

60
DC検出法，ノンシ

ァンHGB測定法
19 230以下

42．0×35．5×

　　48．0
30 ネットワーク対応

チケットプリンタとの接続可能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス KX－21NV（動物用）
全血モード：50，
希釈モード：20

60
DC検出法，ノンシ

ァンHGB測定法
8 230以下

42．0×35．5×
　　48．0

30

シ　ス　メ　ッ　ク　ス POCH－100　i
全血モード：15，
希釈モード：20

125秒／検体
㏄検出法，ノンシ

ァンHGB測定法
19 150以下

18．5×46．0×

　　35．0
14

シ　ス　メ　ッ　ク　ス POCH－100　iv（動物用） 全血モード：15 125秒／検体
㏄検出法，ノンシ

ァンHGB測定法
8 150以下

18．5×46．0×

　　35．0
14

シ　ス　メ　ッ　ク　ス XSシリーズ
一マニ　ュ　アルモー　ド　：
る”…ち・㌢ら城：ド　　2〔，

60 フローサイト
メトリー法

24 210以下
32．0×41．3×
　　40．3

24

日　本　光　電　工　業 セルタックF
MEK－8222

55 80
電気抵抗法レーザー散乱

22 360 61．3x55．0×58．3 55 780 無染色での5分類解析
低ランニングコスト

日　本　光　電　工　業 セルタックE
MEK－7222

55 51
電気抵抗法レーザー散乱

22 250 38．2×48．5×52 38 515 記録器内蔵・簡単操作



25

日　本　光　電　工　業 セルタックα
MEK－6400

30 60または9川獅L
力法によ畷なる） 電気抵抗法 18 120 23．0×45．0×

　　38．3
］8 385 簡単操作・コンパクト

6種類の測定モード

日　本　光　電　工　業 セルタックα
MEK　6420

30 60 電気抵抗法 ］8 120 23．0×45．n×
　　38．3

］8 308 簡単操作・コンパクト

フ　ク　ダ　電　子
自動血球計数装置LC・660

10 60 電気抵抗法
　比色法

18 150 26．2×45×43 17 420

フ　ク　ダ　電　子
自動由1球計数装置LC　661

10 50 電気抵抗法
　比色法

18 75 26．2×45×43 20 460

ベックマン・コールター LH　785 550 105
アキコがルトワノロジー

～Oフコー叩‥クノ：ンー
35 2，080

本体1（［2・旦いs｝つ　㌧∵垣スヲ．戸イ1・・n［1・‘1バ‘

宥36

ベックマン・コールター LH　780 300 110
アキュカウン巨クハこL

wSフ日一サイトフフノ㌧一
35 1，220 102×61×89 93

ベックマン・コールター LH　755 550 105
アキュカウン1ヴクノロジー

～岱フロー昨ト戸ワロシL
29 2，080

本体1旧・61』ぺ89
～戸ド　0一ぴllい詔
スライドハノ七日い76珊

習36

ベックマン・コールター LH　750 300 110
アキュカウント‘ク／ロジー

～岱フロー町ト’1”コジー
29 1，220 102×61×89 93

ベックマン・コールター HmX 185 75
　電気抵抗法

VCSテクノロジー
24 1，440 62×62×85 95

ベックマン・コールター ユニセルDxH　800 165 100 VCSテクノロジー 30 2，400 76×79×97 118

堀　場　製　作　所 Microsemi　LC－660 10 60 電気抵抗法
吸光度測定

18 150 26．2×45．0×
　　43．0

17 白血球3分類測定

堀　場　製　作　所 Microsemi　LC．66］ 10 約51 電気抵抗法＋
吸光度測定

18 75 26×45×43 20 日血球3分類
キャップピアス式

堀　場　製　作　所 Microseln｛LC　667　CRP
CBC　10
CBC十CRP　18

CBC約55
CBC＋CRP　l5

叔抵抗法一1蹴lJ
CRP．う戸以免疫比濁

19 85 26×45×43 19 白血球3分類。CRP同時測定可

堀　場　製　作　所 Pentra　60　LC　5000 5DIFFモード53
CBCモード130

60 電気抵抗法＋
吸光度測定

26 240以下
44．4×48．1×

　　51．6
35 白血球5分類測定

堀　場　製　作　所 Pentra　XL　80
5DIFFモード
53CBCモード30

80 電気抵抗法＋
光透過度法

26 230以下
82．0×57．0×
　　54．0

55 高濃度検体は目動希釈して測定

23．血液凝固測定装置（Blood　Coagulation　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μL 検体／h 種類 V／A W×1）×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

エイアンドテイ　ー CG〔〕2 25 粘稠＆散乱光
　　方式

PT，　APTT，

Fib，　TB，　IIPT
DC　24／1．8 23．5×24．1×10．6 3 95

エイアンドティ　ー CG101 6～33 100 散乱光度法
PT，　AIγrT，

Fib，　TB，　HPT

エル　・エム　・エス KC　1デルタ 全量法 磁気センサー法
PT，　AIγrT，

Fib，因子他
40 14×21×8 1．2

エル　・エム　・エス KC　4デルタ 半量法 磁気センサー法
PT，　APTT，

Fib，因寸他
150 35×45×12 6．5

協和メ　デッ　ク　ス COAGTRON－180 5～ 180
凝固時問汐、・ノ

テツクス凝伐
己・合成1、Lぱ、

PT・APTT・FB・｝こDP・Dダ

イマーAT　ll卜PLG・α21）1
250 84×68×71 65 850

協和メ　デッ　ク　ス COAGTRON－350 5～ 350
凝同時間｝ノ　ノ

テックス凝4’
法・合成工1白ノ、

PT・APTT・FB・FD［）・Dダ

ィマー・AT【1卜11LG・α2　PI 350 155×75×68 110 1，650

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CS－2100i
駒蕊齢世内［刈系凝1刮［人］r　　　　　　　川

PT：180
凝剛　　減駄則
免疫比脳蹴礼

膓T冷．㍑　！11’㌣織掛
艮［【∫謂・1　i！1．Ylと：］・11〕P，いγV　・『　、円C 800以下 77．5×86．5×67．5 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CS　2000i
蹴1；1舗結i覧内内万Mll因ド　　　　　　　ω

PT：180
凝固法，合成艮↓↓」

免疫比濁法凝羅

㌧．昌　　　　　￥似拙1く1‘Mり1　‘　じFい1’，い　’／　1　・’　　日’1人

1，340 77，5×86．5×67．5 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－8〔〕00

r＞　：1’F｝1㌃【・H占〃㌧111序r　「へP二｜（　　）　　　　　　6　‘K

PT／APTT：
　　500

凝固時間ナ、合成基
質法、免投比濁法

累己苗　　～艮「忽囚
畏しll・1｛∴ll）1；1iFD　’D　　　　　P“ L2｛〕0以下 105．0×76．5×

　　62．0
145

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－7000
　　ド1固1おll！1管1㌧い『1；i
　　Z°1㍑雄1㌣1†［日、，1・く　　D’ノィ、’　s

PT／APTT：
　　500

凝固時間法，「誠且
質法免疫比糊］、

累擬，II1！｜　・ri舛腐

｝～ll1、111。∵川［R’ ／ZOO以下
ユ05．0×76．5×

　　62．0
145



26 シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA　1500 ㍑，：㌫戒ll据 120 凝固時間ノzlぱ
質法．㊥4∫ヒ濁法 P溺：継 720以下 78」1×5〔｝．Ox50．〔｝ 75

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－550 ㍑㌫洞㍍1㌃ PT：54
凝固時間）1合成基

貴法，免投比濁法

藪メ↑・㌧、‘1、、店締1「八川Il形1・れG

380以下 54．Ux47．Ox48．7 45

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－530
㍑ごWi：ll：・r°「ζ：1：（㌔i子1；。

PT：54
凝固時間1ノ合成民
質法．免叛比蹴、 380以下 54．0×47．Ox48．7 45

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－510 1轍lll澗 PT：54
凝固｝luち合成基
質法勉．比濁」、

嵩ii駕淑ξ！竃固内ブ

3工0以下 54．〔1×47．o×48．7 45

シ　ス　メ　ッ　ク　ス CA－50
PT．八1】　　　　1け　11　　　　　　111

光散乱検出
方式

蕊wl撤震固内jr

32．7×30．2×11．3 4．5

積水メ　デ　ィ　カ　ル コアプレスタ2000 2～100 最大400
凝固時間法
合成基口1ノ、

ラテック刈七濁法
凝固・線溶 67×70×119 170

日　　水　　製　　薬 エバネットEV　20 8～150 18 蛍光免疫法
FM，FDP，　P　FDP，　D

ダィマrAT　HLPIC
20〔｝ 52×47×26 28 350

フィ　ンガルリンク ROTEM　delta 300 4チャンネル
ローテづヨントロン

ボェラストメ川一
350 37×57×57 22 600 包括的止血能評価システム，

専用式某発売開始

フ　ィ　ンガル　リ　ンク ROTEM　Gamma 300 4チャンネル
　トロンボ
エラストメト1ト

190 46×40×19．5 16 480

三菱化字メディエンス ACL　EIite　Pro 10～50
350（PT－FIBIIII

　時測定）

凝固法・合成1抽

法・ラテックス法 凝固・線溶 350 92×60×60 63 940 PT　FIB1試薬同時測定
ランダム測定

三菱化学メディエンス ACL　TOP 10～50
72｛1（PT　FIB

同時測定）

凝固法・合成鞭

法・ラテッ以法 凝固・線溶 1K 151×76×73 150 1，880 PT－FIBl試薬同時測定
ランダム測定

三菱化学メディエンス ACL　TOP　500　CTS 10～50
48n（PT．FIB

同時測定）

凝固法・合成基質

法・ラテッ以法 凝固・線溶 IK H｛｝×89×73 140 1，20〔〕 PT．FIB1試薬同時測定
ランダム測定

二菱化学メディエンス ACL　TOP　700　LAS 10～50
44〔1（PT　FIB

同時測定）

凝固法・舗贈
法・ラテックス法 凝固・線溶 1K 188×87×73 184 2，280 PT　FIB1試薬同時測定

ランダム測定

三菱化学メディエンス STACIA 10～50
54〔［（PT　FIB

同時測定）

クロソト～ノ、発色’性今成皐ロソ、ノ

・． ツクノ疑U7ノ、
凝固・線溶 3K 161×100×150 670 PT　FIB1試薬同時測定

ランダム測定

ロシュ　・

ダイアグノステイツクス STA－R　Evolution 25～200
5μL毎可変

最大300
ヒ：スコシ・f’
アイうクシ　］ン
力式

凝固時間合成基質

　免疫比濁
230／ll ユ21×82×125 200 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス STA　COmpact

25～200
5μL毎可変

150
凝固時間合成基質

　免疫比濁
100／15 98×66×64 125 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス CoaguChek　XS 全血10

］テスト1操作
測定時間1分 電極法 PT．INR

単4形ア1レカ

リ山池4本
13．8×7．8×
　　2．8

0．12 18 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

cobas　h　232 150
1ノ・ぺト1操臼
測定1ト」問1・ろ
　ト8－12分

イムノクロマ
トグラフィ法

TroPOnin　T
DI）imlner

100 10．2×27．5×

　　5．5
〔〕．65 60 寸法・重量は本体のみ

和　光　純　薬　工　業 COAG　2 25 粘稠＆散乱光
　　万式

PT．APTT
Fib．TB，IIPT

100／1．8
23．5×24．1×

　　10．6
3 95 （株）エイアンドティー製造販売元

24．血小板凝集測定装置（lnstrument　for　Ptatelet　Aggregation　Test）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　イ　エ　ス　ケ　ー WBA　Neo
ISK　I

2｛｝0×4 SFP 100／3 20 オプション：データーアナライザー

エル　・エム　・エス MCMヘマトレーサー
712

100／200 12 透光度法 180 52×40×22 15

エル　・エム　・エス ヘマトレーサー
804

200 4 透光度法 75 31×19×13 3．5

興　　　　　　　　和 PA－200C 300 4
散乱光測定法，

　濁度法
ユ00／2 57×35×16 13

フ　ィ　ンガルリ　ンク WBA　591 500（全血） 1 インピーダ
　ンス法

55 33×22．8×15 5．9 158 全血測定　簡易タイプ

フィ　ンガルリ　ンク WBA　592 500（全血） 2 インピーダ
　ンス法

120 38×33×15 8．2 258 全血測定　簡易タイプ
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フ　ィ　ンガルリ　ンク 4902D 5000r250
（PRP）

2 Born法 100 33×44×15 11．5 258 PRP測定

フ　ィ　ンガルリ　ンク 7002
5｛｝0（全血）

250（PRP）
2

インヒータンス
法’B・m～去ル
ミネッセンス法

150 36×46×22 18 540 全血／PRP／ATP放出　測定

フィンガルリ　ンク Muliplate 300（全血） 5 インピーダ
　ンス法

400 47×30×10 8 480 1セル2τ測定，センター一体
型使い捨てテストセット

25．赤血球沈降速度測定装置（Instrument　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

エル　・エム　・エス ベスマティックEASY 1．0 lo ウェスタグ
レン変法

18 14×15×22 1．2

エル　・エム　・エス ベスマティック30 1．0 30 ウェスタグ
レン変法

65 51×50×35 20

常　　　　　　　　光 モニター／〔〕0 1．28 100 レート法 loo／1 29×44×］8 7 バーコードリーダー

常　　　　　　　　光 モニター40 1．28 40 レート法 100／1 33×31×2〔〕 5 ノこ一コードリーダー

常　　　　　　　　光 モニター20 1．28 20 レート法 loo／1 29×26×18 4 バーコードリーダー

常　　　　　　　　光 モニター12 1．28 12 レート法 100／1 24×26×20 3

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ ESR　quick　15 L8 ］5 CCDカメラ
画像処理

100／3 39×43×29 25 160 従来の2時間値を30分で測
定。真空採rflL管ダイレクト法

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ ESR　6000BP 1．8 60 国際標準法 loo／3 53×35×43 25 300 バーコード対応

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ ESR・1000 1．8 lo 国際標準法 ］00／3 32×17×47 11．5 48

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ Quick　eye 1．12 20 CCDカメラ
　透過法

100／1．5 39×45×28 12 230 1時問値を20分で測定
結果は沈降カーブによるバターン表示

東　　洋　　紡　　績 ベスマティックEASY 1．0 10 ウェスタグ
レン変法

18 14×15×22 1．2

東　　洋　　紡　　績 ベスマティック30 1．0 30 ウェスタグ
レン変法

65 51×50×35 20

フィ　ンガルリ　ンク Roller　2〔〕 150μL 同時測定18検体
キャピラリーフ

ォトメトリー法
100 32×56×58 23．2 210 EDTA血2｛｝秒測定，　LIS対応

フィ　ンガルリ　ンク Roller　PN
175μ（自動）

珊μ（マニ・アル）
同時測定20検体

キャピラリーフ

ォトメトリー法
100 38×33×15 16 240 EDTA血20秒測定，　IooμL微

量測定，LIS対応

26．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

へ　　　社　　　名
商　　品　　名

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

アボッ　ト　ジャパン セルダインエスエムエス 30～200 80～120 1．5K 84×89×71 120 ウェッジ法

シ　ー　メ　ン　ス　HCD ADVIAオートスライド 75 96 91×70×50 60 L200

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
塗抹標本作製装置
SP　1000～

200 120 650以下 86．5×86．O×66．0 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
自動染色装置

HEG　NST
250 100以下 44．6×62．0×40．O 33

ライトよ臼，　ズ〔ムザ染色や他の染色

4罐、漏㍍媚9ψ『9捌能・



28 27．血液像自動分類装置（lnstument　for　Blood　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
血液像自動分析装置HEG－L

80 400
自動顕微鏡部40．4×71．8×44，0

73

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ベックマン・コールター Navios 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
最大10色 25A／100V 95×70×61 104 1，900～ 最大3レーザー

29．全自動輸血検査装置（Futly　Automated　Pre－transfusion　Blood　Testing　System）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

オーソ・オートビュー
Innova

　　血漿40
3％赤血球浮遊10

　48（ABD血液型1
36（不規則抗体スクリー

　　ニング｝
　ABD
Screen等

1．15K 140×75×92 230 2，100

30．その他（Miscellaneous）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　イ　エ　ス　ケ　ー プラビーズ・カラム 2．5mL
コラーゲン

ビーズカラム法
ラージサイズ
　　ビーズ

血小板粘着能測定用

ア　イ　エ　ス　ケ　ー プラビーズ・カラム・PAG 2．5mL
コラーゲン

ビーズカラム法
スモールサイズ
　　ビーズ

血小板粘着能測定用

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

味　　　　の　　　　素
キューブクーラー・
CUBE－T　20型

採血管の急速・冷却及び長時間保冷 　 15×18×17 1．4 3

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
骨髄像分類計数装置LADIC－300 測定項目：血液像12，骨髄像40，ME比記憶検体データ最大6万件，時系列データ

表示，顕微鏡目視手入力
30．0×25．0×10．0 7 RS232C接続可能

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

カード用遠心機ID－Centrifuge　24S
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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型のID一マイクロタイピングシステム用の遠心機です

100 37×41×17 12 68

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

カード用遠心機ID－Centrifuge　6S
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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型の工D一マイクロタイピングシステム用の遠心機です

60 27×31×17 6．7 40

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

カード用恒温機ID－lncubator　37S　I
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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型のID一マイクロタイピングシステム用の遠心機です

200 31×34×19 6 32

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

カード用恒温機ID－lncubator　37SII
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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型のID．マイクロタイピングシステム用の遠心機です

200 36×42×21 9 68

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ ID一マイクロタイピングシステム 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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型のID一マイクロタイピングシステム試薬です

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

全自動輸血検査装置　IH－1000 査装置です

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ゲルカラム凝集
法を採用したカード型のID．マイクロタイピングシステム用の全自動輸血検 1，350 180×82×170 540



バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

カード用リーダー　Saxo

輸血検査をより正｛撫，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝人
法を採用したカード型のIDマイクuタイピングシステム用の遠心判定装置
です

100 53×52×38 25 遠心判定装置

バイオ・ラッドラボラトリーズ
ID一マイクロタイピングシステム

ヵ一ド用分注機Swing
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ゲルカラム凝集
法を抹用したカード型のID一マイクロタイピングシステム用の分注機です

100 47×65×72 42 バーコードリーダー付き分注機

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ
IDマイクロタイピングシステム

カード用リーダー　Banjo 判定装置です

輸血検査をより［E確に，より安くに，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集
法を採用したカード型のIDマイノロタイビングシステム用のコンパクトな 40 25×39×15 5．3

フィ　ンガルリ　ンク
C－Chip（NI　Grid）

DHC．N　O1－2 10μL 2検体／1枚
包装単位

2（倣備
75×25×1．6（mm） 0．64 ディスポーザブル血球計算盤

フィ　ンガルリ　ンク
C－Chip（FR　Grid）

DHC－FO1
20μL 2検体／1枚

包装単位

20枚備
75×25×］．6（lnm） 0．64 ディスポーザブル血球計算盤

フィ　ンガルリ　ンク
C－Chip（BT　Grid）

DHC－BO2
1｛〕μL 2検体／1枚

包装単位
2〔倣／箱

75×25×1．6（mm） 0．64 ディスポーザブル血球計算盤

フィ　ンガルリンク
赤血球変形能測定装置Rheo　Scan　D

5μL 1チャンネル
　スリットフロー
エクタサイトメトリー

190 38×33×15 10 400 微量サンプル測定

フ　ク　ダ　電　子
自動血球計数CRP測定装置FL．278CRP

品ξ畷ll 蹴正㌻携認諭慧砿 150 30×40×41 18 488 CBCとCRPを同時測定

フ　ク　ダ　電　子
自動血球計数CRP測定装置LC－667　CRP

贈M灘纂狸富篇驚竺1；法 85 26．2×45．0×43．0 19 550 CBCとCRPを同時測定

フ　　ク　ダ　電　　子 呼気中13CO2分析装置
POCOne

測定項目：呼気ガス中の】3CO2比率の変化量
測定方法：非分散赤外方式

200 22×36．1×27．2 96

和　光　純　薬　工　業 カード用遠心機ID－Centrifuge　24S 輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

100 37×41×17 12 68 バイオ・ラッドラボラトリース㈱
輸入販売元

和　光　純　薬　工　業 カード用遠心機ID－C飽trifllge　6S 輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

60 27×31×17 6．7 4〔〕
バイオ・ラッドラボラトリース㈱
輸入販売元

和　光　純　薬　工　業 カード用恒温機ID　Incubator　37S　I 輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

200 31×34×19 6 32
バイオ・ラッドラボラトリース㈱
輸入販売元

和　光　純　薬　工　業 カード用恒温機ID－lncubator　37S　II 輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

200 36×42×21 9 68 バイオ・ラッドラボラトリース㈱
輸入販売元
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32 31．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

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
WalkAway　96Plus

比色法／蛍光法 1．25k 97．8×86．4×94．0 182 3，300 同定／感受性同時又は個別測定

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
WalkAway　40Plus

比色法／蛍光法 1．25k 97．8×86．4×73．7 170 2，000 同定／感受性同時又は個別測定

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
autoSCAN　4

比色法 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置

日　　水　　製　　薬 ライサス 蛍光／比色法 1K 84×90×127 180 1，500

日　　水　　製　　薬 ライサスエニー 蛍光／比色法 1K 78×90×141 180 1，500

32．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
特　長　・　備　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
WalkAway　96Plus

比色法償光法 1．25k 97．8x86．4×94．〔1 182 3，300 同定／感受性同時又は個別測定

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
WalkAway　40Plus

比色法償光法 L25k 97．8×86，4x73．7 170 2，000 同定／感受性同時又は個別測定

シ　ー　メ　ン　ス　HCD マイクロスキャン
autoSCAN　4

比色法 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置

シスメックス・ビオメリュー バイテック2コンパクト30 比色 100／5 72×68×60 75 890

シスメックス・ビオメリュー バイテック2コンパクト60 比色 100／5 72×68×60 75 1，500
迅速報告，同定感受性試験結果
自動検証システム（AES）を搭載

シスメックス・ビオメリュー
バイテック2　ブルー／バイテック2　XLブルー

比色
（バイテック2）

　1〔105

（バイテック2）

ユ00×71×67

いイテツク2｝

　lo〔1

いイテック2）

　1，800

迅速報告，同定感受性試験結果
自動検証システム（AES）を搭載

シスメックス・ビオメリュー ミニアピ 比色及び比濁法 100／2 43×46×35 25 450

口　　水　　製　　薬 RAISUS 蛍光／比色法 乾燥プレート 可 lK 84×90×127 180 1，500

33．DNA・RNA測定装置（lnstrument　for　DNA・RNA　Analysis）
分析法

（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

アボッ　ト　ジャパン Abbott　m　2〔1｛1（l　rtアナライザー リアルタイム
　PCR法

96サンプル／3h 950 82×45×61 52 お問い合わせ
　下さい

リアルタイムPCR検査用
自動測定装置

カ　　　イ　　　ノ　　　ス ニュークリセンス
EasyQシステム

リアルタイム

NASBA法
48検体／1．5h 200 42×42×22 20 390 RNAを等温増幅一」るNASBA法と

モレキ．・一ラービーコンによるリア
ルタイム検出苦置

シスメックス・ビオメリュー
自動細菌タイピング装置：
DiversiLab 蛍光 13検体／1h 60 16．2×29．0×41．2 10 700 再現性の高いタイピングを菌株

から4hrsで実施

積水メ　ディ　カル ジェネライザー2C　601
電流検出型

DNAチップ法
50 4 57×51×49 47

東　　　　ソ　　　　ー
TRCRリアルタイムモニター
TRCRapid　16（1 TRC法

16サンプル／
　　バッチ

250 35×32×24 17
転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による

RNA増幅・検出法

東　　　　ソ　　　　ー
TRCRリアルタイムモニター
TRCRapid　48（1 TRC法

48サンプル／　　バッチ コントローラー
セット含め151｝f｝ 690×580×560 70

転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による

RNA増幅・検出法
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東　　洋　　紡　　績 GENECUBE 遺伝子増幅＋
融解曲線解析

16テスト／　バッチ

1．4K 90×55×65 92 核酸抽出部を含む

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

ロシュ・
ダイアグノスティックス MP－12

DNAハィブリダ
　イゼーション

］2 100 38×64×55 47 自動核酸抽出機

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバスTaq　Man 遺伝子増幅 1．2K 114×75×95 237 2，100 リアルタイムPCR検査用

自動測定装置

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバスAmpli　Prep

DNAハイブリダ
　イゼーション 1．2K 165×74．5×93．5 310 1，100 自動核酸抽出機

ロシュ・
ダイアグノスティックス コバスTaq　Mal148 遺伝子増幅 0．6K 45×79×50 55 700 リアルタイムPCR検査用

自動測定装置

34．核酸抽出装置（Nucleic　Acid　Extractor）
サンプル
（種類） 処理能力 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ アイデンシーTM
IS－5310

全血，口腔スワブ

　精製核酸

　4検体／1．25～］．5h 　PCR十
Tm解析法

300 41×45×42 27 本装置は研究用

アボツ　ト　ジャパン
Abbottカz　2000　sp
自動核酸抽出装置 血清・血漿 24～48

磁性粒子
抽出法

1．2K 176．5×79．4×25．4 314
お問い合わ
せ下さい

全自動，各種検体可（専用DNA・RNA抽
出試薬により高純度核酸抽出可能）

カ　　イ　　　ノ　　　ス ニュークリセンス
MINI　MAG

血漿，血清，
　喀疲，便

12／0．75h
磁性シリカに
よるブーム法

43．8×11．4×15．3 3．6 80 DNA／RNA同時抽出，高収
量・高純度，コンパクト

シスメックス・ビオメリュー ニュークリセンス
MINI　MAG

血漿，血清，喀
疾，便，その他

12／0．75h
磁1生シリカによ

るBOOM法
43．8×11．4×15．3 3．6 80 DNA／RNA同時抽出，高収

量・高純度，コンパクト

シスメックス・ビオメリュー ニュークリセンス
easy　MAG

血漿，［血清，喀

疾，便，その他
24／0．6h

磁性シリカによ

るBOOM法 100×65×53 125 960 共通試薬とプロトコールで種々の検
体から同時に核酸抽出

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
核酸抽出装置AGE－96

全血 ビーズ法抽出 400 70×75×75 80 850～ 96cH同時処理，コンパクト
サイズ，全自動

35．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
備　　　　　考

ア　ジ　ア　器　材 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

シスメックス・ビオメリュー バクテアラート3D
連続モニタリングシステムによる前1液・抗酸菌培養装
置，検出原理はCO2産生による色調変化により検出

100／10 85．2×61．7×91．4 160 980 同時測定可能検体数：240検体

シスメックス・ビオメリュー バクテアラート3D
コンビネーション

連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装
置，検出原理はCO，産生による色調変化により検出

100／6 49，6×62．2×78，1 90．7 580 同時測定可能検体数：120検体

シスメックス・ビオメリュー バクテアラート3D60
連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装
置，検出原理はCO，産生による色調変化により検出

100／6 58．8×49．7×60．9 41 240 同時測定可能検体数：60検体

シスメックス・ビオメリュー PREVIカラーグラム 自動グラム染色装置 56×53×24 16．8
12枚同時染色用PD一セル
3〔〕検体

シスメックス・ビオメリュー PREVIイソラ 自動塗抹装置，平板，分画培地ともに塗抹可能。 100／6 144×90．7×168 298 180枚プレート／時間。

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

セントラル科学貿易 ANOXOMAT嫌気培養
システム

・
オランダで90％の巾場占イ∫率を誇る。・最大4個まで嫌気培養ジャーを接続吋「能。・各ジャー毎に独立して培養条件を設定百惰E，、

473 32×55×27．5 32 120～



34 和　光　純　薬　工　業 トキシノメーター
MT－5500

エンドトキシン及び（1－・3）一β一D一グルカンの測定が同時に行え，

グラム陰性菌及び亘菌による感染症の迅速診断に有用です。
］00／2．2 35×42×35．6 13 280

36．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ オズモステーション1M
OM・6060 20～30 200以上 0～2，000 160 32．0×35．5×34．0 19

37．尿分析装置（Urine　Analyzer）

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ オーションマックス　1
AX　4030

225 定性 13 150 53×53×53 41 演算項目P／C比

ア　　ー　　ク　　レ　　イ ポケットケムTMUA
PU－4010

50 定性 12 単三電池×2 12．4×8．1×3．6 0．18 演算項目A／C比，1）／C比

ア　　ー　　ク　　レ　　イ オーションイレブン間
AE－4020

514 定性 13 45 21、0×32．8×16．4 3．6 演算項目A／C比，P／C比

栄　　研　　化　　学 US－100〔｝ 180 定性 10 60 30．0×32．5×13．1 3 98 テラメックス社製

栄　　研　　化　　学 US－2200 720 定性 10 1〔｝0 40．0×38．5×25．5 10 250 テラメックス社製

栄　　研　　化　　学 US－3100　R　plus 276 定性 10 200 60×75×58 49 790 テラメックス社製

栄　　研　　化　　学 US－3300 411 定性 10 2〔〕0 62×116×58 64 980 テラメックス社製

協和メ　デッ　ク　ス 尿分析装置UR－S　600 600 定性 9 80 34×35×23 12 280

シ　ー　メ　ン　ス　HCD クリニテックアトラスXL 225
定性／蛋白・

クレアチニン比
14 100／3．5 72．4×65．5（5）66．〔〕 86．5 985 蛋白／クレアチニン比を自動計算

シ　ー　メ　ン　ス　　HcD クリニテックアドバンタス 500
定性掻白・

クレアチニン比
14 72 39×35×32 7．2 240 蛋白／クレアチニン比を自動計算

シ　ー　メ　ン　ス　HCD クリニテックステータス 60
定性蛋白・クレア仁此川ブミン・ク1マニン比

15 100／0．3 17．1×27．2×15．8 L6 12．8
アルブミン指数および蛋白クレアチニン

比を自動計算。hCGの測定も可能

シ　ー　メ　ン　ス　IICD クリニテックステータスプラス 60
坪蛋日・クレア仁泡

げミン・クレアチニン比
15 100／0．3 17．1×27．2×15．8 1．6 14．8

アルブミン指数および蛋白クレアチニン比を目動計算。hCG

の測定も可能。バーコードスキャナ〔オプション｝接続可能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス URISYS240f）
尿自動分析装置

240 最小1．5mL
藷議山1妥ヲ損㌣叫’
溺再プ㌧㌻∩㍑∫、’
1ご二、漸巾1・r「’λ周・濁培

200 53．0×65．0×67．0 85

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ 全自動尿分析・分取装置
UA・ROBO－700τ

］80 定性 13 100／6 81×111×128 200 1，590
尿検査の前処理と尿定性分析を
全自動で行います。

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
尿中酸化ストレスマーカー
測定システムICR－（101

12（サンプル
操作を含む）

100 2 1〔｝0／6 15×16×17 2．8 尿中酸化ストレスマーカーの
「8－OHdG」を測疋

和　光　純　薬　工　業 プレテスターRM－805 300（最大） 定性 1〔〕 100／0．5 28×21×10 2．8 65 小型尿検査装置

和　光　純　薬　工　業 プレテスターRM－6〔｝50 600（最大） 定性 10 100／1 41．5×45×39 25 245 尿化学分析装置



35

38．尿沈渣分析装置（Urine　Sediment　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μL 数 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

ア　　ー　　ク　　レ　　イ オーションアイキューTM
IQ－5210

60 フローサイト

メトリー法 約1000 自動分類13 最大565
本体：53x61x57パソコン：25刈3x43 本体：425パソコン：12．5

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
全自動尿中有形成分分析装置UF－1000　i

100 フローサイト

メトリー法 0。8mL 5 500以下 58．0×7LO×61．5 75．5

東　　洋　　紡　　績 U－SCANNER　II 100 顕微鏡
画像解析 約120

13（詳細
分類含む） 1K 70×69×57 80

39．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

栄　　研　　化　　学 OCセンサーio
ワンステップ
　レイト法

88 ラテックス
　凝集

150 36×56×42．5 35 350 多摩精機社製

栄　　研　　化　　学 OCセンサーDIANA
ワンステップ
　レイト法

280 ラテックス
　凝集

500 63×56×56 60 690 アロカ社製

協和メ　デッ　クス HM－JACK
テラックス
　凝集法

180 ラテックス
　凝集

300 55×50×50 45 480

協和メ　デッ　ク　ス HM－JACK　PIus テラックス
　凝集法

180 ラテックス
　凝集

300 50×53×49 30 650

協和メ　デッ　ク　ス HM－JACK　arc テラックス
　凝集法

200 ラテックス
　凝集

300 60×61×50 56 480

和　光　純　薬　工　業 FOBITWAKO 金コロイド
　比色法

250 金コロイド
　比色法 最大820 62×60×57 65 580

和　光　純　薬　工　業 QUIC　KRUN
金コロイド
　比色法

10検体／16．5分 金コロイド
　比色法

100／1．2 24．5×30×30．5 11 94 小型便潜血分析装置
尿中・髄液中総蛋白測定可

40．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

ア　ジ　ア　器　材 12mL沈渣スピッツ
12mL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 11．5mL沈渣スピッツ
13mL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。

医学生物学研究所 Color　Frost　Marker　CFM－30 スライドグラスフロストプリンター
AC　100　V／

約35W
62×25．5×22．6 18 89．8

スフィドクフスへの局速印刷（24枚／25抄），高精
度（最大2800×1440dpDで多彩（各種フォント，ロ
ゴ．2次元バーコードも可能｝な印刷杉実瑠

メ　ディ　カ　テ　ッ　ク
自動チップセット機ATI－1600

省スペース設計・高速処理・簡単操作 150 136×54×80 約120

メ　ディ　カ　テ　ッ　ク
卓上型自動チップセット機ATI－180

100 38．5×54×54

メ　デ　ィ　カ　テ　ッ　ク
自動凝集像読み取り装置APAS－3000



36 41．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

医学生物学研究所
全自動細胞診塗抹装置TACAS　9600

96スライド 96スライド／20分 100－240V
600VA 87×137．5×78 115 1，250

婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装
置。高速細胞塗沫処理（96枚／20分）。

医学生物学研究所
全自動細胞診塗抹装置
TACAS　3600 36スライド 36スライド／30分 76×88．5×70 90 1，000

婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装
置。高速細胞塗沫処理（36枚／分）。

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナシンフォニー
（SYM1） 70スライド 70スライドβ時間 最大4．6K 124．5×71．2×193．0 310 1，680

全自動H＆E染色装置（ランダムアクセ
ス＆コンティニュアスアクセス）

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナシンフォニー
（SYM3） 200スライド 20似ライド塒間 最大4．6K 124．5×71．2×193．0 310 1，980

全自動H＆E染色装置（ランダムアクセ
ス＆コンティニュアスアクセス）

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナXTシステム
ベンチマークモジュール 30スライド

罵1‖翫，FIIIc　　　25分

合計最大2．OK 本体88．9×66．0×153．0 本体175 1，480 全自動IHC，　ISH処理装置

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナXTシステム
ディスカバリーモジュール 30スライド ｛総蟄 合計最大2．OK 本体88．9×66．0×153．0 本体175 1，580

全自動ISH，　IHC，　DNA，
Chip処理装置

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナNX－SSモジュール 20スライド
20スライド／
約24～102分 合計最大2．OK

本体51．4×41．3×36．0

　　36．8×34．3×35．6
本体35．3 680 全自動特殊染色装置

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナベンチマークULTRA 30スライド 謬i；㌶ 合計最大2．OK 本体112×84×159 本体295 2，000
全自動IHC，　ISH処理装置（ランダムア

クセス＆コンティニュアスアクセス）

42．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

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 血液細胞画像ファイリン
グシステム　LAFIA

　最大
80，000枚

有効画素数：
768×494（R，G，B）

17インチ
フルカラー

合計：約］K以下 本体22×45×41（変更あり） 合計：
100以下

CL／SV型により，　Webブラ
ウザでの画像参照等が可能

セラビジョン・ジャパン CellaVision⇔DM　96 18種類
カラーモニター
　19インチ

960 530×580×630 60 1，950
自動顕微鏡に精巧なデジタルfメージ分析技術と最先端の人

工頭脳を組み合わせた全自動血液像分類システムです。

ロシュ・
ダイアグノスティックス

ベンタナ
バイアスシステム

5項目 19インチ
フルカラー

合計：1．5K以下 本体45×60×75
合計：
99．8

2，500
Zelss　AXIO　Microwopeに，　TRIPATH　　［MAGING杜PROEX　Imaging　Softwareを使用した病理画像解析システム

43．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（Cln） kg 万円
備　　　　　　考

ア　ジ　ア　器　材 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．

常　　　　　　　　光
自動固定包埋装置Histra・GT

固定～パラフィン浸透までを約80分（3mm角組織）
で処理。処理能力：100カセット／回

100／15 80．5×65．6×126 150 超音波を利用し短時間化を実現

常　　　　　　　　光
自動固定包埋装置
Histra－QS

周定～パラフィン浸透までを約60分（3mm角組織）
で処理。処理能力：20〔｝カセット／回

100／12 56×50×66 60 超音波を利用し短時間化を実現

常　　　　　　　　光
迅速脱灰・脱脂・固定装置
Histra－DC

脱灰，脱脂，固定の処理が従来の1／2～1／6の時間で
可能。

100／12 40×37×34 20 超音波を利用し短時間化を実現

常　　　　　　　　光
密閉型自動固定・洗浄装置
Histra－FX

固定・洗浄工程の密閉化・自動化により，ホルムアル
デヒドガスの拡散を防Ih（規制対応）

100／0．5 35×53×113 30



生理機能検査機器



38 44．呼吸機能自動検査システム（Automatic　Respiratory　Function　Analyzer）

測定項目 検出方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（Cm） kg 万円
特　長　・　備　考

フ　ク　ダ　電　子
電子スパイロメータ
SP　350　COPD

COpD重症度ステージ解析機能
測定方法；スクリーン型ニューモタコ方式

フ　ク　ダ　電　子
多機能電子スパイロメータ
SP　770　COPD

COPD解析機能
測定方法；上記に同じ

45．超音波膀胱容量測定装置（Device　for　Bladder　Volume　Measurment）

測定項目 検出方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（Cm） kg 万円
特　長　・　備　考

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
ブラッダースキャンシステム
BVI　6100

膀胱内尿量 超音波法
3．8VIIチウム
イオンバツテリー

0．31 膀胱用超音波画像診断装置

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
ブラッダーマネージャー
BVI　300〔〕 膀胱内尿量 超音波法 MMHバッテリー 23．0×32．0×7．0 2．3 膀胱用超音波画像診断装置

46．超音波骨密度測定装置（Ultrasound　Bone　Desitometer）

特　　　長 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
備　　　　　考

古　　野　　電　　気
超音波骨密度測定装置
CM　200

紗漂ξ翻麟総6ξ：酬瘡冠問子1㍑二元編ζ輻CV．〔｝5％以下（ファントム測定時）

60 51×30×21 11 お問合せ
ください



システム



40 47．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）

ホスト／

サーバ
C　P　U

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析

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

ア　　ー　　ク　　レ　　イ メックネットTMケアラボ 制限なし
Windows　2000、

Xp，Vista，7

オーダリング，
キーボード 1～5 ～ 10 制限なし

ディスク容
量による

クリニック用データ管理システム

ア　　ー　　ク　　レ　　イ メックネットTMミニラボ 血清，血液，尿 Windows　2鵬XP
オーダリング，
　キーボード 1～4 ～

4 制限なし
ディスク容
量による

検査データ管理サブシステム

ア　　ー　　ク　　レ　　イ メックネットTMSMBG
Viewer 血糖

Windows　2000，
　XP，Vista，7

メーター接続
　キーボード

医療機関向け血糖値管理ソフト

ア　　ー　　ク　　レ　　イ メックネットT、1SMBG
Viewer　Lite

血糖
WindOws　2｛｝oo，

　XP，Vista，7
メーター接続 医療機関向け血糖値管理ソフト

アイテック阪急阪神 MELAS－i（検体）
生化学，血清，
血液，尿一般 WindOws

オンライン，K／B，

OCR，　OMR他 1台～ 任意
ディスク容
厘による

アイテック阪急阪神 MELAS－i（細菌） 細菌 Willdows
オンライン，K／B，OCR，　OMR他

1台～ 任意
ディスク容
量による

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 MELAS－i（輸血） 輸血 Willdows
オンライン，K／B，OCR，　OMR他

1台～ 任意
ディスク容
馴〒よる

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 MELAS－i（生理） 生理 Windows
オンライン，K眉，

OCR，　OMR他 1台～ 任意
ディスク容
量による

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 Path　Mate 病理 WindOws
オンライン，K／B，

OCR，　OMR他
工台～ 任意

ディスク容
量による

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 検査結果web参照システム 結果参照 WilldOws 任意
ディスク容
量による

アイテック阪急阪神 TOHMAS－i 健診 WmdOws
オンライン，K／B，OCR，　OMR他

1台～ 任意
ディスク容
量による

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 TOHMAS－i　Followup 健診 Willdows
オンライン，K／B，OCR，　OMR他

1台～ 任意
ディスク容
量による

単独での導入も可能

アイテック阪急阪神 感染制御支援システム 感染制御 Willdows 1台～ 任意
ディスク容
量による

単独での導入も可能

エイアンドティ　ー
検体検査
CLINILAN　L　R　P　Suite／GL　2

生化学，血液，
血清，一般，RI， XeOn

オーターエントリ
OMR，oCR，

　用r法
1～ 任意 999999 任意 検体検査システム

エイ　アン　ドテ　イ　ー 感染症管理
CLINILAN　L　R　P　SuitヒIC　2 感染症 XeOn

オーダーエントリ

　　用手法 2～ 任意 9999 無制限 感染症管理業務

エイ　アン　ドテ　ィ　ー 細菌検査
CI」NILAN　L　R　P　Suite／MB　2 細菌 Xeon

オーダーエントリ
OMR　OCR，

　　用手法
工～ 任意 9999 任意 検体検査システム

エイ　アン　ドテ　ィ　ー 輸血検査
CLINILAN　L　R　P　Suite／BT　2 輸血 XeOn

オーターエントリ
ぐ）MR，OCR， 1～ 任意 9999 任意 検体検査システム

エイアンドテ　ィ　ー
病理検査
CL［NILAN　L　R　P　Suite／WebPath 病理 Xeon

。一舞菩トリOMR　OcR，　　片け法

1～ 9999 任意 検体検査システム

エイアンドテ　ィー
個別検体データ検証CLINIEEL　ZOIle　2 生化学，血液，

血清
XeOll 1～

検体検査支援システム
（精度管理）

エイ　アン　ドテ　ィ　ー 検査結果照会
CLINIWeb－2

生化学，血液，血晴，・一般，RI，細菌

XeOll 1～
検査結果参照・
検査状況参照システム

エイ　アン　ドテ　ィ　ー
検査室管理支援CLINILAN　L　R　P　Suite／L～1 生化学，血漉血清，一般，RI，細菌

Xeon 1～
在庫管理・
コスト管理支援システム

エイアン　ドティ　ー
検査情報データベース
CLINILAN　RefI）B

生化学，血漉血清，一般，RI，細菌

XeOn 1～ 検査情報支援システム

エクセル・クリエイツ
臨床検査システム
FORZ

生化学，血液，
血清，一般

オーダリング 9999 200～

エクセル・クリエイツ
健診システム
FORZ

人間ドツク，一
般，特定健診 OCR他 9999 300～

エクセル・クリエイツ
画像ファイリングシステム
FORZ

顕微鏡，エコー，X線他 DICOM，
JPEG他

200～

エクセル・クリエイツ
在庫管理システム
FORZ 物品消耗品 バーコード

スキャナ
200～
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オ　　　ネ　　ス　　　ト ハートレー
HARTLEY

生化，rfl1清，

血液，一般
P4，2．8G以上

オンライン玉Blマ・以

ベーコートリーダなと 1台～ 任意 999，999
　無制限

DISK容量次第
200～
3，000

直感的な画面遷移でフレキシブル！

各種アラート機能を装備

オ　　　ネ　　　ス　　　ト
感染管理支援
ICTweb 感染対策 P4，2．8G以上

オンライン，KB．マ・以

　　など

　無制限

DISK容敬第
300～
3，〔〕oo

院内感染対策に有用な情報を視
覚的に提供するシステム

オ　　　ネ　　　ス　　　ト アスティ・ツー
ASTY　II

一般細菌，

抗酸菌
P4，2．8G以ヒ

オンラインIK／B、マ「以

バーコード1ノーダなど 1台～ 任意
9990r
9999

　鮒rl限

1）ISK容欲第
150～
L500

250施設以トの導入実績を誇る
システムのNewバージョン

オ　　　ネ　　ス　　　ト フィルス
Phvls　← 生理 P4，2．8G以上

オンラ〈ン，KBパ以
バーコードl／一ダなど 1台～ 任意 999，999

　無制限

DISK容量次第
150～
2，000

オーダエントリシステムとも連
携可能な安価なシステム

オ　　　ネ　　　ス　　　ト ルーバ
RhoOBA

輸lo［関連

交差適合
P4，2．8G以上

わラ〈ン，KB、’～似

パーコードリーダなビ 1台～ 任意 999，999
2碑川

DISK容畝第

15｛｝～

1，500
同種血に限らず，血漿分画製剤
や自己血の管理も可能

オービーシステム CLIP
生化学，IflL清，

血液，尿など
　W［ildl猟2〔lrl、㌦

W1［｜dけwsXP　Prけ｜～1［ldn、、、：

オーダリング，キーボード，

　OCR／OMR 1～ 1～
最大登録数
　999999

ディスク容
｛tによる 要見積 データ管理システム端末

オービーシステム CLIP－Pth
病理（組織診／
細胞診／剖検）

　Wind・2朋取
～111〕dllws11　h　w111d齢『

オーダ｜ルグ，キーボード，

　OCR／oMR 1～
ディスク容

1｛：による 要見積 データ管理システム端末

オー　ビーシステ　ム CLIP－Bct 細菌（微生物） 　wmd〔lw、2螂已mr
　md（，、、sI日）川～～i［1dり　、：

オーダリング，キーボード，

　OCR　OMR 1～ 1～
ディスク容｝llによる

要見積 データ管理システム端末

オー　ビーシス　テム CLIP－Web
生化学，lfl1清，

　10腋，尿
　W旧d〔1　111心r、（・r

wll曲、～MPr，ト　’1［｜dn、～： キーボード 1～ CLIPに依存 CLIPに依存 要見積 データ参照システム

オービーシステム MEX－Plus 健康診断
　w川d［〕、い］ll〔1心

Whdl｝wsXl　Prl）～Vmdり～～、↑

オーダリング，トボード，

　OCR，　oMR 1～ 1～
最大登録数

　9999
ディスク容
旨による 要見積 データ管理システム端末

／］＼　林　ク　　リ　エ　　イ　　ト 臨床検査システム
SIMS

生化学，免疫学

血液学，尿一般 Pentium オンライン，キー

ボード，OMR等
任意 任意 ～ 9，999

ディスク容
量による

別途見
積り

小林ク　リエイ　ト 検査報告照会システム
TRAS Pent｛um Webブラウザ 数十台 ～ 9，999

ディスク容
量による

別途見
積り

Webサーバー：IIS
イントラネット対応

コ　メ　ッ　ト　システム
臨床検査ネットワークシステム
／すい星フェニックス］

生化学，血清，

血液，免疫，尿

Wi・・～　測1，珊、；‖‘1メ

ll］nd恥．鵬い、1《」：呵

　オーダリング，

電商ノレテ，キーボード 1～100 ～ 200 99999
ディスク容
量による

臨床検査サーバー・クライアン
ト型システム

コ　メ　ッ　ト　システム
細菌検査システム
1すい星コロニー』 細菌検査

WllldO戚川，］肋，2榔
Windり、～s2〔1〔‘．，　XIL　Vi・ta，加

　オーダリング，

電了珈レテ，キーボード 1～20 ～
10 99999 ディスク容

量による
細菌検査サーバー・クライアン
ト型システム

コ　メ　ッ　ト　システム
病理検査システム
『すい星パス・ポケット』

病理，細胞診検査
Wlild｛〕ws脚（1、2肥，2㈱

W［nd・ws　2〔旧［‘，　X［），　Vistal　2〔｝［〕7

　オーダリング，

亀了カルテ，キーボード 1～20 ～ 10 99999 ディスク容
量による

病理検査サーバー・クライアン
ト型システム

コ　メ　ッ　ト　システム
輸血検査システム
『すい星ブラッド』 輸血検査

Wil〕d［1～、s川¶211旧，21　累

Wmdり～～s21　｝〔，Xp、　V1・ta、2（阿17

　オーダリング，

見1かレテ，キー．ll一ド 1～20 ～ 10 99999 ディスク容
量による

輸血検査サーバー・クライアン
ト型システム

コ　メ　ッ　ト　システム Web参照システム
『すい星Web』

．化　ビ『．［｛il液尿1窟掩

検‘．1醐齢輸鹸査

Wl［｜〔b～v下2川、21田：i，　Dll小

Wmd・～㌧・2眺Xp，、i・la，2［Hl：

　オー列ング，

邑了カレ，キーボード 1～500 99999 ディスク容
量による

インターネット，　イントラネッ
ト対応Web参照システム

シ　ー　メ　ン　ス　HCD BAY－URINAシステム
尿定性，定呈，
　　沈渣

ペンティアムIII

　700MHz
オンライン
キー入力 MAX5台 2 70 約1年間HDD

掘．による 285～

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 臨床検査情報システム
SISシリーズ

1丘1液，凝固，

　尿一般
Pelltium　III

550MHz以ヒ
キーボード，

　マウス
別途ご相談 最大30

台を想定
最大9，999 別途ご相談 CL／SV型

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ TMC臨床検査総合シス
テム

生化欲11蛾，免疫，一般，｝内理，細困 WilldOws
2003Server

オーダリング，
OCR，　OMR，∫人力 1～ 1～ 制限なし

ディスクの容

　宇よる

日　　本　　電　　子
臨床検査情報処理システム
JCS－50L

生化学．免疫．
【r艮清，　【rlL液，

　　1水i・一般

Whldl）ws　2｛｝（18

　Server

IIIS連携，他シス
テム連携，　r人ノJ，

　OMR，　OCR
1～ 1～ ～

30，0〔｝0
ハードウエア

　に依存

オプション）試薬・在庫管理支援機能，

精度管理サプシステム，請求管理機能

日　　本　　電　　子
細菌検査システム
JCS－50L／BACT

　細菌，

微生物検査

Windows　2｛｝（18

　Server

IIIS連打，他シス
ヲム違携，r人力，
　OMR，　OCR

1～ 1～
ハードウエア

　に依存
検体検査システムと同一サーバ・
クライアントでの運用が可能

日　　本　　電　　子 WEB結果参照システム
JCS－50L／WEB

検体検査，

細菌検査
WindOws　2｛108

　Server
弊社システム
から自動連携 1～

ハードウエア

　に依存
HIS画面からの自動連携も可能

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン
臨床検査システム
Hi　Labo．S

生化，1血1液

　一般等
オンライン人力，

㏄ROM瓦手人力 1～ 1～ ～ 3000 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
臨床検査システム
Ili・Labo．P

生化，血液
　一般等

オンライン人力，

（X汎OMIも∫人力 1～ 1～ ～ 1000 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
臨床検査システム
Hi　Labo－C

生化，血液
　一般等

オンライン人力，

㏄凡OMもrUJ
1～ 1～ ～ looo 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
輸1血製剤管理支援システム

HD－TRANS⑪
血液

オンライン人力，

㏄ROMも「人力 1～ 1～ 20年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
病理検査管理支援システム
HISTOMATIC 病理・細胞診 オンライン入

力，手入力 1～ 1～ 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
総合健診システム
KEXAM－plus⑯

生化，山1液
　一般等

オンライン人力，

㏄ROMR手効
1～ 1～ 5年



42 ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン
Hi　Laboシステム
Webドクター支援システム

検査システム
　の照会

1～ ～3000

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
Hi．Laboシステム
細菌検査システム 細菌，微生物 オンライン入

力，手人力 1～ 1～ 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
IIi・・Laboシステム
Zl理検査予約システム 生理検査予約 オンライン入

力，手入力
1～ 1～ 5年

ニ　　　ュ　　ー　　　コ　　　ン
Hi．Laboシステム
採血検査システム 採血患者 オンライン入

力，手人力
1～ 1～ 10年

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン
Hi　Laboシステム
在庫管理システム 物品管理 オンライン入

力，手入力
1～ 1～ 5年

ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン らくですく 採血台

日立ハイテクノロジーズ Labostream 検査全般 PCサーバ
キーボード，
OCR，　MSR，他

任意 任意 9，999 制限なし Windows　XP

日立ハイテクノロジーズ Lavolute　7 検査全般 PCサーバ
キーボード，
OCR，　MSR，他

任意 任意 9，999 制限なし Windows　Vista

富　　　　士　　　　通 HOPE／LAINS・GX（ホー
プラインズジーエックス）

生化学，血清，

血液，尿，細菌 Windows　2008
オーダリング，

キーボード
100 100 制限なし

ディスク容
工による

ヘルスケアトータルソリューシ
ョンとして提案可能

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

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

検査対象

分　　野

システム
構　　成

検体搬

送方法
ラック種 処理能力

接続分析

装　　置 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 検体搬送システム
生化ゴ検査

血清・免疫検査

賂㌻丹’ぱ栓伽！｛［噛
L4：製賜薪ゼ‘苫亘惨、’　　「’ヒカ・ 1本搬送 1本ホル

ダー方式
構成により
異なります

各メーカー約30
種接続実績あり

構成により

異なります
構成により異な
　　ります

構成に留、発．鍾一
お問合せ下

　さい

・ぎ1バー耽鋤せ配殴蜘百1・1雑．・D片一洛璽二欄？職せ珪

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 検体搬送システム
凝固検査

血糠関連検査

搬人・遠心・搬出・分析
wド接続・ストックヤードほか 1本搬送 1本ホル

ダー方式
構成により
異なります

各メーカー接続

　丈績あり

構成により

異なります
構成により異な
　　ります

亘『啓娃な♀ぼ お問合せ下

　さい

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 検体搬送システム 尿・一般検査
搬人・ラベル発行・分
注・分析　　賢接続・搬
出・ストックヤード・ほか

1本搬送 1本ホル
ダー方式

構成により
異なります

各メーカー接続

　実績あり

構成により

魅ります
構成により異な
　　ります

構成に

聾
才澗舗下

　さい

・幼ップでの灘搬送朔能・尿カップカ　’尿スピ〃ソ　　｝分注が可能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
自動分注装品
IDS　2000シリーズ

生化学，血清
搬人・栓抜疽餅検出・頒1・

　ラベル発行・搬出
1本搬送 1本ホル

ダー方式
200検体／時 163×82×156 300

澗合せ下
　さい

検体搬送システムとの接続によ

り，分析装置への接続可能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
自動分注装置IDS－3000シリーズ

生化学，血清
搬入栓抜畑餅検出・分注・

　ラ～レ発行・搬出
1本搬送 1本ホル

ダー方式
300検体／時 220×101×155 625

お問合せ下

　さい

検体搬送システムとの接続によ

り，分析装置への接続可能

ア　　　　　ロ　　　　　カ
検体前処理システム

APS．300（1シリーズ
生化学，血清 分注，他 ラック

搬送
アロカ1〔体
ラック，他 構成による 構成に

よる
構成による

構成に

よる

構成に
よる

ア　　　　ロ　　　　カ
検体前処理分注装置LabFLEX250〔［

生化字，血清 分注，他 ラツク
搬送

アロカ5本
ラック，他 250検体／h 750 約148×78×143 410 構成に

よる

ア　　　　　ロ　　　　　カ
検体前処理モジューノレ

システムLabFLEX　35｛1〔〕
生化字，血清 分注，他 ラック

搬送

アロカ1〔体ラック，他

構成による 構成に
よる

構成による
構成に

よる

構成に
よる

エイアンドテ　ィー
CLINILOG
Ver．3

生化，血液，血清，

　凝固，免疫

投人，娃心，開衿，分
出．バツフア．川収
ジい　ルの組み合し1

1本ホル
ダ力式

A＆T5検体プク
鹸継入に／蜘

構成により
異なります

各メーカー
接続実績あり

ユニットにより
　異なります

ユニットに

よ嘆妙
ます

構成により

異なります

エイ　アン　ドテ　イ　ー
分析前工程統w埋
モジュールMPAM

生化，血瓶血清，

　凝固，免疫
投人，検体認識，開栓，分

注，ソーティング体型
ラック
方式

Ll、FノノA＆T／

日本電r
5検体ラック

分注54順体／
時（1：1分注時）

日］㌧、＆T川本電子

5検体ラソク取込装置 2K ユニットにより
　異なります

460 投入，検体認識，開栓，分
注，ソーティング…体型

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
llSトランスポーテ⇒ヨン

シ行ムHST．Nシリ弓
血液検査

纐阻動醸分櫓置・
　塗抹標本懐描

ベル／ラ
イン方式

シフメックス製

1ぱラック
XE　5000，
SPl〔｝〔〕Oi

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
IISトランスポーテーション

以テムXE．Alpha　N 血液検査
多項舶動血球分析装置・

　塗抹標本作製鑓

ベルトラ
イン方式

シスメツ以製

1膝ラック
XE　5000，
SP　100〔〕i

大　　扇　　産　　業
生化学検査血
清・免疫検査

顧・遠・い栓抜・血餅検出・頒・

　ぽ・搬、．、・分卜　硫・

爪耕11ト・∵トッ舛一ぱか

1本搬送 1本ホル
ダー方式

構成により
異なります

各メーカー約30

種接続実績あり

構成により

財ります
構成により異なります

構成に当

異ξります

お問合せ

下さい
謂7・一江計配置聲能越，
、ク　纏ユニ　粗話］せ巾

日　　本　　屯　　子
検体搬送システム

JLA－701T
生化学，

　免疫
搬送 ラック

方式

5本又は1〔昧ラツク対応

最大1800
検体／時

生化学，免
　疫他

100／40 構成により異なります
構成により

異なります

構成により

異なります

日立ハイテクノロジーズ 検体前処理システム
生化f：，免疫，血清，

　血液擬固，尿

検搬入部・遠心分離モジューい開栓モジ・一ルほか

日立5本
ラック他

25内n峨体［喘成，

鯛条件によ順なる

日．ソニ770〔｝

シリーズ他
構成によ
り異なる

構成により異なる
轍によ

嘆なる

ベックマン・コールター LII　l500シリーズ 血液検査
搬出搬入，LH接続ユニ

ット，LH接続テーブル
1本搬送 1本ホル

ダ方式
構成による LHシリーズ

構成に
よる

構成による
構成に

よる

任意規模のシステム
構築が可能



ホ　　ロ　　ニ　　ッ　　ク
採血管一括管理周呈

「RABBIT」
検体情幸贈理 搬送・RFID送

受仁・PC接統
50本ラッ
ク搬送

5×10本ラツク 構成により
異なります

繊により

異抽ます
構成により異なります

繊により

異なります

構成により

異なります

嫡スベースに合わせた筐体謝可。

管理方法にr㌣わせたシステム開発対底

メディカルジャパン
①MJ　60（1②MJ－300③MJ　250 生化学，血

清，血液，他

分注，ラベラー捌栓，

自動速心器振分け

ベルト

ライン方式

1本，5本，

　lo本
構成内容によ
り異なります

各メーカー
接続実績あり

構成により異なります
問い合わ

せ下さい コンパクトサイズ

メディカルジャパン
検体前処理システム

MJシリーズ
生化学，血清 分注，ラベラー

ベルト

ライ拐式 1本5本
25順体／h～川〕0検体／h 各メーカー

接続実績あり
構成により異なります

問い合わ

せ下さい コンパクトサイズ

メディカルジャパン 高速分注システム 生化学，血清 分注，ラベラー
べ1レト

ライン方式

1本，5本，
　1〔〕本

3，｛｝｛〕0検体／h 各メーカー
接続実績あり

構成により異なります
問い合わ

せ下さい コンパクトサイズ

メディカルジャパン 検体受付システム 生化学，血
　液，他

振分け・印字
べ1レ1

ライン方式

1本，5本，

　10本
L2｛｝0検体／h 構成により異なります

問い合わ

せ下さい コンパクトサイズ

ラ　イ　オ　ン　パ　ワ　ー いれかえくん・LS　IOO〔｝ 検体検査全般
｝ルアルノッ徹入・搬出・

整理・採加｝峨チ　ク・
バーコード読取り・、11・ひ椒

1力川10
杁り順送

1］俸八栂，プ

，ソク・訥寸要

メー｝ラックに対応rll

：蜘検体剛騨体｝

8喘体時聞品1細
国内主要メーヵ一 100

W：34山mnxD：656mln

　xH：5231nm
36．4kg

問い合わ

せ下さい

｝加保菅用ラツ勺～価ア販品又1よ専llP’クへ醐櫛，肖パーぷ遣可肚

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

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラック種
処理能力

ラベルサイズ

　（mm）

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
バーコード種

V／A W×D×II（Cm） kg 万円
特　長　・　備　考

エ　プ　ソ　ン　販　売
サーマルラベルプリンタ

TM．L9｛1

　最大
150mm／秒

9種の他2次元
シンボル3種 幅34～76 24／1．7 ］4×14．8×20．3 1．9

エ　プ　ソ　ン　販　売
インクジェットプl／ンタ

TM．C3珊
　最大

92mnV秒
14種の他2次元
シンボル8種 幅30～112 26 25．5×27．5×

　　26．1
10．0

小林ク　リエイ　ト ラベルプリンタ
ip－65

150mm／秒 　　8種
2次元コード 標準50×35 150 19．8×24．7×

　　18．1
3

小林ク　リエイ　ト ラベルプリンタ
ip－205

1501nm／秒 　　8種
2次元コード

標準50×32
標準50×35

150 19．8×24．7×
　　18．1

3

小林ク　リエイ　ト
バーコードラベラー

VL－150
4秒／本 7種 秤準50×32 300 22．4×35．1×

　　29．5
15

小林ク　リエイ　ト
採血業務支援システム

i・pres　with
刊o本以
ヒ／8管種

径φ12～18
長さ75～105

享用ト
レイ

4秒／本 7種 標準53×35 800 55．0×81．7×
　　138．0

200

小林ク　リエイ　ト
健診採16沫務対応

ipres　fit

10〔1・卜以l　　lr「パ管秤 径φ12～18
長さ75～1〔〕5

専用ト
レイ

5秒／本 7種 標準53×35 175 66×66×55 55

小林ク　リエイ　ト ラベルプリンタ
KP　300

150mm／秒 　　9種
2次元コード 標準50×32 160 20×36×27 10

小林ク　リエイ　ト ラベルプリンタ
ip－225

川〕mn／／秒 　　8種
2次元コード

標準50×32
標準50×35

］50 19．8×24．7×
　　18．1

3

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
採血管準備システム

BC・ROBO　787
2（ト・1（X） 同時搭載種類

4～28種類
判1トレで

棚’）ツク

最大約3no
人分小（1患
　者4本）

NW　7，　code　l28他 50×30
50×35他

100｛｝（基

本構成）
90×124×85．5
　（基本構成）

270 豊富なオプション有り．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
掬宜1管準備装置BC・ROBO　686

20～1〔X） 同時搭載種類
4～12種類

専川ト
レイ

最大約400
人分／h（1患
　者4本）

NW　7，　code　l28他 50×30
50×35他

］000（基

本構成）
90×124×78
（基本構成）

265 12管種で低価格．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
採血管準備装置BC・ROBO　888

100 同時搭哉種類
　8種類

専川ト
レイ

最大約30↓）
人分／h（1患
　者4本）

NW7，　code　l28他 50×30
50×35他

800 60×75×118 240 新製品，省スペースと
安心のバツクアツプ．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
小型採01管準備システム

BC・ROBO　mhli　20
20 同時搭載種類

　　4種類
専用ト
レイ

5秒／本 NW　7，　code　l28他 50×30
50×35他

500 44．5×43×55．5 35 コンパクトサイズで
卓ヒ型．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
小型採血僻備システム

BC・ROBO　mhli　40
40 同時搭載種類

　　4種類

専川トレイ

5秒／本 NW　7，　code　l28他 50×30
50×35他

500 44．5×43×75．5 40 コンパクトサイズで
卓上型．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
バーコードラベノレプリンター

BC－450SR
　NW　7他
2次元コード

各種
380

（最大） 19．8×23×18．1 3
熱転・ブ’方式（SR）

感熱方式（S）

メディカルジャパン
ラベルプリンター

MJP－01
約7行砂 NW　71TF

コード39他
最大58×
　80φ 11×19×11 0．6

メディカルジャパン
ラベルプリンター

MJP・02
10｛〕nmW秒 NW　71TF

コード39　他
最大80×
　83φ

15×19×16 1．4

メディカルジャパン MSシリーズ 約250本 75～100mm
　13～16φ

5～50本ラック

約450本／h NW　71TF
コード39　他 50×32 約75×75×75 40

43



44 50e分注装置（Dispenser）

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）

消鑓力 寸法 重量
メーカー
希望価格バーコ

ー
ド種

分注量

（μL）

チャン

ネル数 V／A W×D×II（Cln） kg 万円
特　長　・　備　考

ア　　　　　ロ　　　　カ
ランダムアクセスワーク

ステーションApS　79（1
条件により
　異なる

ユo～9999，仕様

により異なる
15K 約172×m5×171

　（本体のみ）

約500

体体のみ｝
構成に
よる

ラックバーコード対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ
卓一ヒ型目動分注装置

LabFLEX900
条件により
　異なる

］o～9999，仕様

により異なる
400 約86×78×70 約90 構成に

よる

セントラル科学貿易
Multidrop384
stacker

16げレート／h 5～395 8 80 74×46×6］ 32 430
小甲拠速，オートクレー祠

スタッカー⑳，3‖，6〔｝椥バルク分注

セントラル科学貿易 マルチドロップ384 5～395 8 31×32×16 6．2 135

セントラル科学貿易 マイクロフイル 5～300 8 46×38×18 8．9 90

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
マルチチャネルピペッター

EDR　384　UX

マイクロ

プレート50枚

マイクロプレート

1枚約13秒
〔〕．1～300 96，384 90 720～ 96CII，384CH対応

PCソフト

バ　イ　オ　テ　ッ　ク DNA分注装置
MODEL　5000

1～20 1．8 78×52×57 650～ 分注確認センサー

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
マルプ．スノ・シ戸でスペ
ンスス．プー　シ　iン

ADS　l賂18
0．1～300 96，384 71×71×93．5 140 looo～

fLlμL超微1｛分注
1536well　plate対応

バ　イ　オ　テ　ツ　ク プ・一プルトッ／ノ㍉クヘ
ンサーEDR：惜ISII 0．1～300 96，384 42×45×54 50 300～

〔｝．1μL超微量分注

1536well　plate対応

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
コンパクトワークステ

ー ションEDR・24　LS
0．5～30

1．12，

24 52×52×60 40 195×
希釈，サンプリング可
能

メディカルジャパン MSシリーズ
75～／mmln

l3～16φ 各種
1：1分注

約330検体／h

NW・71TF

コード3馳 10～1，000 約90×75×120
　（本体のみ）

60 ユニットサイズ変更
可能です

メディカルジャパン 高速分注システム
75～珊mm
13～16φ 各種

ユ：1分注
3，0〔｝0検体ノh

NW・71TF

コード3馳 10～1，000
約150×120×120
　（本体のみ）

150 ユニットサイズ変更
可能です

51．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

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

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格回転数

「．P．m． V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

久　保　田　商　事
ハイキャンバシティ冷却
遠心機モデル873｛｝

130 15 4，000 200／12 64×78×86 205 130 大型チューブラック方
式の多本架遠心機

久　保　田　商　事
吋キャンバシティ・ユニバーサ

ル冷却遠心機モデ砺！川
68 15 8，500 1〔〕0／15 50×65×85 110 72

久　保　田　商　事
ハイキャンバシティ吐ニバーサ

齢却遠心機モデノレ593〔〕
80 15 8，500 100／15 50×65×85 110 88

久　保　田　商　事
テーブルトップ・多本架

遠心機モデル842｛1
80 15 6，000 100／15 53×63×37 60 49．8

久　保　田　商　事
テーブルトップ
遠心機　モデノレ4（1〔｝0

68 15 5，800 100／15 44×56×31 36 26
電動ドアロックを採用した，

卓上型の最新モデルです

久　保　田　商　事
テーブルトップ
速心機　モデノレ42ω

68 15 16，000 100／15 44×56×31 38 35
屯動ドアロックを採用し．マイ
クロロータも高回転で遠心可能

久　保　田　商　事
卓一ヒ型遠心機モデル2420

24 15 4，000 100／8 35×42×32 24 16．5 スイングロータが使え
る小型ユヒ型の遠心機

久　保　田　商　事
プレート享用遠心機プレートスピン マイクロフレート

　　6枚
3．5f）0 100／8 35×42×32 26 22

3500PPIn，　1370×gで処理できる

セントラル科学貿易 Hemata　STATII 6 毛細管 6，000 100／1 18×13×12 0．6 29．8 1分間，ヘマトクリッ
トリーダー装備

セントラル科学貿易 プラズマプレップ 6
2，3，5，7，

10mL
7，20〔〕 100／1．25 26×38×17．5 9 36．5

2分間，採血管不問，
PRP　30秒分離



その他の臨床検査機器



46 52．マイクロピペット（Micropipette）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

アルフレッサファーマ フィンピペットデジタルF2 可変 2．75～3．8

アルフレッサファーマ
フィンピペットデジタルF2
固定型

固定 1．8～2．5

セントラル科学貿易 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

53．純水自動製造装置（Pure　Water　System　for　Automatic　Analyzer）

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 L／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特長　・　備　考

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ ピュアライトPRA 15 100／0．7～ 30×33×42～ 10～ 32～

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ ピュアライトPRO 40～100 100／2～ 35×50×110 80～ 96～

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ スーパーデサリナーSDA 80 100／15 45×65×140 175 198

ヴェオリア・ウォーター

ソリューション＆テクノロジー MEDICA 7～200 100／1～ 55×37×52～ 18．5～ 40～

東洋紡エンジニアリング
RO純水製造装置TRO－iシリーズ

40．60 100／0．8～ 38×60×115 80～ 105．6～ 純水タンク有効　約15L

東洋紡エンジニアリング
RO純水製造装置TRO－iシリーズ

60 100／0．8～ 45×53×130 95～ 135～ 純水タンク有効　約55L

東洋紡エンジニアリング
RO純水製造装置TRO－iシリーズ

150 100／1．2～ 50×62×177 140～ 234～ 純水タンク有効　約90L

東洋紡エンジニアリング
連続電気再生式イオン交換
純水製造装置　SEDiシリーズ 60～ 100／0．8～ 45～×53～×130～ 130～ 230～

連続電気再生式イオン交換（Electro
Deionization）モジュールを搭載必要純7k量に応じた機桶存▼’掃塞致します

日　本　ミ　リ　ポ　ア ElixUV 20～96 100／10 66×44×73 45～ 163．9 検査用機器供給用純水製造装置

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

セントラル科学貿易
M384　Atlas　Washer／
タイタンスタッカー

50～3，000 126プレート／h 74×56×61 37 595
精密コントロールにより様々なプレートに対

応最小限の残液量，スタッカー付フルオート

セントラル科学貿易 マイクロプレートウォッ
シャーEL×50

50～3，000 35×40×16．25 8．9 50 プログラムに従って行又は列
毎に自動洗浄

バ　イ　オ　テ　ツ　ク オートミニウォッシャー
AMW－3

0～3，000 1，000 30 27×49×24 12 80 マイクロプレート8，12

バ　イ　オ　テ　ッ　ク MW－96FR 0～3，000 2，500 30 21×29×31 9 82 低価格タイプ

バ　イ　オ　テ　ツ　ク AMW－96SX 0～3，000 5，000 85 44×49×26 27 280 全自動型

バ　イ　オ　テ　ッ　ク セラウォッシャー
AMW－192

50～500 5，000 100 55×55×40 35 375
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バ　イ　オ　テ　ツ　ク AMW－8 50～990 25×33×12 7 50 マイクロプレート8

バ　イ　オ　テ　ッ　ク MW－96　AR 50～990 30×48×25．1 20 140

バ　イ　オ　テ　ッ　ク MW・96　CR 50～990 30×48×25．1 25 185 ノズルツマリ防止機能付き

55．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
備　　　　　考

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
分注チップ整列装置AT－4000シリーズ 洗浄したディスポチップを，ラックに1本つつ整列す

る装置
構成により
異なります

構成により異なります
齢により
異なります

お問合せ
下さい

現在ご使用のラックにセットする事も可

能ですので，お問合せ下さい。

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
サンプルチューブ整列装置
ATF　3000シリーズ

洗浄したディスポチューブを，ラックに1本つつ整列
する装置

構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

現在ご使用のラックにセットする事も可
能ですので，お問合せ下さい。

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 試験管ナンバリング装置
SNSシリーズ

採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接インクジェット
プリンターにて採血管へ印字し，仕分け搬出する装置

構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

数字以外にも，記号，漢字等
が印字可能です

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
自動開栓装置

ACOシリーズ・TSDシリーズ 検体の到着確認，開栓，仕分け搬出が行える装置
構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

ゴム栓タイプ＝ACOシリーズ
シール栓タイプ＝TSDシリーズ

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 検体自走車 搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装
置

構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

ア　イ　デ　ィ　エ　ス 仕分装置 検体仕分業務を自動化する装置
構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

ア　　　　　ロ　　　　カ
ルミネッセンスリーダ
AccuFLEX　Lumi　400

生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白血球貧食能など
の測定） 約100

　本体約26x36×25
分注ユニット約／6×2〔｝x2（1

約10
約4．3

168

ア　　　　　ロ　　　　　カ
抗酸化能測定キット　ラジカルキ
ャッチ／BLR－ALBI－・01

食品・飲料・素材などの抗酸化能を測定するためのキット．
化学発光法による「高感度で迅速な」測定が可能 約13×9×6 5 100テスト／箱

ア　　　　　ロ　　　　　カ ゼオライトマスク／MSK－
TYPEGS　3N

抗菌・消臭・保湿サポート機能をもつゼオライトシートGAIACOTを第1層
に採用し，マスク表面の細菌・ウイルスの移動リスクを低減した高機能マスク

　約9×17．5（1枚）

約27×24×37（1ケース）
3．2

20枚入り／箱
10箱入り／1ケース（200枚）

ウ　　　エ　　　ル　　　コ WPX　1シリーズ 小型高性能チューブポンプ 300mA以下 130g 標準
￥9800

ウ　　　エ　　　ル　　　コ WP　1000シリーズ 中型高性能チューブポンプ 300mA以下 180g 標準
￥12800

エ　　ン　　プ　　ラ　　ス マイクロ流路チップ
バイオチップの設計，試作，量産，品質保証までを対応いた
します。特に量産性を加味した最適設計が強みです。 仕様に応じ設計いたします

エ　　ン　　プ　　ラ　　ス マイクロ流路モデルチップ
電気泳動，試薬混合，光学検出など，マイクロ流路チップの
基礎検討を行うことができる，モデル流路チップです。

仕様に応じ設計の変更可

積水メ　ディ　カル
滅菌済みプラスチック具空採血管
インセパックIIシリーズ
インセパックII　D

安全性，機能性，使いやすさを追求。採血，検査の現場で業
務の効率を高めます。

積水メ　ディ　カル
滅菌済みプラスチック真工採巾F
インセパックIIシリーズ
インセパツクII　ST

安全性を重視したオーバーキャップを採用し，血液飛散によ
る感染リスクを抑制。

セントラル科学貿易 ディスポ製品
高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供．
（ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ PIS患者認識システム
PISはバーコードと携帯端末の活用で患者さん取り違え，点滴ミスなどの

事故を防ぎ，確実・正確な医療業務の遂行を支援するシステムです．
各施設に合わせたシステム構
築が可能です．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ StatVein 赤外線と可視光により静脈を瞬時にスキャンする視認性抜
群の静脈可視化装置です。

3．7V／2400mA

5×6×20 0，275 98
中央採血室や処置室はもちろん，持ち運び

も自由なため，幅広く御使用頂けます。

日　本　ポ　ー　ル 血漿分離膜 全血を血漿に分離します．

日　本　　ポ　　ー　　ル
タンパク質
固定化メンブレン

高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の
「¶定を実現します．

日　本　ポ　ー　ル
コンジュゲートパッド，
吸収パッド

新たにタンパク質非吸着タイプ，さまざまな厚さの高
強度タイプ製品を揃えました．

日　本　ミ　リ　ポ　ア Hi－Flow　Plus イムノクロマトグラフィー用各種部材



48 メ　　　レ　　　ッ　　　ク パルスジエネレーターIC
MCC　O8

2軸／チップ，出力周波数　1Hz～6．5Hz，補間制御
MCC　O8，　MCC　O7との互換性（ピン配列，コマンド1々：換）

DC＋3．3V／

　90mA

／1｝〔〕PIN　LQFP1〔1．5mn1ピッ

剤6似／6．咽．6肋Iln

参獅格］1訓
］9［〕パ．沖一ジ ローコスト

メ　　　レ　　　ッ　　　ク パルスジェネレーターIC
MCC　O7

2軸／チップ，出力周波数　IHz～6．5Hz，補間制御
MCC　O8，　MCC　O7との万換性（ピン配列，コマンド互換）

DC＋3．3V／

　130mA

1｛｝｛IPIN　QFP1‖．5nm｜ピッ

チ1／6．〔トd6」因澗lnm

べ考価格2．　自［1、円6パけづ

ハイスペック

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッヒ．ングモータドライバ

ADB　2　F　40　B

バイポーラ駆動0．63A～2．5A／相，20，000P／R，低振動，ハ
イタクト

DC＋24　V／

　2．7A
58×75×32（mm） 0．11

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッヒングモータドライバ
ADB．2　F　5〔｝B

バイポーラ駆動0．9A～3．6A／相，20，000　P／R，低振動，ハ
イタクト

DC⊥24　V．

　3．8A
58×75×32（mm） 0．11

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッピングモータドライバ
AI）B　2　F　61旧

バイポーラ駆動1．15～4．6A／相，20，000P／R　MAX，低振
動，ハイタクト，高トルク

DC－24　V
　4．8A

68×85×36（lnm） 0．13

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッビングモータドライバ｛2軸什様：ト

ADB　2　F　l21）B

バイポーラ駆動2軸独1、∫／二仕様，0．2A～0．35A／相，6，400　P／

RMAX，小型，低振動，駆動電圧切替機能
DC－24　V／

　0．8A
58×72×36（mm） 0．1

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッピングモータドライバ（2軸仕様）

AI）B　2　F　32　DB

バイポーラ駆動2軸独立仕様，0．38A～1．5／相，20，000　P／R

MAX，小型　低振動
DC＋24　V／

　3．3A
66×90×31（mln） 0．15

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
ワ相ステツピングモータドライバ（2軸仕様）

ADB　2　F　42　DB

バイボーラ駆助2軸独立仕様，0．63A～2．5A／相，2｛｝，000　P／

RMAX，小型，低振動
DC＋24　V／

　3．3A
66×90×31（lnm） 0．15

メ　　　レ　　　ツ　　　ク
2相ステッピングモータドライバ｛2軸仕様）

DH　334／ADB　2　F　llDB
バイポーラ駆動2軸独立仕様，0．2A～0．35A／相，6，400　P／
RMAX，小型，低振動，駆動電圧切替機能

DC寸24　V／

　〔｝．8A
70×49．5×41．5（mm） 0．1 準標準品

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2』㍑テッビングモータドライバ（2軸仕様）

DH　329　／DB　2　F　31　DB

バイポーラ駆動2軸独・、」／：仕様，0．38A～1．5／相，6，400　P／R

MAX，小型，低振動
DC午24　V／

　3．3A
66×90×31（mm） 0．15 準標準品

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステ・ソビングモータドライベ（2麺仕様）

DH　33〔レADB　2　F　41　DB

バイポーラ駆動2軸独立仕様，0．63A～2．5A／相，6，40｛｝P／

RMAX，ノ1＼型，低振動
1）C†24V／

　3．3A
66×90×31（mm） 0．15 準標準品

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
2相ステッヒングモータドライバ

ADB．2F45　U
ユニポーラ駆動0．5A～2．OA／相，20，000P／RMAX，低振
動

DC－24　V／

　2．7A
58×75×32（nm1） 0．11 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッピングモータドライバ
ADB　5　F　3〔｝V1

0．35／0．75（A／相），20，000P／R　MAX，小型，低振動
DC＋24　V，

　1．3A
57×65×29（mm） 0．1 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッピングモータドライバ
ADB．5　F　4〔｝ 0．75／1．4（A／相），20，000P／RMAX，小型，低振動

DC＋24　V，

　2．OA
57×65×29（mm） 0．1 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5‡｛1ステッピングモータドライバ

GDB　5　F　3｛｝V1

0．3～0．75（A／相），2，000，000P／R　MAX，小型，超低振動，

高分解能

1）C寸24V，

　1．5A
75×65×29（mm） 0．15 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッピングモータドライバ
GDB　5　F　4｛1

0．3～1．35（A／相），2，000，000P／R　MAX，小型，超低振動，

高分解能

1）C＋24V，

　2．OA
75×65×29（lnm） 0．17 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッピングモータドライバ

GDB．5F6｛1
1．5～3．0（A／相），4〔｝0，0〔｝OP／RMAX，ハイタクト，高／ルク

DC＋24　V，

　4．5A
75×100×39（mn1） 0．3 CEマークング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッヒングモータドライバ

GD．54m

0．3～1．35（A／相），欧州規格，UL規格に適合
400，000P／R　MAX，小型，超低振動，高分解能

　AC　II川V．

U／／5V22［パ『
130×124×55（mm） 0．55

テユフ認証，UL認証，　CEマーク
ング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
5相ステッヒングモータドライバ

GD　5510E

0．3～1．35（A／相），欧州規格，UL規格に適合
400，000P／RMAX，小型，超低振動，高分解能

　ACI川『

κ却v142〔lv
14（㍑134．5メ64（mm） 0．8

テユフ認証，UL認証，　CEマーク
ング宣言

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコントローラボード

C．Vx　87｛1

4軸制御ボード　出力周波数　0．1Hz～6．5Hz，補間制御
（直線補間，円弧補間）

DC＋5V，
　1．OA 107×170×］7

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコントローラボード

CVX871
6軸制御ボード　出力周波数　0．1Hz～6．511z，補間制御
（直線補間，円弧補間）

1）Cヰ5V，

　1．2A 107×170×17

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコントローラボード

CVX872
8軸制御ボード　出力周波数　0．lHz～6．511z，補間制御
（直線補間，円弧補間）

DC寸5V，
　］．6A 107×170×17

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコントローラボード

CVX873
12軸制御ボード出力周波数　0、1Hz～6．5Hz，補間制御
（旧線補間，llJ弧補間）

1）C寸5V，

　1．8A
1〔｝7×170×17

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCI　Expressバスコントローラボード

CVX87（IE
4軸制御ボード　出力周波数　0．1Hz～6．5Hz，補間制御
（直線補間，Ill弧補間）

1）C＋3．3V，

　1．4A 107×170×17

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCI　EXpressバスコントローラボード

C－VX　871　E

6軸制御ボード　出力周波数　0．1Hz～6．511z，補間制御
（直線補間，1り弧補間）

DC＋3．3V，

　1，6A
1〔〕7×170×17

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコントローラボード

DH　31401）．／C　VX　87｛｛

4軸制御ボード　出力周波数　o．1Hz～20MHz，補間制御
（直線補間，1り弧補間）

DC＋5V，
　］．〔〕A 107×170×17 出力周波数20MHzMAX

メ　　　レ　　　ッ　　　ク
PCIバスモーションコン／ローラボード

DH　315朋／C　VX870
4軸制御ボード　出力周波数　0．1Hz～6．5Hz，補間制御，
320点×2コンパレーターレジスタ

DC＋5V，
　ユ．OA 107×170×17

ユーケンサイエンス ディスポーザブル消耗品 国内工場にて製造した高品質なディスポーザブル消耗品
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50 生化学（1）

　　　　会社名

項目名

アボットジャ
パン

アルフレッサ
フアーマ

エイアンドテ
イー

栄研化学
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティツクス
ベックマン・
コールター

カイノス 関東化学
協和メデツク
ス

極東製薬工業

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

対応法，他1 JSCC対応法 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応　液状試薬

JSCC標準化
対応法

ALP JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 JSCC標準化 JSCC標準化

対応法，他1
JSCC対応法
EAEバッファ

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応　液状試薬

JSCC標準化
対応法

γ一GTP JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 JSCC標準化 JSCC標準化

対応法，他1 IFCC対応法 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応　液状試薬

JSCC標準化
対応法

CHE JSCC標準化
チオコリン法ほウ化ブ

チリルチオコリン法 JSCC対応法 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

P一ヒドロキシベンゾィ

ルコリン液状試薬
JSCC標準化
対応法

LDH JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 JSCC標準化 JSCC標準化

対応法，他1 IFCC対応法 JSCC標準化
対応法，他1

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対応
液状試薬，他1

JSCC標準化
対応法

TP ビウレット法 ビウレット法 ビューレット
法

ビューレット
法 ビウレット法 ビューレット

法（2試薬系）
ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法
BCG法／BCP改良法

BCG法 BCG法 BCP改良法 BCP改良法／
BCG法 BCG法 BCG法

T－Bi1 酵素法 酵素法 ジアゾ法 ジアゾ法
酵素法

酵素法 酵素法
（ユニチカ）

D－Bi1 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法
（ユニチカ）

TBA 酵素サイクリ
ング法

NH3 アンモニア指
示薬法

酵素サイクリ
ング法

AMY GAL－G54NP法 G3－CNP法 JSCC標準化 色素アミロペ
クチン法

E－G7－PNP基
質法 G3－CNP法 JSCC標準化

対応法
Ga1－G2－CNP
法　液状試薬

JSCC標準化
対応法

リパーゼ カラーレイト
合成基質法

カラーレート法 DGGMR基質
液状試薬

ACP α一ナフチルリ
ン酸法

CK JSCC標準化
対応法 JSCC準拠 JSCC標準化 JSCC標準化

対応法，他1 JSCC対応法 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化対
応液状試薬

JSCC標準化
対応法

LCAT 酵素法

LAP
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法
L一ロィシン・PNA
基質法，他2

Lue－PNA基質法 GSCC標準化対応
液状試薬，他1

L一ロイシルーP一二／

ロアニリド基質法

3－HB 酵素サイクリ
ング法

TKB 酵素サイクリ
ング法

AMYアイ　ソ
ザイム

免疫阻害法／P－AMY

免疫阻害法
免疫阻害法Ga1－G2・CNP法

液状試薬

LDHアイソザ
イム

ジアホラー
ゼ・NTB法

CKアイソザ
イム

MEIA法
CLIA法

免疫阻害法
EIA／免疫阻害法／P－AMY 免疫阻害法CK－MB，　CLEIA法

免疫阻害法 化学発光イム
ノアッセイ法

UN 酵素法 酵素法
ウレアーゼ／GLDH法 ウレアーゼ・アン

モニア指示薬法
ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼUV法
アンモニア消去法

ウレアーゼ
LED回避法

ウレアーゼ・GLDH
法液状試薬，他1 GLDH法

UA 酵素法 酵素法
ウリカーゼ／POD法 ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ

POD法
ウリカーゼ・POD
法液状試薬

ウリカーゼ・
POD法

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

ザルコシンオ
キシダーゼ法

CR 酵素法
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シスタチンC
金コロイド
比色法 LIA法 ラテックス比

濁法

Glu GOD固定化酵
素膜電極法

ヘキソキナー
ゼG6PD法

GOD・POD色
素法

ヘキソキナー
ゼ・G6PDH法

ヘキソキナー
ゼUV法

ブドウ糖脱水
素酵素法

GLck－NADPHUV
法液状試薬

HK－G－
6－PDH法

HbA、， 酵素法
HPLC

免疫阻害比濁法 ラテックス
凝集反応法

ラテックス免
疫法

1，5AG 酵素法
AG6P－DH，　DIP（ホ

ルマザン）液状試薬

U－GL ブドウ糖脱水
素酵素法

GA 酵素法液状試薬
糖化アミノ酸消去

乳酸
乳酸酸化酵素POD色素法

LAOD－POD法

ピルビン酸 PAOD－POD法

ALD UV・酵素法

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

ロール消去法）
グリセロール消
去酵素比色法

FG消去法
酵素法液状試薬 酵素法

PL 酵素法 酵素法 PLD－POD法
液状試薬

NEFA 酵素法 酵素法 ACS－ACO－POD高
感度発色剤BCMA

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

コレステロール酸化
酵素比色法

コレステロー
ル酸化酵素法

CHER－CHOD－
POD液状試薬

酵素法

F℃HO 酵素法 CHOD・POD
液状試薬

HDL－CHO 直接法 直接法 直接法 直接法 直接法 直接法

LDレCHO 直接法 直接法 比色法 直接法 直接法 直接法

Na イオン選択電
極法 ISE直接法

K イオン選択電
極法 ISE直接法

C1 イオン選択電
極法 ISE直接法

HCO3 酵素法

Ca OCPC法 酵素法
アルセナゾIII
色素法 OCPC法 アルセナゾIII法

クロロホスホナゾIII

比色法／OCPC法

Mg マグノレツド法 色素法 キシリジルブ
ルー法

酵素法 キシリジルブ
ルー法

GK－GGPDH
UV法液状試薬

IP 酵素法 リンモリブデ
ン酸比色法

モリブデン酸
直接法 酵素法 酵素法 PNP－XOD－

POD液状試薬
酵素法

Fe Nitroso－PSAP法 アゾピリジン
色素法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
Nitroso－
PSAP法

ニトロソーPSAP
法　液状試薬 Nitroso－

PSAP法
UIBC Nitroso－PSAP法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
Nitroso－
PSAP法

ニトロソーPSAP
法　液状試薬

Nitroso－
PSAP法

尿中微量アル
ブミン LIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法



52 生化学（2）

　　　　会社名

項目名

シーメンスHCD
　　　　　　－1

シーメンスHCD
　　　　　　－2

シスメックス
積水メディカ
ノレ

デンカ生研
東芝メディカルシステムズ

東ソー ニットーボー
メデイカル

ニプロ
三菱化学メディエンス

AST（ALT） IFCC標準．化
対応法 IFCC法／JSCC法準拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

ALP IFCC標．準．化

対応法 IFCC法／JSCC法準拠
JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

γ一GTP IFCC標準化
対応法 IFCC法準拠 JSCC標準化

対応法
JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

CHE プロピオニルチオ
コリン基質法

ゲ．〆リ几・，イ　∫リン～ノ㌧

沼撒｛・；ノ繊づ’リ JSCC標準化
対応法

3，4一ジヒドロキシベン

ゾィノレコリン基質法
JSCC標準化
対応法

合成基質法 JSCC標準化
対応法

ベンゾイルコ
リン基質法

JSCC標準化
対応法

LDH L→PUV法
Wacker変法／JSCC
法準拠／IFCC法準拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

ADA UV－Rate法 UV－Rate法

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCP法 BCG法 BCG法
BCP法 BCG法 BCG法 BCP改良法／

BCG法
BCG法
BCP法 BCG法

T－Bil ジアゾ法 ジアゾ法／バナ
ジン酸法

酵素法 酵素法 酵素法 亜硝酸酸化法 亜硝酸酸化法 ジアゾ法 酵素法

D－Bil
ジアゾ法／バナ
ジン酸法

酵素法 酵素法 酵素法 亜硝酸酸化法 亜硝酸酸化法 ジアゾ法

胆汁酸及び分画 酵素サイクリ
ング法

NH3 GLDII・UV法 UV法

AMY G3－CNP法 G3CNP法 Gal　G5．PNP法 Gal　G2　　CNP
基質法．JSCC
標準・化対応

JSCC標準化
対応法 合成基質法 ガラクトシルー

G5　PNP法
Gal－G2－CNP法 JSCC標’準化対

応法，B　G　5βCNP法．　借1

エラスターゼ1 ラテックス免
疫比濁法

P－AMP 阻害抗体法 免疫阻害法

ACP TMP基質法 DCAP－P基質法

CK IFCC標準化
対応法

（7）liver　R《）Salki

変’法／JSCC法準
拠／IFCC法準拠

JSCC標準化
対応法

JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 IFCC法 JSCC標準化

対応法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP PNA基質法 PNA法 L　ロイシル
PNA基質法

L－Leucyl－P－

NA法
合成基質法 L一ロイシルーP

アニリド法

AMYアイ　ソ
ザイム

Ga1－G2－CNP
基質法

免疫阻害法P－AMY

LDHアイソザ
イム

プロテアーゼ
阻害法

CKアイソザ
イム

免疫阻害法・EIA（一了ス

CKMB）化学発光法 阻害抗体法 免疫阻害法 EIA法
CKMB

免疫阻害法，CK　MB 免疫阻害法
CK　MB

UN GLDH法
ウレアーゼ・
GLI刑法

Urease－GL－
DII法

ウレアーゼUV
法／LED回避

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレァLeuDH法（ダ
ブルカイネティック法）

ウレアーゼ・
UV法，他2

UA ウ　リ　カーゼ

POD法
ウリカーゼ・
UV法

ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

ウ　リ　カーゼ

POD法
酵素法 ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

酵素法

CRE Jaffe法 ヤツフェ・レー
ト法／酵素法 酵素法 酵素法 酵素法：カラー法 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法

NAG MPT－NAG基質法
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シスタチンC NIA法
ラテツクス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集法 EIA法

免疫比濁法
（LA法）

Glu ヘキソキナー
ゼ法 IIK法 HK法 ヘキソキナー

ゼ法
HK－G　6　PD法 HK－G6PD法

ヘキソキナーゼ
UV法 HK法 酵素法

IIbA1， 免疫学的方法 酵素法 ラテックス免
疫凝集法 IIPLC法 酵素法

乳酸 酵素法 酵素法

ALD 酵素法

TG 酵素比色法 酵素法，グリセ
リン未消去法 IIK－UV法 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

酵素法

PL 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法 フォスフォリパ
ー ゼ1）酵素法

酵素法

NEFA 酵素法 酵素法

T－CIIO 酵素法 酵素法 CDH－UV法 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法（POD
法） COE　COD

POD法
酵素法

F－CHO 酵素法

IIDL　CIIO デキストラン硫
酸Mg沈殿法

直接法 選択酵素阻害
法

直接法 直接法 直接法 直接法 直接法

LDL－CIIO 直接法 選択的保護法 酵素的測定法 直接法 直接法 直接法 直接法

Na 電極法 イオン選択性電
極法

電極法 イオン選択電
極法

イオン選択電
極法

K 電極法 イオン選択性電
極法

電極法 イオン選択電
極法

イオン選択電
極法

Cl 電極法，他1 イオン選択性電
極法 電極法 イオン選択電

極法
イオン選択電
極法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法，
CPZ　III法

　　　　　“アルセナソIll
法

CPZ　III法，

OCPC法
Mg キシリジルブ

ルー法
メチルチモー
ルブルー法

酵素法 キシリジルブ
ルー法

酵素法 酵素法 酵素法 酵素法

IP モリブデン酸
UV法

モリブデン酸
UV法／酵素法

酵素法 フィスケ・サバ
ロー変法

酵素法 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法

Fe 直接比色法 Ferene法 ニトロソーPSAP
法

ニ　ト　ロ　ソ

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ

PSAP法 NPS法

UIBC ニトロソーPSAP
法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ

PSAP法 NPS法

TIBC Ferene法

尿中マイクロト
ランスフェリン

免疫比濁法
（LA法）

尿中微II｛：アルブ

ミン
免疫比濁法

NIA法，　TIA法，

PETINIA法
免疫比濁法 ラテックス免

疫比濁法
免疫比濁法 免疫比濁法

（TIA法）
免疫比濁法，
他1

尿中ミオイノシ
トール

酵素サイクリ
ング法

グリコアルブミ
ン

酵素法



54 生化学（3）

　　　　会社名

項目名
ミズホメディー

ロシュ・ダィア

グノスティックス 和光純薬工業

AST（ALT） JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

ALP JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

γ．GTP JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

CHE JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

LDII JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

TP ビウレツト法 ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法，
BCP改良法

BCG法，
改良BCP法

T－Bi1 酵素法 バナジン酸法

胆汁酸及び分画 酵素法

NII3 酵素法 藤井奥田法変
法

AMY JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

エラスターゼ1

CK JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1

LAP PNP基質法 GSCC対応法 4NA
AMYアイ　ソ
ザイム

免疫阻害法PAMY 免疫阻害法P．AMY

CKアイソザ
イム

免疫阻害法
CK－MB

免疫阻害法CK－MB，他1

UN アンモニア消
去法

ウレアーゼUV法
アンモニア消去法

アンモニア消
去法，他1

UA ウリカーゼ・
POD法

酵素法 ウリカーゼ・
POD法

CRE
クレアチニナーゼPOD法

酵素法 酵素法，他1

NAG MPT－NAG基質法
4HP－NAG基
質法

Glu HK・UV法 酵素法（HK／
G6PDH法）

ヘキソキナーゼ・

UV法，他1

HbA1、 免疫阻害比濁法 免疫阻害比濁法

ALD UVレート法

TG GK・G3POD法
（グリセローノレ消却 酵素法 グリセリン消

去法，他1

PL 酵素比色法 酵素法

NEFA 酵素法



T－CHO
コレステロール
オキシダーゼ法 酵素法 酵素法

HDレCHO 化学修飾酵素法 化学修飾酵素法 選択消去法，
他1

LDL－CHO 選択的可溶化法 選択的可溶化法 選択消去法，
他1

Na 電極法 イオン選択電
極法

K 電極法 イオン選択電
極法

C1 電極法 イオン選択電
極法

Ca OCPC法 OCPC法 MXB法，他1

Mg
クロロホスオーナゾIII法

酵素法，他1

IP 酵素法 モリブデン酸ア
ンモニウム法 酵素法，他1

Fe ニトロソ
PSAP法

バソフェナント
ロリン法，他1

UIBC ニトロソ

PSAP法
バソフェナント
ロリン法，他1

Cu

尿中微量アルブ
ミン

免疫比濁法 免疫比濁法
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56 免疫血清（1）

　　　　会社名

項目名

アボットジャ
ノVン

アルフレッサ
フアーマ

医学生物学
研究所

エイアンドテ
イー

栄研化学
オーソ・クリニかレ・

ダィアグノスティツクス
ベックマン・
コールター

カイノス 関東化学 協和メデツクス

IgG LIA法
TIA法

免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

IgA LIA法
TIA法

免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

IgM LIA法
TIA法

免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

IgD LIA法 TIA法

IgE MEIA法 LIA法
EIA法 TIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

C3・C4 LIA法
TIA法

免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

SAA LIA法

Hbt LIA法

αIAG LIA法

α1AT LIA法 免疫比濁法

αlM LIA法

Tf LIA法 免疫比濁法 TIA法

ミオグロビン MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法

ラテックス免
疫比濁法

化学発光イム
ノアツセイ法

トロポニン1 CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

トロポニンT 化学発光イム
ノアツセイ法

CRP ラテックス凝集法 LIA法 LIA法 免疫比濁法 ラテックス法
ラテツクス免疫比濁

法免疫比濁法
ラテックス免
疫比濁法

免疫比濁法

フェリチン MEIA法
CLIA法

金コロイド凝集法 EIA法LIA法
CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

βLipo TIA法 免疫比濁法

Lp（a） LIA法 TIA法

RLP－C 直接法

ApoA　I TIA法 免疫比濁法 TIA法

APoA　II TIA法 TIA法

ApoB TIA法 免疫比濁法 TIA法

APoC　II TIA法

APoC　III TIA法

ApoE TIA法
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β2M MEIA法 LIA法 EIA法
LIA法

ラテックス凝集
積分球濁度法

インスリン MEIA法
CLIA法

EIA法
LIA法 CLEIA法 ラテツクス免

疫比濁法
化学発光イム
ノアツセイ法

C一ペプチド CLIA法 EIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

LH MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 イムノクロマ

ト法
化学発光イム
ノアツセイ法

FSH MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

プロラクチン MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

TsH MEIA法
CHA法

EIA法
ELISA沙 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

T3・T4 MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

FT3・FT4 MEIA法
CLIA法

EIA法
ELISA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

T3U CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

TgAb・TPOAb ELISA法 EIA法 ELISA法 化学発光イム
ノアツセイ法

TPAb CLIA法
FPIA法

コルチゾール CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

17－oHP ELISA法

プロゲステロン MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

テストステロン CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

hCG LIA法
EIA法用手法

イムノクロマ
ト法

β一hCG MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法

E2 MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

E3 LIA法

hPL LIA法

BNP CLIA法 EIA法 化学発光イム
ノアツセイ法

NT－Pr。BNP CLEIA法

HGH EIA法 CLEIA法

梅毒反応 CLIA法 LIA法
LIA法
CLEIA法用手法

イムノクロマ
ト法

ラテックス免疫比濁法，

TPLA～ノ、，　CLEIA法

クラミジァ
（Ag・Ab） ELISA法 ELISA法 イムノクロマ

ト法
EIA，プレート法

ASO LIA法 ラテックス法
ラテックス免疫比
濁法，免疫比濁法

HA（AD） MEIA法
CLIA法

HBs（Ag・Ab） MEIA法
CLIA法

EIA法
CLEIA法 CLEIA法，他 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法



58 HBe（Ag・Ab） MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法，他 化学発光イム

ノアッセイ法

HBcAb MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法，他 化学発光イム

ノアツセイ法

HBclgMAb MEIA法
CLIA法
RIAシ去

CLEIA法，他 化学発光イム
ノアッセイ法

HAVIgMAb MEIA法
CLIA法 CLEIA法，他

HCV（Ag） CLIA法 CLEIA法 CLEIA法，他

HCV（Ab） MEIA法
CI、IA法
PIIA法

EIA法
CLEIA法

CLEIA法
IRMA法，他4 CLEIA法

HIV（Ab） MEIA法
イムノクロマト法 CLEIA法

AFP MEIA法
CLIA法

金コロイド比色法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

CEA MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

SCC MEIA法
CLIA法

NSE RIA法

PAP EIA法
RIA法

PSA MEIA法
CLIA法

EIA法ELISA法
LIA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 ラテックス免

疫比濁法
化学発光イム
ノアッセイ法

FPSA MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法

CPSA 化学発光イム
ノアツセイ法

γ一Sm ELISA法

CA］9－9 MEIA法
CLIA法

EIA法
CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

DU－PAN　2 EIA・プレート法

CAl5－3 MEIA法
CLIA法 LIA法 EIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

CA　125 MEIA法
CLIA法

EIA法
CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアッセイ法

ペプシノーゲン1 CLIA法
LIA法ELISA法
CLEIA法

ラテックス免
疫比濁法

EIA・プレート法

ペプシノーゲンII CLIA法
LIA法ELISA法
CLEIA法

ラテックス免疫比濁法

EIA・プレート法

RF
ラテックス凝集法

ELISA法 LIA法 TIA法
ラテックス免疫比

濁法免疫比濁法
免疫比濁法

Strep　A イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

インフルエンザ イムノクロマ
ト法

抗核抗体 ELISA法
間接蛍光抗体法 LIA法

抗ミトコンドリ
ア抗体

ELISA法
間接蛍光抗体法

抗LKM　1抗体 ELISA法
間接蛍光抗体法

抗Dsg抗体 ELISA法
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抗リン脂質抗体 ELISA法

ANCA ELISA法
間接蛍光抗体法

抗酸菌抗体 EIA・プレート法

H・pylori抗体 ELISA法 EHSA法
CLEIA法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

金コロイド比色法 LIA法 ラテックス免疫法

免疫血清（2）

　　　　会社名

項目名
極東製薬工業 シーメンスHCD

　　　　　　－1
シーメンスHCD
　　　　　　－2

シスメックス 常光 積水メディカル デンカ生研 東芝メディカ
ルシステムズ

東ソー 日水製薬

IgG 免疫比濁法 NIA法，　TIA法 免疫比濁法

IgA 免疫比濁法 NIA法，　TIA法 免疫比濁法

IgM 免疫比濁法 NIA法，　TIA法 免疫比濁法

IgE CLIA法
CLEIA法NIA法

PCIA法 ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法 EIA法

特異IgE CLIA法

C3・C4 免疫比濁法 NIA法
TIA法

免疫比濁法

ミオグロビン
ラテックス比濁法
イムノクロマト法 CLIA法 NIA法

TIA法
化学発光法

ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法

蛍光免疫法

トロポニン1 CLIA法 EIA法
化学発光法 EIA法 EIA法

トロポニンT

CRP ラテックス比
濁法

免疫比濁法 NIA法，　TIA法

LA法
ラテックス凝
集法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス凝i
集法 LIA法

LIA法，
蛍光免疫法

フェリチン ラテックス比
濁法 CLEIA法

NIA法
CLEIA法
EIA法．化学発光法

EIA法，　PCIA法，CLEIA法

ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法 EIA法

β一Lipo TIA法 ヘパリン比濁法

Lp（a） NIA法 免疫比濁法 ラテックス凝
集法

RLP－C

ApoA－1 NIA法 免疫比濁法

ApoA－II NIA法 免疫比濁法

ApoB NIA法 免疫比濁法

ApoC－II 免疫比濁法

ApoC－III 免疫比濁法

ApoE NIA法
等電点電気泳動ア
イソホーム法 免疫比濁法



60 LPL ELISA法

酸化LDL ELISA法

β2M ラテックス比
濁法 CLEIA法 NIA法

CLEIA法 PCIA法 ELISA法 ラテックス凝
集法 EIA法 EIA法

インスリン CLIA法 CLEIA法
EIA法，　PCIA法，

CLEIA法 EIA法 EIA法

C一ペプチド CLIA法 CLEIA法 EIA法 EIA法

GH EIA法 EIA法

LH CLIA法 CLEIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

FSH CLIA法 CLEIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

プロラクチン CLIA法 CLEIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

TSH CLIA法
CLEIA法
EIA法
化学発光法

CLEIA法 EIA法 EIA法

T3・T4 CLIA法 CLEIA法
EIA法 EIA法 EIA法

FT、・FT、 CLIA法
CLEIA　7去
EIA法
化学発光法

CLEIA法 EIA法 EIA法

T3U

TgAb・TPOAb CLIA法 EIA法 EIA法

抗TPO CLIA法 EIA法

インタクトPTH CLIA法 CLEIA法 EIA法 EIA法

コルチゾール CLIA法 EIA法 EIA法

カテコールアミン HPLC法

プロゲステロン CLIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

テストステロン CLIA法 EIA法 EIA法

hCG CLIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

β一hCG EIA法
化学発光法 EIA法 EIA法

E2 CLIA法 EIA法
EIA法，
蛍光免疫法

BNP イムノクロマ
ト法 EIA法 EIA法

梅毒反応 ラテックス比
濁法

EIA法，　NIA法

CLEIA法
EIA法，　RPHA法，

PCIA法，　CLEIA法
ラテックス免
疫比濁法

蛍光免疫法

クラミジア
（Ag・Ab） ELISA法

ASO ラテックス比
濁法

NIA法，　TIA法

LA法
ラテックス凝
集法

ラテックス凝
集法 LIA法

HBs（Ag・Ab） PHA法，
RPIIA法 CLIA法 EIA法

CLEIA法
EIA法，　PCIA法，

CLEIA法 EIA法 EIA法

HBe（Ag・Ab） EIA法
CLEIA法

EIA法，　PCIA法，

CLEIA法 EIA法 蛍光免疫法
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HBcAb CLIA法 EIA法
CLEIA法

EIA法，　PCIA法，

CLEIA法 EIA法 EIA法

HBclgMAb CLIA法 EIA法

HCV（Ab） CLIA法
EIA法，　PC［A法，

CLEIA法 EIA法 蛍光免疫法（Ab）

HIV（Ab） EIA法 PCIA法，
CLEIA法

IITLV－1 PCIA法，
CLEIA法

AFP CLIA法 CLEIA法
EIA法，　PCIA法，

CLEIA法
ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法 EIA法

CEA CLIA法 CLEIA法
EIA法，　PCIA法，

CLEIA法 EIA法 EIA法

HER－2／11eu CLIA法 FISH法

NSE CLEIA法

PAP EIA法 EIA法

PSA CLIA法 CLEIA法
EIA法

EIA法，　PCIA法，

CLEIA法
ラテックス免
疫比濁法 EIA法 EIA法

FPSA EIA法 EIA法 EIA法

CPSA CLIA法

CA　19－9 CLIA法 CLEIA法
EIA法，
CLEIA法 EIA法 EIA法

DU－PAN　2

CA　15－3 CLIA法 EIA法 EIA法

CA　125 CLIA法 CLEIA法 CLEIA法 EIA法 EIA法

ペプシノーゲン1

ペプシノーゲンII

RF ラテックス比
濁法

EIA法，　NIA法

CLEIA法
ラテックス凝
集法

ラテックス凝
集法 LIA法 LIA法

抗酸菌抗体

H・pylori抗体 EIA法 CLEIA法 ウレアーゼ法 ラテックス凝
集法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） MPA法 ラテックス法

MMP－3 ラテックス免
疫比濁法

アデノウィルス イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

インフルエンザ イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

ストレップA イムノクロマ
ト法

イムノクロマ
ト法

尿中レジオネラ
抗原

イムノクロマ
ト法

RSウイルス・
アデノウイルス

イムノクロマ
ト法



62 ロタウイルス・
アデノウイルス

イムノクロマ
ト法

シスタチンC EIA法

ACTH EIA法

DHEA－S EIA法

TRAb EIA法

免疫血清（3）

　　　　会社名

項目名

ニットーボー
メディカル

ニプロ フアディア 富士レビオ ミズホ
メデイー

三菱化学メディエンス ロシュ・ダイアグ

ノスティックス
和光純薬工業

IgG 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgA 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgM 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgE 免疫比濁法
（LA法） FEIA法 CLEIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法 LIA法，他2

特異IgE EIA法

C3・C4
免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

Hpt 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法

α1AG 免疫比濁法
（TIA法）

α1AT 免疫比濁法
（TIA法）

Tf 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法

ミオグロビン
ラテックス免疫比

濁法，CLEIA法
電気化学発光
法 LIA法

トロポニン1 CLEIA法

トロポニンT 電気化学発光
法 CLEIA法

CK　MB CLEIA法

CRP
免疫比濁法
（TIA法，　LA法）

ラテックス免
疫比濁法 EV－FIA法 免疫比濁法 ラテックス免疫

比濁法，他1
ラテックス凝
集法 LIA法，他1

フェリチン 免疫比濁法
（LA法） CLEIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

CLEIA法，他1

βLipo 免疫比濁法 TIA法

Lp（a） 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法

ApoA－1
免疫比濁法
（TIA法）

ApoA－II 免疫比濁法
（TIA法）
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ApoB 免疫比濁法
（TIA法） CLEIA法（48）

ApoC－II
免疫比濁法
（TIA法）

ApoC－III 免疫比濁法
（TIA法）

ApoE 免疫比濁法
（TIA法）

β2－M 免疫比濁法
（LA法） CLEIA法

ラテックス免疫
比濁法，他2

ラテックス凝
集法 CLEIA法，他1

インスリン CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法 CLEIA法，他1

C一ペプチド CLEIA法 電気化学発光
法 CLEIA法，他1

GH CLEIA法

ACTH CLEIA法
RIA法

電気化学発光
法

LH 定性，金コロイ
ドクロマト法 CLEIA法 イムノクロマ

ト法 CLEIA法 電気化学発光
法 CLEIA法

FSH CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法 CLEIA法

プロラクチン CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法 CLEIA法

TSH CLEIA法 FIA法，他1 電気化学発光
法 CLEIA法

T3・T4 CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法 CLEIA法

FT3・FT4 CLEIA法 FIA法，他1 電気化学発光
法 CLEIA法

Tg 電気化学発光
法

TgAb・TPOAb CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

抗TPO CLEIA法 電気化学発光
法

TRAb 電気化学発光
法

PTH CLEIA法

インタクトPTH 電気化学発光
法 CLEIA法

コルチゾール CLEIA法 電気化学発光
法

プロゲステロン CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

テストステロン CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

hCG 定性，金コロイ
ドクロマト法

イムノクロマ
ト法

ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

β一hCG CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

E2 CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

hPL ラテックス免疫
比濁法，他1

BNP CLEIA法



64 NT　proBNP
電気化学発光
法 CLEIA法

エストロジエン
ラテックス免疫
比濁法，他1

梅毒反応
CLEIA法，　PA法，　HA

法，イムノクロマト法
イムノクロマ
ト法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス凝
集法 LIA法，他1

クラミジア
（Ag・Ab）

DNAプロー
ブ法 EIA法

ASO 免疫比濁法
（LA法）

ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集法 LIA法

HA（Ab） CLEIA法
電気化学発光
法

HAVIgMAb CLEIA法
電気化学発光
法

HBs（Ag・Ab） CLEIA法，イ
ムノクロマト法

イムノクロマ
ト法

TR－FIA法，
他1

電気化学発光
法 CLEIA法

HBe（Ag・Ab） CLEIA法
電気化学発光
法 CLEIA法

HBcAb CLEIA法
電気化学発光
法

IIBclgMAb CLEIA法
電気化学発光
法

HBcrAg CLEIA法

HCV（Ag） ラテックス免
疫比濁法（Ab） CLEIA法

HIV PA法，イムノ
クロマト法

電気化学発光
法

ATL
CLEIA法，PA法，　WB法

AFP CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

CLEIA法，他1

AFP　L3％ LBA－EATA
法

PIVKA　II LBA　EATA
法

CEA CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

CLEIA法，他1

HER　2／neu

NSE 電気化学発光
法

CLEIA法，他1

PAP CLEIA法 CLEIA法，他1

PSA CLEIA法，
EIA法 CLEIA法 電気化学発光

法

FPSA 電気化学発光
法

CAl9－9 CLEIA法
ラテックス免
疫比濁法

電気化学発光
法 CLEIA法

DU－PAN　2 CLEIA法

CAI53 CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

CA　125 CLEIA法
電気化学発光
法 CLEIA法

CA　72－4
電気化学発光
法



CYFRA CLEIA法 電気化学発光
法

ペプシノゲン CLEIA法 CLEIA法

PCT 電気化学発光
法 CLEIA法

Pro－GRP CLEIA法 CLEIA法

RF
免疫比濁法
（TIA法，　LA法）

ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集法 LIA法

H・pylori抗体 イムノクロマ
ト法 CLEIA法

プレアルブミン 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 ラテックス凝
集法 TIA法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

磁性粒子凝集
反応，HA法

イムノクロマ
ト法

金コロイド比
色法（免疫法）

RBP 免疫比濁法
（LA法）

抗dsDNA抗体 FEIA法

抗UIRNP抗体 FEIA法

抗Sm抗体 FEIA法

抗SS－A抗体 FEIA法

抗SS－B抗体 FEIA法

抗Jo－1抗体 FEIA法

抗CENP－B抗体 FEIA法

抗Scl－70抗体 FEIA法

インフルエンザ イムノクロマ
ト法
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66 血液凝固・線溶（1）

　　　　会社名

項目名

エイアンドーアイ』

栄研化学 カイノス 協和メデックス 極東製薬工業 シスメックス 積水メディカル シーメンスHCD 日水製薬
ニットーボー
メディカル

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

APTT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

トロンボテスト 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

ヘパプラスチン
テスト

凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

プロテインC 合成基質法 合成基質法

プロテインS

ATIII LIA法 合成基質法 合成基質法 NIA法 蛍光免疫法
合成基質法TIA法

α2PI 合成基質法 合成基質法 合成基質法

PLG 合成基質法 合成基質法 NIA法
合成基質法
TIA法

FDFT LIA法 ラテックス免
疫比濁法

ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス比
濁法

蛍光免疫法

FDP－E

D－Dダイマー
ラテックス免疫比濁法

ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス比
濁法

蛍光免疫法

P－FDP ラテツクス免
疫比濁法

血漿中FDP
測定

ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス比
濁法

蛍光免疫法

Fbg 凝固時間法 LIA法 トロンビン時
間法

凝固時間法 凝固時間法 NIA法 免疫比濁法

TAT EIA法 EIA法

PIC EIA法

SF ラテックス比
濁法

第II凝固因子 凝固時間法

第V凝固因子 凝固時間法

第VII凝固因子 凝固時間法

第Vll擬固因子 凝固時間法

第IX凝固因子 凝固時間法

第X凝固因子 凝固時間法

第）q凝固因子 凝固時間法

第）ロ凝固因子 凝固時間法

第XIII凝固因子 ラテックス免
疫比濁法

合成基質法
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複合因子 凝固時間法

ヘパリン 合成基質法

F1十2 EIA法

FMC 蛍光免疫法

血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名
ニプロ

三菱化学メディエンス ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

APTT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

トロンボテスト 凝固時間法 凝固時間法

ヘパプラスチン
テスト

凝固時間法 凝固時間法

プロテインC ラテックス免
疫比濁法，他

合成基質法
凝固時間法

プロテインS ラテックス免
疫比濁法

凝固時間法

ATIII ラテックス免疫比
濁法，合成基質法 合成基質法

α2PI 合成基質法 合成基質法

PLG 合成基質法 合成基質法

FDP－T
ラテツクス免
疫比濁法

FDP－E ラテックス凝
集法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

D－Dダイマー ラテックス凝
集法

ラテックス免疫比濁法CLEIA法 ラテックス免疫凝集比濁法

P－FDP ラテックス凝
集法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

Fbg PTべ一ス法，
他1

凝固時間法 凝固時間法

TAT TR－FIA法
CLEIA法

PIC ラテックス免
疫比濁法，他

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第Vll凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第Vll擬固因子 凝固時間法 凝固時間法

第IX凝固因子 凝固時間法 凝固時間法



68 第X凝固因子 凝固時問法 凝固時間法

第XI凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第姐凝固因子 凝固時間法

第田1擬固因子 ラテックス凝
集比濁法

ラテックス免
疫比濁法

ラテツクス免
疫凝集比濁法

複合因子 凝固時間法

複合因子TT 凝固時間法

複合因子HT 凝固時間法

FMC ラテックス免
疫比濁法

ラテツクス免
疫凝集比濁法

ヘパリン 合成基質法

FDP－U ラテックス免
疫比濁法

vWF ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法
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血中薬物

　　　　会社名

項目名

アボットジャ
パン

協和メデツク
ス

シーメンスHCD
　　　　　　－1

シーメンスHCD
　　　　　　－2

積水メディカル 三菱化学
メディエンス

ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

N一アセチルプロ
カインアミド PETINIA法

FPIA法／HEIA法

アセトアミノフ
ェン

酵素加水分解法 酵素法

アミカシン KIMS法

アルベカシン FPIA法

エタノール 酵素法 酵素法 酵素法

エトスクシミド EMIT法 EMIT法
カルバマゼピン FPIA法 化学発光イム

ノアツセイ法 CLIA法 EMIT法
PETINIA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／
KIMS法 EMIT法

キニジン
FPIA法／KIMS法

ゲンタマイシン 化学発光イム
ノアッセイ法 CLIA法 EMIT法

PETINIA法
FPIA法／
KIMS法 EMIT法

サリチル酸 Trincler応用法 酵素法

シクロスポリン FPIA法
CLIA法 CLIA法 EMIT法

ACMIA法 CEDIA法 HEIA法 EMIT法
ジソピラミド EMIT法 EMIT法
ジギトキシン PETINIA法 KIMS法

ジゴキシン MEIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアッセイ法

EIA法
CLIA法 EMIT法 ラテックス免

疫比濁法
ラテックス免
疫比濁法，他1 KIMS法 EMIT法

タクロリムス CLIA法 EMIT法
ACMIA法 EMIT法

テオフィリン FPIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアツセイ法 CLIA法 EMIT法

PETINIA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／KIMS法

EMIT法
トブラマイシン CLIA法

EMIT法PETINIA法 FPIA法／HEIA法

バルプロ酸ナト
リウム

FPIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアツセイ法 CLIA法 EMIT法

PETINIA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／HEIA法

EMIT法

バンコマイシン FPIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアッセイ法 CLIA法

PETINIA法EMIT法 FPIA法／
HEIA法 EMIT法

フェニトイン FPIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアツセイ法 CLIA法 EMIT法

PETINIA法
ラテックス免
疫比濁法

ラテツクス免
疫比濁法，他1

FPIA法／KIMS法

EMIT法
フェノバルビターノレ FPIA法，CLIA法 化学発光イム

ノアッセイ法 CLIA法
EMIT法PETINIA法 ラテックス免

疫比濁法
ラテツクス免
疫比濁法，他1

FPIA法／KIMS法

EMIT法

プリミドン EMIT法 FPIA法 EMIT法
プロカインアミ
ド PETINIA法

FPIA法／HEIA法

メトトレキサー
ト FPIA法 EMIT法 EMIT法
リドカイン EMIT法

PETINIA法
FPIA法／KIMS法

EMIT法

リチウム 色素結合法 比色法



70 VB12 化学発光イム
ノアツセイ法

電気化学発光
法

葉酸 化学発光イム
ノアツセイ法

電気化学発光
法

ハロペリドール CEDIA法 金コロイド法

プロムペリドー
ル CEDIA法 金コロイド法



その他・研究用試薬

　　　　会社名

項目名
積水メディカル

遺伝子試薬 UGTIA1遺伝子多
型，インベーダー法

遺伝子試薬 HPV核酸タ
イピング

研究用試薬
CETP
アディポネクチン
UGTlA1亭27
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自動分析装置専用試薬



74 自動分析装置専用試薬（1）

栄研化学 カイノス エイアンドテ
イー

オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス 関東化学 協和メデックス 積水メディカル デンカ生研 ニットーボー
メディカル

ニプロ　　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

504X 42 13 31 3 14 4 30 19

AutoVue　Innova

VITROS　3600 34

VITROS　5600 48 52

VITROS　ECiQ 34

VITROS　FS　5．1 48 18

VITROS　350 48

AU－5400 34 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

AU－2700 34 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

AU－680 34 19 24 8 30 19

AU－640 34 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

AU－480 34 19 24 8 30 19 18 3

AU－400 34 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

TBA－60　R 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

TBA・20FR／3nFR・40FR〔2〔IR・30R） 38 16 7 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

TBA－Mシリーズ 23 1 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

TBA－80　FR（NEO） 38 17 28 14 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

TBA－200　FR 39 19 28 14 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

TBA－120　FR 39 19 28 14 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

Accute 39 17 7 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

ARCHITECT　c　8000 39 19 28 14 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28

JCA－RSシリーズ 23 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

JCA－HRシリーズ 23 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

JCA－BMシリーズ 33 27 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

コンポライズ450 28 14 33 28 18 3

日立一7050 1 5 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28



日立一7150 39 16 30 8 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

日立一7170・7170S 39 19 31 3 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

日立一7250・7350・7450 33 2 23 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 9 18 3

日立一7060・7070 39 19 33 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

日立一7020 39 18 5 24 8 30 2 37 11 30 19 33 28 18 3

日立一7600 39 19 31 3 24 8 30 2 37 11 30 19 33 P＝28
1）＝9

18 3

日立一7080 39 19 31 3 24 8 30 2 37 11 30 19 33 27 18 3

日立一7180 39 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 27 18 3

日立一7700 39 19 31 3 14 4 24 8 30 2 37 11 30 19 33 27 18 3

日立一9000シリーズ 22 30 4

LABOSPECT 30 17 21 1 14 37 11 12 20 14

COBAS　INTEGRA　800 37 11

COBAS　INTEGRA　400　plus 35 4

モジュラーアナリティクス 11 26 2

自動分析装置専用試薬（2）
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ベックマン・
コールター

　三菱化学メディエンス

ミズホメディー
ロシュ・ダイア
グノスティックス 和光純薬工業　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

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

AU－5400 31 14 18 1 27 12

AU－2700 37 8 31 14 18 1 27 12

AU－680 37 8 31 27 12

AU－640 28 9 31 14 18 1 27 12

AU－480 27 12

AU－400 28 9 31 14 18 1 27 12

TBA－60　R 31 13 18 1

TBA．20FRI30FR・40FR（20R・30R） 35 18 18 1 23 8

TBA－Mシリーズ 34 3 18 1

TBA－80　FR（NEO） 31 18 18 1 23 12

TBA－200　FR 31 18 18 1 27 12



76 TBA－120　FR 31 18 18 1 27 12

Accute 31 18 18 1 23 8

ARCHITECT　c　8000 31 18

TBA　c8000 27 12

TBA　c　16000 27 12

JCA－RSシリーズ 30 ／0 18 1

JCA－HRシリーズ 30 5 18 1

JCA－BMシリーズ 31 11 18 1 27 12

日立一7050 33 15 18 1

日立一7150 35 16 18 1 14 12

日立一7170・7170S 32 19 18 1 26 12

日立一7250・7350・7450 33 11 18 1 12 2

日立一7060・7070 32 17 18 1 24 12

日立一7020 25 12 18 1 16 1

日立一7600 36 19 18 1 27 12

口立一7080 36 18 18 1 27 12

日立一7180 36 18 18 1 27 12

日立一7700 36 19 18 1 27 12

日立一9000シリーズ 18 12 46 23

LABOSPECT 33 6 3 25 9

COBAS　INTEGRA　8〔1‖ 79

COBAS　INTEGRA　40〔｝p］us 79

コバス6000 79 53

モジュラーアナリティクス 43 53



コントロール血清



78 アルフレッサファーマ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

液状ネスコールーN 電解質，酵素，脂質，含窒素他 正常 ○ 5mL×10 14，000

液状ネスコールーA 電解質，酵素，脂質，含窒素他 異常 ○ 5mL×10 14，000

セラクリアーHEII 酵素7項目 正常・異常 ○ 正常域3mL×5
異常域3mL×5

26，000

セラクリアーLP 脂質6項目 異常 ○ 3mL×5 9，300

（株）エイアンドティー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノティク）レスオートコントロール血清（L） 免疫2項目 低値 ○ 1mL用×5 25，000

イムノティクルスオートコントロール血清（H） 免疫2項目 高値 ○ 1mL用×5 25，000

イムノティクルスオート梅毒コントロール 梅毒TP抗体 陰性・陽性 ○ 各1mL用×3 20，000

RPRコントロール 梅毒脂質抗体 陰性・陽性 ○ 各1mL用×3 20，000

コントロール血漿　レベル1 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 正常 ○ 各0．5mL用×10 12，000

コントロール血漿　レベル2 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 異常 ○ 各0，5mL用×10 12，000

コントロール血漿　レベル3 PT，　APTT，　Fib，　TB 異常 ○ 各0．5mL用×10 12，000

コアグサーチ血液凝固コントロール血漿　レベルヱ PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 正常 ○ 1mL用×10 12，000

コアグサーチ血液凝固コントロール血漿　レベル2 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 異常 ○ 1mL用×10 12，000

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
　（mZ．）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

TZセーラム‘栄研’ TTT，　ZTT 高値 ○ 3mL分×5 5，500

Auto　Control　LEVEL　I 生化学 低値 ○ 5mZ．用×10 18，000 発売元：（株）シノテスト

Auto　Control　CRP　II 生化学（CRP添加） 高値 ○ 5mL用×10 20，000 発売元：（株）シノテスト

QC－LX－1‘栄研’ 免疫16項目 低値 ○ 2mZ．分×5 25，000

QC－LX－2A‘栄研’ 免疫16項目 高値 ○ 2mZ．分×5 25，000
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QC－LX－2B‘栄研’ 免疫16項目 高値 ○ 2mL分×5 25，000

QC－LX－3‘栄研’ 腎機能マーカー5項目 尿用低値 ○ 2mL分×5 25，000

QC－LX－4‘栄研’ 腎機能マーカー5項目 尿用高値 ○ 2mL分×5 25，000

QC一β、M－L‘栄研 β2M 低値 ○ 2mL分×5 10，000

QCβ、M－H‘栄研 β2M 高値 ○ 2mL分×5 10，000

QC－BFP－L‘栄研’ 尿BFP 低値 ○ 2mL×5 10，000

QC－BFP－H‘栄研’ 尿BFP 高値 ○ 2mL×5 1〔〕，000

QC－PSA－L‘栄研’ PSA 低値 ○ 3mL×2 12，000

QC－PSA－H‘栄研’ PSA 高値 ○ 3mL×2 12，000

QC－SAA－L‘栄研’ SAA 低値 ○ 2mL分×5 10，000

QC－SAA－H‘栄研 SAA 高値 ○ 2mL分×5 10，000

QC－RE‘栄研’TypeA　Low 腫瘍関連検査群（CA19－9を除く） 低値 ○ 3mL分×6 24，000

QC－RE‘栄研’TypeA　High 腫瘍関連検査群（CA19－9を除く） 高値 ○ 3mL分×6 24，000

QGRE‘栄研’TypeB　Low 内分泌関連検査群 低値 ○ 3mL分×6 24，000

QC－RE‘栄研’TypeB　High 内分泌関連検査群 高値 ○ 3mL分×6 24，000

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

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

QC－hCG‘栄研’ hCG 低値 ○ 1mZ．分×10 20，000

QC－hPL‘栄研’ hPL 高値 ○ 1mL分×10 20，000

QC－HCVAb‘栄研 HCV－Ab 陽性 ○ 2rnZ．×5 15，000

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

H．ピロリ抗体コントロールセット‘栄研 ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 ○ 1mL分×5×2 11，000

コントロール濾紙セット栄研’ ペプシノゲン1・II，　PSA 低・中・高 ○ 3濃度各21スポット 11，000

コントロール濾紙セット‘栄研，H，ピロリ抗体 ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 ○ 2濃度各21スポット 11，000

USコントロール‘栄研’Level　I／II 尿定性 陰性／陽性 ○ 12mL分×3 15，000

USコントロール‘栄研’Level　II 尿定性 陽性 ○ 12mL分×6 15，000

ノムノピアリ　1 免疫18項目 低値 ○ 3mL×2 28，500 液状タイプ

ノムノピアリ　2 免疫18項目 高値 ○ 3mL×2 28，500 液状タイプ

Hbコントロール栄研’L 糞便中ヘモグロビン定量 低値 ○ 5m．乙×2 26，000 液状タイプ



80 Hbコントロール栄研II 糞便中ヘモグロビン定呈 高値 ○ 5mL×2 26，000 液状タイプ

東ソーコントロールセット
（インタクトPTH） インタクトPTH 低・高値 × 1mL×4 8，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロール（TPOAb） TPOAb 低・高値 × 4mZ，×4 8，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロール（TgAb） TgAb 低・高値 × 1mL×12 8，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロールC・・ペプチド） C一ペプチド 低・高値 × 2mL×4 8，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーマルチコントロール　レベル1 低値 ○ 5mL×3 23，〔｝〔｝0 製造発売元：東ソー（株）

東ソーマルチコントロール　レベル2 中値 ○ 5rnL×3 23，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーマルチコントロール　レベル3 高値 ○ 5mL×3 23，〔〕00 製造発売元：東ソー（株）

東ソーマルチコントロールセット 低・中・高値 ● 5mL×9 65，0〔〕0 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロールセット
（HBV抗体） HBV抗体 低・高値 × 4mL×4 10，〔〕00 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロールセット
（HBV抗原） HBV抗原 × 2mL×12 12，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロールセット
（心疾患） 心疾患 × 2mL×4 16，000 製造発売元：東ソー（株）

東ソーコントロールIlis His × 0．5mL×8 17，000 製造発売元：東ソー（株）

（株）カイノス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

正常・異常 ● 10mL×6 33，000

ケトン体コントt一ル1ケトン体コントt　ノレll乙ノトン体コントロ・ノし川

｝3HB，　TKB
酬高値

●
3mゐ用×6
3mゐ用×6
3mL用×6

8．〔｝｛［｛［

S，〔1川

8〔｝ω

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

「DIP＆SPIN」沈渣コントロール 尿沈渣検査用，尿定性検査用 ●
Leve　I　12〔，mL×2

Leve　2120mL×2
65，000

マルチキャリブレーター「カイノス」 CRE，　UN，　Glu，　IP，　Ca ○ 5mZ．×6 Io，ooo

血清マルチキャリブレーター「カイノス」 CRE，　UN，　UA，　IP，　Ca，　Mg，　Glu ○ 3mL×4 7，200

ライフォチェックイムノアッセイ　プラス

コントロールln［清1，　2，　3 免疫血清項目 低値・中値・高値 ○ 5mL×12 40，000

ライフォチェックイムノアッセイ　プラス

コントロールrW1清1
免疫血清項目 低値 ○ 5mL×12 40，000

ライフォチェックイムノアッセイプラス
コントロール∫nL清2

免疫血清項目 中値 ● 5mL×12 40，000

ライフォチェックイムノアッセイ　プラス

コントロール血清3
免疫血清項目 高値 ● 5mZ．×12 40，0〔｝0

酵素キャリブレーター「カイノス」 GOT，　GPT，　ALP，　CK，LDH，r－GTP他 ● 3m．L×4 14，400

チェックセラ「カイノス」 生化学項目 正常・異常 ● 51nL×10 12，500
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カルニチンコントロール カルニチン（総遊離） 正常・異常 ○ 2mL×3 12，000

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
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

トレースチェック AST・ALT・γ一GT・CK
ALP・LD・AMY（P－AMY）

レベル1
レベル2

○ 各2mL×3 21，000

トレースチェックPLUS AST・ALT・γ一GT・CK・ALP
LD・AMY（P－AMY）・ChE

レベル1
レベル2

○ 各2mL×3 24，000

L一クオリトロール 23項目 レベル1
レベル2

参考値 各3m・L×3 17，000

クオリトロールINSULIN インスリン レベル1
レベル2

参考値 各1mL×3 17，500

クオリトロールPSA PSA レベル1
レベル2

参考値 各1mL×3 42，500

クオリトロールPG PG　I，PGII レベル1
レベル2

参考値 各2mL×2 20，000

クオリトロールCK－MB（S） CK，　CK－MB 参考値 1mL×3 18，000

クオリトロールMYO ミオグロビン レベル1
レベル2

参考値 各2mL×5 20，000

協和メデックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

Accurun　9600
マルチマーカーコントロール

anti－HIV1／2，　anti－HTLV　I／II
antトHBc，　anti－HCV，　HBsAg，　TP

○ 1mL×3～5mL×3
39，000～90，000

Normalコントロール 感染症陰性コントロール × 1mL×1～3．5mL×12
5，000～5，700

HBs抗原 HBs抗原 × 5mL×1 14，000

HBs　IgG，　IgM HBsコァIgG，　IgM × 5mL×1 14，000

HBe抗原 HBe抗原 × 5mL×1 14，000

HBe抗体 HBe抗体 × 5mL×1 14，000

HAV抗体IgG，　IgM HAV　IgG
HAV　IgM

×
1m、L×1～5mL×1
1mL×1～5mL×1

4，000～16，000

5，000～20，000

HBs抗体 HBs抗体 ○ 5mL×1 14，000

Lyme病抗体IgG，　IgM Lyme病IgG
Lyme病IgM

× 1mL×1
1mL×1

5，000（lgG）

9，000（IgM）

Toxo抗体IgG，　IgM Toxo　IgG
Toxo　IgM

× 1mL×1
1mL×1

3，000（lgG）

7，000（lgM）

風しん抗体IgG，　IgM 風しんIgG
風しんIgM

× 1mL×1
1mL×1

3，000（IgG）

7，000（IgM）

CMV　IgG，　IgM CMV　IgG
CMV　IgM

× 1mL×1
1mL×1

3，000（IgG）
9，000（IgM）



82 TP（梅毒抗体） TP抗体 ○ 2mL×1～2mL×3
6，000～16，000

TP（RPR） TP（RPR） ○ 1mL×1 4，000

Accurunシリーズinfectrol HCV抗体・HBs抗原・TP抗体 ○ 3．5mL×1 A～E，5濃度別発売

Accurun遺伝子用コントロール HIV，　HCV，　HBVなど
21．00

～ 60，000

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
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

QAPトロール1X・2X 生化学用 正常・異常 × 51nL×5×2濃度 15，500

リクイチェック尿化学コントロール　レベル1・2 尿化学検査用 正常・異常 ○ 10mL分×12 22，000

ISEトロール1・X 電解質用 低値 × 3mL分×5 4，500

ISEトロールII・X 電解質用 高値 × 3mL分×5 4，500

GHbトロールD（・ID（ グリコヘモグロビン用 正常・異常 × 0．2mL分×8 16，000

グリコHbコントロール グリコヘモグロビン用 正常・異常 ○ 65mg×4×2濃度 16，000

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

HDLコントロールM HDL一コレステロール用 中値 ○ 3mL分×6 13，000

HDLコントロールH HDL一コレステロール用 高値 ○ 3mL分×6 13，000

ヴィラトロール HBs抗原，　HCV抗体，　TP抗体，　HIV
抗体，HTLV－1抗体

2濃度 × 3mL分×3×2レベル 22，500
ウイルス不活化処理済み（液状
加熱処理及びS／D処理）

ランリームコントロールA
レベル1・II

AFP，　CEA，フェリチン，　PSA 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 27，000

ランリームコントロールB
レベル1・II

IgE，　HBsAb，　HBcAb 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 18，000

ランリームコントロールC
レベル1・II

β2一マイクログロブリン，インシュリン 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 24，000

ランリームコントロールD
レベル1・II HBsAg 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 17，000

ランリームコントロールE
レベル1・II HCV－Ab 低濃度・高濃度 ○ 6mL×各1 17，000

セロトロール・D（ 免疫血清用 低濃度・高濃度
（項目により差あり）

× 2mL分×6 20，000

セロトロール・IIX 免疫血清用 低濃度・高濃度
（項目により差あり）

× 2mL分×6 20，000

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

デイドサイトロールレベル2 凝固検査用 中度異常 ○ 1mL×20 16，000

デイドサイトロールレベル3 凝固検査用 高度異常 ○ 1mL×20 20，000

コアグトロールD（・IIX 凝固検査用 正常・異常 × 1mL分×5×2 9，900
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コアグQAPコントロール 凝固検査用 正常・異常 × lmL分×5×2 9，900

（株）常光

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

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

イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　K＋，　Cl一 高，中，低 ○ 1．5mL×各3×2袋 17，000 冷凍品

透析用校正液D 透析液測定用 ○ 2mL×20 24，000 液状

積水メディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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 ○ 5m乙×10 18，000 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム 電解質・酵素・脂質・他 正常 ○ 5mL×10 18，000 Sero社製，販売：積水メディカル

パソノルムH 電解質・酵素・脂質・他 異常 ○ 5mL×10 18，000 Sero社製，販売：積水メディカル

パソノルムL 電解質・酵素・脂質・他 異常 ○ 5m、L×10 18，000 Sero社製，販売：積水メディカル

オートノルム 電解質・酵素・脂質・他 正常 ○ 10mL×6 16，100 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム・ファルマカ　レベル1 薬物血中濃度 治療域 ○ 5mL×10 20，000 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム・ファルマカ　レベル2 薬物血中濃度 中毒域 ○ 5mL×10 20，000 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム・リピッド 血清脂質 正常 ○ 3mL×12 22，000 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム・CRPコントロール CRP 異常 ○ 1mL×6×2濃度 15，000 Sero社製，販売：積水メディカル

セロノルム・マルチキャリブレーター 生化学 正常 ○ 3mL×10 12，000 Sero社製，販売：積水メディカル

コレステストコントロール1 血清脂質 正常 ○ 1mL×12 9，000 製造販売：積水メディカル

コレステストコントロール2 血清脂質 正常 ○ 1mL×12 9，000 製造販売：積水メディカル



84 （株）テクノメディカ

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

液状常用標準血清ISE㊤RS

Na，　K，　Cl 中濃度 ○ 1mL 22，000

液状常用標準血清ISE－CRS三濃度

Na，　K，　Cl 高・中・低濃度 ○ 1．5mL 30，000

デンカ生研（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状キャリブレーター 生化学項目 ○ 5mL×10

生研リキッドノーマルVプラス 生化学項目 正常 ○ 5mL×20

生研リキッドアブノーマルVプラス 生化学項目 異常 ○ 5mL×20

脂質キャリブレーターD 脂質項目 ○ 1m」L×5

脂質コントロール1 脂質項目 ○ 1mL×10

脂質コントロールII 脂質項目 ○ 1m。L×10

酵素キャリブレータープラス「生研」 酵素項目 ○ 1mL×6

酵素コントロールプラス1・2「生研」 酵素項目 ○ 1mL×3×2濃度

イムノキューセラ1－（L） 免疫血清項目 低値 ○ 3mL×5

イムノキューセラ1－（H） 免疫血清項目 高値 ○ 3mL×5

イムノキューセラII－（L） 免疫血清項目 低値 ○ 3mL×5

イムノキューセラII－（H） 免疫血清項目 高値 ○ 3mL×5

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
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

HbA1，キャリブレータセット（J） 安定型HbA1。 レベル1，2 ○ 各4mL用×5本x2種 35，000 日本糖尿病学会HbA1、標準化準拠

HbAlc 安定型HbAl。 レベル1，2 ○ 各0．5mL用×4本×2種 17，000
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日水製薬（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

L一コンセーラIEX 30項目 低値 × 5mL×40本 27，000

L一コンセーラII　EX 30項目 高値 × 5mL×40本 48，000

L一スイトロール1 35項目 低値 ○ 3mL×40本 28，000

L一スイトロールII 35項目 高値 ○ 3mL×40本 48，000

L一スイトロールIIEX 35項目 脂質高値 ○ 3mL×40本 52，800

L一トライロールEX 30項目 1・II・III ○ 3濃度各3mL×2本 16，000

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

液状イムノコンセーラII CRP，　RF，　ASO，　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4 高値 × 4mL×3本 50，400

ニットーボーメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m」し）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノクエストL－1 IgG，A，　M，C3，C4，CRP，Tf，　Hp，α1
AG，αビAT，　PerAlb，　RBP ○ 2mL×6 15，600 液状コントロール

イムノクエストレII
IgG，　A，　M，　C3，　C4，CRP，Tf，　Hp，αビ

AG，αrAT，　PerAlb，　RBP ○ 2mL×6 18，000 液状コントロール

イムノクエストRF－1 リウマチ因子 ○ 2mL×4 8，000 凍結乾燥品

イムノクエストRF－II リウマチ因子 ○ 2mL×4 12，000 凍結乾燥品

イムノクエストARC－1 CRP，　RF，　ASO ○ 2mL×4 11，000 凍結乾燥品

イムノクエストARC－II CRP，　RF，　ASO ○ 2mL×4 15，000 凍結乾燥品

イムノクエストM－1
IgG，　A，　M，　E，　C3，　C4，　RBP，　PreAlb，　Tf，αl
AT，　Hp，α‘AG，　CRP，　RF，　ASO，フェリチン，β2

M、AT川
○ 3mL×4 24，000 液状コントロール

イムノクエストM－II
IgG，　A，　M，　E．　C3，　C4，　RBP，　PreAlb，　Tf，αl

○ 3mL×4 35，000 液状コントロール

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
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リクイチェック
イムノアッセイプラスコントロール1，2，3 血中薬物濃度，ホルモン，腫瘍マーカー 低・中・高 ○ 5mL×4本×3レベル

ライフォチェック
イムノアッセイプラスコントロール1，2，3 血中薬物濃度，ホルモン，腫瘍マーカー 低・中・高 ○ 5mL×4本×3レベル



86 ラィフォチェック
イムノアッセイTMJコントu一ル

イムノアッセイプラスコントロールにCAl99，
CA125，　CAI53，シフラ，β一MGを添加 2濃度 ○ 3m五×3本×2レベル

リクイチェックスペシャル
イムノアッセイコントロールユ

Anti－Tg，　Allti　TPO，　IntactPTII等 低 ○ 5mL×6本

リクイチェックスペシャル
イムノアッセイコントロール2

Anti．Tg，　Allti　TPO，　lntactPTH等 中 ○ 5mL×6本

リクィチェックスペシャル
イムノアッセイコントロール3

AIlti－Tg，　AIlti　TPO，　IntactPTII等 高 ○ 5mL×6本

リクイチェック
腫，瘍マーカーコントロール1 CEA，　AFP，　CAI25，　CA19－9等 低 ○ 2mL×6本
リクイチェック
腫瘍マーカーコントロール2

CEA，　AFP，　CA125，　CA19－9等 r｝1
○ 2mL×6本

リクイチェック
腫瘍マーカーコントロール3 CEA，　AFP，　CA125，　CAI9－9等 高 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
腫瘍マーカープラスコントロール1 CEA，　AFP，　CA］25，　CA19－9等 低 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
腫瘍マーカープラスコントロール2 CEA，　AFP，　CAI25，　CA19．・9等 中 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
腫瘍マーカープラスコントロール3 CEA，　AFP，　CA125，　CA19－9等 「1弓 ○ 2mL×6本
リクイチェック
TD］y1　コン　ト　ローノレ1，2，3 血中薬物濃度 低・中・高 ○ 5mL×12本
ライフォ・チェック
TDMコントロール1，2，3

血1中薬物濃度 低・中・高 ○ 5mL刈本×3レベル

ライフォチェック
ドラッグフリー由1清 血中薬物検出レベル以下 ○ 1〔〕mL×12本

ライフォチェック
全11nコントロール1

シクロスポリン，鉛，赤而1球中葉酸，タ
クロリムス

低 ○ 2mL×6本

茎1‘フ託㌶， シクロスポリン，鉛，赤血球中葉酸，タ
クロリムス

中 ○ 2mL×6本

ライフォチェック
全1rlLコントロール3

シクロスボリン，鉛，赤血球中葉酸，タ
クロリムス

高 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
全rnL免疫拍1制剤コントロール1 シクロスポリン，　タクロリムス 低 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
全1n［免疫抑制剤コントロール2 シクロスポリン，タクロリムス 中 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
全lfll免疫打lj制剤コントロール3 シクロスポリン，タクロリムス やや高 ○ 2mL×6本
ライフォチェック
全［fll免疫抑制剤コントロール4 シクロスボリン，タクロリムス 高 ○ 2mL×6本
ラィフォチェック
全lln免疫抑制剤コントロール5 シクロスポリン，タクロリムス 超高 ○ 2mゐ×6本

ライフォチェック
貧巾［痂1コントロール

鉄，TIBC，　UIBC，フェリチン，トランスフェリ
ン，葉酸，ビタミンBl2，　TSH，プレアルブミン 超低濃度域 ○ 3mゐ×6本

ライフォチェック
高1』LIUdマーカーコントロール1，2，3

ACTH，アルドステロン，コルチゾー
ノレ，　レニン

3濃度 ○ 2mLX2本x3レベル

ライフォチェック
妊婦検査用コントロール AFP，　hCG，エストリオール（遊離） 3濃度 ○ 5mLx2本×3レベル

ライフォチェック
妊娠検査コントロール1，2，3 hCG等 低・中・高 ○ 5mL×4本×3レベル

リ　．キニッ　ドペノノレプ．コーノレ

（参考値付）1 生化学項目他 低 ○ 3mL×12本
リ　キッ　ド＼ノノレプ．コーノレ

（参考値付）2 生化学項目他 中 ○ 3mL×12本
リ　キツ　ドヘノノレプ・コーノレ

（参考値付）3 生化学項目他 高 ○ 3mL×12本
リキッ　ドマノレプーコーノレ

（参考値なし）1 生化学項目他 低 × ］OmL×12本
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リキッドマルチコール
（参考値なし）2 生化学項目他 中 × 10mL×12本

リキッドマルチコール
（参考値なし）3 生化学項日他 高 × 10mL×12本

ライフォチェック参考値付
生化学コントロール1

生化学項目他60項目以上 低 ○ 5mL×12本

ライフォチェック参考値付
生化学コントロール2

生化学項目他60項目以上 高 ○ 5mL×12本

ライフォチェック参考値なし
生化学コントロール15mL

生化学項目他60項目以上 低 × 5mL×25本

ライフォチェック参考値なし
生化学コントロール25mL

生化学項目他60項目以上 高 × 5mL×25本

ライフォチェック参考値なし
生化字コントロール1

生化学項目他60項目以上 低 × 10mL×50本

ライフォチェック参考値なし
生化学コントロール2

生化学項目他60項目以上 高 × 10mL×5〔〕本

リクイチェック参考値なし
生化学コントロール1

生化学項目他60項目以上 低 × 10mL×25本

リクイチェック参考値なし
生化学コントロール2

生化学項目他60項目以上 高 × 10mL×25本

リクイチェック
脂質コントロール1

脂質項目 低 ○ 3mL×6本

リクイチェック
脂質コントロール2

脂質項目 高 ○ 3mL×6本

リクイチェック
新生児検査用コントロール1

ビリルビン他 低 ○ 4mL×6本

リクイチェック
新生児検査用コントロール2

ビリルビン他 高 ○ 4mL×6本

リクイチェック
エタノール／アンモニアコントロール1 エタノール，アンモニア 低 ○ 31nL×6本

リクイチェック
エタノール／アンモニアコントロール2 エタノール，アンモニア 中 ○ 3mL×6本

リクイチェック
エタノール／アンモニアコントロール3 エタノール，アンモニア 高 ○ 3mL×6本

ライフォチェック
定童用尿コントロール1

生化学，特殊物質，内分泌，毒物等 低 ○ 10mL×12本

ライフォチェック
定量用尿コントロール2

生化学，特殊物質，内分泌，毒物等 高 ○ 10mL×12本

リクイチェック
尿化治コントロール1

尿化学検査項目 低 ○ 10mL×12本

リクイチェック
尿化学コントロール2

尿化学検査項目 高 ○ 10mL×12本

リクイチェック
クォンティファイコントロール

尿定性項目 2濃度 ○ 12mL×3本×2レベル

リクイチェック

クォンティファイプラスコントロール 尿定性項目，尿沈渣 2濃度 ○ 12mL×5本×2レベル

リクイチェック
クォンティファイ大容」：コントロール 尿定性項目 2濃度 ○ 120mL×4本

リクイチェック

クォンティファイ大容量1コントロール
尿定性項目 低 ○ 120mL×4本

リクイチェック

クォンティファイ大容量2コントロール
尿定性項目 高 ○ 120mL×4本

リクイチェック
尿検査用コントロール1，2

尿定性項目，尿沈渣 2濃度 ○ 12mL×6本×2レベル

リクイチェック
微量アルブミン用コントロール1

微量アルブミン，クレアチニン 低 ○ 10mL×12本

リクイチェック
微量アルブミン用コントロール2

微量アルブミン，クレアチニン 高 ○ 10mL×12本



88 リクイチェック

循環器疾患マーカープラスコントロール1，2，3

CK　MB　7イソザィム、高感度CRP，ジギトキシン，ホモシス千イン，ミ

オブロビン，NT　pruBNP，　CK，　トロボニシ　1，　トロポニンT 低・中・高 ● 3mL×2本×3レベノレ

リクイチェック

循環器疾患マーカープラスじrコントロール1，2，3

CK　MBアイソザイム，∴感度CRP，ジギトキシン，ホモシステイン，ミ

オグロビン，NT　pr〔〕BNP，　CK，　トロポニン1，　トロポニンT 低・中・高 ○ 3mL×2本×3レベル

リクイチェック
CK／LI）アイソザイムコントロール1 CK，　LD，　CK－MBアイソザイム等 低 ○ 1rnL×6本

リクイチェック
CK／LDアイソザイムコントロール2 CK，　LD，　CK－MBアイソザイム等 高 ○ 1mL×6本

リクイチェック
ホモシステインコントロール1，2

ホモシステイン 2濃度 ○ 1mム×3本×2レベル

リクイチェック
イムノロジーコントロール1

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 低 ● 1mL×6本

リクイチェック
イムノロジーコントロール2

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 中 ○ 1mZ．×6本

リクイチェック
イムノロジーコントロール3

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 高 ○ llnL×6本

リクイチェック
イムノロジーコントロール1　3m∫、

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 低 ● 3mL×6本

リクイチェック
イムノロジーコントロール2　3mL

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 中 ● 3mL×6本

リクイチェック
イムノロジーコントロール3　3mL

CRP，　IgG，　IgA，　IgM，免疫検査一般 庁 ○ 3mL×6本

リクイチェック
CRP高値コントロール1 CRP 低 ○ 1mL×12本

リクイチェック
CRP高値コントロール2 CRP 中 ○ 1mL×12本

リクィチェック
CRP　rI㌃イ直コン　トローノレ3 CRP 高 ○ 1mL×12本

リクイチェック
髄液コントロール1

アルブミン，グルコース，クロール，
タンパク（総）等

低 ○ 3mL×6本

リクイチェック
髄液コントロール2

アルブミン，グルコース，クロール，
タンパク（総）等

高 ● 3mL×6本

リクイチェック
リウマチ因子コントロール1 RF 低 ● 2mL×6本

リクイチェック
リウマチ因了コントロール2 RF 中 ○ 2mL×6本

リクイチェック
リウマチ因子コントロール3 RF 高 ○ 21nL×6本

リクイチェック
糖尿病検査コントロール1

ヘモグロビンA1、等 低 ○ 1mL×6本

リクイチェック
糖尿病検査コントロール2 ヘモグロビンAlc等 中 ● 1mL×6本

リクイチェック
糖尿病検杏iコントロール3

ヘモグロビンAl。等 高 ○ 1mL×6本

ライフォチェック
糖尿病検．査iコントロール1，2

ヘモグロビンA1，等 2濃度 ○ 0．5n1LX3本×2レベル

ライフォチェック
ヘモグロビンAl，リニアリティセット

ヘモグロビンA1℃ 4濃度 ○ 〔L5mL×4本

ラィフォチェック
ヘモグロビンA2コントロール1，2

ヘモグロビンA2，ヘモグロビンF，
ヘモグロビンS

2濃度 ● 11nL×2本×2レベル

ライフォチェック
凝il占1コン　トローノレ1 PT，　APTT，フィブリノーゲン等 低 ● 1mL×12本

ライフォチェック
凝固コントロール2

PT，　APTT，フィブリノーゲン等 中 ○ 1mL×12本

ライフォチェック
凝固コントロール3

PT，　APTT，フィブリノーゲン等 高 ○ lmL×12本

リクイチェック
Dダィマー検査用コントロール1 Dダィマー 低 c 1mL×6本
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リクイチェック
Dダイマー検査用コントロール2 Dダイマー 中 ● 1mL×6本

リクイチェック
Dダイマー検査用コントロール3 Dダィマー 高 ● 1mL×6本

ライフォチェック
凝固・線溶系検査用コントロール1 PT，　APTT，　TT，主な凝固因子等 低 ● 1mL×］2本

ライフォチェック
凝固・線溶系検査用コントロール2 PT，　APTT，　TT，主な凝同因子等 中 ○ 1mL×12本

ライフォチェック
凝固・線溶系検査用コントロール3 PT，　APTT，　TT，主な凝固因子等 高 ○ 1mL×12本

リクイチェック
1『1液ガスコントロール1

pCO，，　pll，　pO， 低 ● L7mL×30本
リクイチェック
lrl腋ガスコントロール2

pCO、，　pH，　pO， 中 ○ 1．7mL×30本

リクイチェック
1h液ガスコントロール3

pCO、，　pll，　pO， r∴1
○ 1．7mL×30本

ライフォチェック
内分泌コントロール1，2

エピネフリン，ドーパミン，ノルエピネフリン 2濃度 ○ 1〔｝n1LX6本×2レベル

ライフォチェック
市金属測定用尿コントロール1

微量元素，重金属 低 ○ 25mL×10本

ライフォチェック
五金属測定川尿コントロール2

微量元素，重金属 高 ○ 25mL×10本

ライフォチェック
重金属用全1血1コントロール1 カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素 低 ○ 2mL×6本

ライフォチェック
貢金属用全血コントロール2

カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素 中 ● 2mL×6本

ライフォチェック
重金属用全l／llコントロール3 カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素 高 （．）

2mL×6本

ライフォチェック
骨代謝マーカー尿コントロール

骨代謝マーカー項目 2濃度 ○ 2n／L×3本×2レベル

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスA

HBs抗原，　IIBc抗体，　HIV　1抗体，　IICV
抗体，IITLV－1抗体，CMV抗体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスB

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　1抗体，　HCV
抗体，HTLV　1抗体，CMV抗体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感．染症コントロールマルチ1クラスC

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　1抗体，　HCV
抗体，HTLV－1抗体，CMV抗体

陽1生 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスD

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　l抗体，　HCV
抗体，HTLV　l抗体，CMV机体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスE

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　1抗体，　HCV
抗体，IITLV－1抗体，CMV抗体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチエクラスF

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　1抗体，　HCV
抗体，HTLV－1抗体，CMV抗体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスG

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV　1抗体，　HCV
抗体，IITLV・1抗体，　CMV抗体

陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ1クラスII

HBs抗原，　HBc抗体，　HIV－1抗体，　HCV
抗体，HTLV－1抗体，　CMV抗体

陽性 × 5mL×］本

リクイチェック
感染症コントロールマルチIIクラスA HBs抗体，　HAV抗体 陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチIIクラスB HBs抗体，　HAV抗体 陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチIIIクラスA HBe抗体 陽性 × 5mL×1木

リクイチェック
感染症コントロールマルチIIIクラスB HBe抗体 陽1生 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチ田クラスC HBe抗体 陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールマルチIV HAV　IgM抗体 陽性 × 5mL×1本
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感染症コントロールHIV－2 HIV　2抗体 陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールマルチ陰1生 感染症項目陰性精度管理用 陰性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールToRCH

トキソプラズマIgG抗体，風疹ウイルスIgG抗
体，サイトメガロウイルスIgG抗体等 陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
感染症コントロールToRCH　IgM

トキソプラズマIgG抗体ならびにIgM抗体，風
疹ウィルスIgG抗体ならびにIgM抗体等

陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールToRCH陰性

トキソプラズマIgG抗体ならびにIgM抗体，風疹ウイル

スIgG抗体ならびにIgM抗体等陰性精度管理用 陰性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染1］1コントロールMUMZ ムンプスウイルスIgG抗体等 陽i生 × 5rnL×1本

リクイチェック
感染症コントロールSYPHILIS

梅毒トレポネーマーIgG抗体ならびに
IgM抗体，抗脂質抗体

陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールHAV－lgMクラスA HAV－lgM抗体 陽性 × 51nL×1本

リクイチェック
感染症コントロールMUMZ陰性

ムンプスゥィルスIgG抗体等陰性精度
管理用

陰1生 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールHAV－lgMクラスB HAV－IgM抗体 陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールHBc－IgM IIBc－lgM抗体 陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールHBeAG HBe抗原 陽性 × 5mL×1本
リクイチェック
感染症コントロールRPRパネル 抗脂質抗体 陽性 × 5mL×1本

リクイチェック
ToRCIIプラス陽性コントロール

トキソプラズマIgG抗体，風疹ウイルスIgG抗
体，サイトメガロウィルスIgG抗体等 陽性 ○ 3mL×3本

リクイチェック
ToRCIIプラス陰性コントロール

トキソプラズマIgG抗体，風疹ウイルスIgG抗体，サイ

トメガロウィルスIgG抗体等陰性精度管理用
陰1生 ○ 3mL×3本

リクイチェック
ToRCIIプラス弱陽性コントロール

トキソプラズマIgG抗体，風疹ウイルスIgG抗
体，サイトメガロウィルスIgG抗体等

陽1生 ○ 3mL×3本
リクイチェック

ToRCIIプラスIgM陽性コントロール
トキソプラズマIgM抗体，風疹ウイルス
IgM抗体等

陽性 ○ 2mL×3本
リクイチェック

ToRCIIプラスIgM陰性コントロール
トキソプラズマIgM抗体，風疹ウイル
スIgM抗体等陰性精度管理用

陰性 ○ 2mL×3本

バイオ・ラッドEQAS
臨床生化学プログラム（17項日）

外部精度保証プログラム付生化学コントロール

× 5mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
臨床生化学プログラム（35項目）

外部精度保証プログラム付生化学コントローノレ

× 5mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
臨床生化Zプログラム（マンスリー）

外部精度保証プログラム付生化学コントローノレ

× 5mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
TDMプログラム（12項目）

外部精度保証プログラム付TDMコン
トロール

× 5mL×12本

バイオ・ラツドEQAS
TDMプログラム（25項日）

外部杭度保証プログラム付TDMコン
トロール

× 5mL×12本
バイォ・ラッドEQAS
ヘモグロビンプログラム（マンスリー）

外部粕度保証プログラム付ヘモグロビン
コントロール

× 0．5mL×12本

バイオ・ラツドEQAS
イムノアッセイプログラム1

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 5rnL×12本

バイオ・ラッドEQAS
イムノアッセイプログラム2

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 5mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
イムノアッセイプログラム3

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 1mL×12本

バイオ・ラツドEQAS
イムノアッセイプログラム4

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 1mL×12本
バイオ・ラッドEQAS
イムノアッセイプログラム（マンスリー，17項目）

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 5mL×12本
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バイオ・ラッドEQAS
イムノアッセイプログラム（マンスリー，35項目）

外部精度保証プログラム付イムノアッセ
イコントロール

× 5mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
尿化学プログラム（12項目）

外部精度保証プログラム付尿化学コント
ローノレ

× 10mL×12本

バイオ・ラッドEQAS
尿化学プログラム（24項日）

外部精度保証プログラム付尿化学コントローノレ

× 10mL×12本

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
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

シンクロン　コントロールレベル1 生化字，血漿蛋白，TDM （低レベル） ○ 20mL×3
一 15～20℃保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

シンクロンーコントロールレベル2 生化学，血漿蛋白，TDM （中レベル） ○ 20mL×3
一 15～209C保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

シンクロン　コントロールレベル3 生化学，血漿蛋白，TDM （高レベル） ○ 20mL×3
一 15～20℃保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

Vigil　Proteinコントロールレベル1 血漿蛋白 低濃度域 ○ 5mL×4
一 15～20DC保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

Vigil　Proteinコントロールレベル2 血漿蛋白 中濃度域 ○ 5mL×4
一 15～20℃保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

Vigil　Proteil1コントロールレベル3 血漿蛋白 高濃度域 ○ 5mL×4
一 15～20℃保存．液状で凍結しません．
安定で経済的です．プラボトル入り．

Vigil　Sero｜ogyレベルC 高感度CRP用 正常域 ○ 5mL×4
2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　Serologyレベル1 CRP，　ASO，　RF測定用 低濃度域 ○ 5mL×3
2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　Serologyレベル2 CRP，　ASO，　RF測定用 中濃度域 ○ 5mL×3
2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　Serologyレベル3 CRP，　ASO，　RF測定用 高濃度域 ○ 5mL×3
2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　TDMコントロール　レベル1 ジゴキシン，てんかん薬など測定用 低濃度域 ○ 3rnL×3
2～8°Cで保存、安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　TDMコントロール　レベル2 ジゴキシン，てんかん薬など測定用 中濃度域 ○ 31nL×3
2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

VigiI　TDMコントロール　レベル3 ジゴキシン，てんかん薬など測定用 高濃度域 ○ 3mZ．×3 2～8DCで保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

AUコントロール ヒト血清べ一ス，マルチタイプ レベル1
レベル2

○ 各5mL用×6本 9，870

AUマルチキャリブレーター 5mL×20本 35，700

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

AU酵素キャリブレーター 31nL×6本 20，000

（株）ミズホメディー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

低値 ○ 51nL×6 40，000 ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール



92 リキュームコントロールレベル2 T3，　T4，　TSH等ホルモン，薬物，微
迂蛋白58成分

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

リキュームコントロールレベル3 T3，　T4，　TSH等ホルモン，薬物，微
里蛋白58成分

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

T一マーカーコントロールレベル1
AFP，　CAユ25，　CA15－3，　CA19．9
CEA，　PSA等主な腫瘍マーカー20成分

低値 ● 3mL×6 40，000 ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール

T．マーカーコントロールレベル2
AFP，　CA　125，　CA15－3，　CAI9－9

CEA，　PSA等1：な腫瘍マーカー20成分
中値 ○ 3mL×6 40，000

ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール

Tマーカーコントロールレベル3
AFP，　CA　125，　CA15－3，　CA工99
CEA，　PSA等．1：な腫瘍マーカー20成分

高値 ○ 3mL×6 4〔〕，000 ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール

三菱化学メディエンス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イアトロセーラCC　I 酵素，脂質，電解質，CRP，他 低濃度 ○ 5mZ．用×10 15，000

イアトロセーラCC　II 酵素，脂質，電解質，CRP，他 高濃度 ○ 5mZ．用×10 15，000

イアトロセーラIM　I 免疫・血泊 正常 ○ 2mL用×4 18，400

イアトロセーラIM．II 免疫・血清 異常 ○ 2mZ．用×4 18，400

イアトロセーラTIIレベル1 凝固・線溶マーカー 正常 ○ 0．5mゐ用×6 12，000

イアトロセーラTIIレベルII 凝固・線溶マーカー 異常 ○ 0．5mL用×6 12，000

CON6 ホルモン，他 低・中・高濃度 ○ 6mL×2×3濃度 20，000 米国・SIEMENS社製

ヒーモスアイエルノーマルコントロール 凝固時間項口 正常 ○ 1mL用×10 16，400

ヒーモスアイエル
ローアブノーマルコントロール 凝固時間項目 異常 ○ 1mL用×10 19，400

ヒーモスアイエル
ハイアブノーマルコントロール 凝固時間項目 異常 ○ 1mL用×10 19，400

ヒーモスアイエル
低フィブリノゲンコントロール血漿

フィブリノゲン 異常 ○ lmL用×10 19，400

ヒーモスアイエル
スペシャルテストコントロールレベル2

凝固因子，AT，　PC，　PS，　VWF，他 異常 ○ lmL用×10 42，000

生化学マルチキャリブレーター 生化学項目 ○ 2mL×6

脂質キャリブレーター「ヤトロン」 脂質項目 ○ 3mZ．用×6

酵素キャリブレータープラス
「ヤトロン1

酵素項目 ○ lm∫．×6

酵素コントロールプラス1・2
「ヤトロン」 酵素項目 ○ 1mL×3×6濃度

CKMBコントロール CK，　CK．MB ○ llnL用×3×2濃度

CKMBキャリブレーター CK，　CK－MB ○ 1mL用×6

パスファーストBNPコントロール
（補充川） BNP 低・高濃度 ○ 各lmL用×2濃

度×2本
9，200

パスファーストHCGコントロール
（補充川） HCG 低・高濃度 ○ 各lm乙用×2濃

度×2本
10，00f）



和光純薬工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m、L）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状コントロール血清1ワコー 生化学 正常 ○ 5mL×10 14，000

液状コントロール血清IIワコー 生化学 異常 ○ 5mL×10 14，000

液状コントロール血清1ワコーC＆C 生化学 正常 ○ 5mL×10 15，000 CRP添加
液状コントロール血清IIワコーC＆C 生化学 異常 ○ 5mL×10 17，000 CRP添加

コントロール血清1ワコー／BR 生化学 正常 ○ 5mL用×10 13，000

コントロール血清IIワコー／BR 生化学 異常 ○ 5m、L用×10 13，000

LYPHOCHEK－IAプラス ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物 3濃度 ○ 5mL用×4×3 40，000

LYPHOCHEK腫瘍マーカー
コントロールレベル1

腫瘍マーカー 1濃度 ○ 2mL用×6 35，000

LYPHOCHEK腫瘍マーカー
コントロールレベル2

腫瘍マーカー 1濃度 ○ 2mL用×6 35，000

LYPHOCHEK腫瘍マーカー
コントロールレベル3

腫瘍マーカー 1濃度 ○ 2mL用×6 48，000

免疫コントロール1ワコー 血漿蛋白 正常 ○ 2mL×4 28，000

免疫コントロールIIワコー 血漿蛋白 異常 ○ 2mL×4 28，000

ドライヘマト
血液凝固コントロール血漿レベル1 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 正常 ○ 0．5mL用×10 12，000

ドライヘマト
血液凝固コントロール血漿レベル2 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 中等度異常 ○ 0．5mL用×10 12，000

ドライヘマト
血液凝固コントロール血漿レベル3 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 高等度異常 ○ 0．5mL用×10 12，000

LYPHOCHEK
定量用尿コントロールノーマル（1） 尿 正常 ○ 10mL用×12 21，600

LYPHOCHEK
定量用尿コントロールアブノーマル② 尿 異常 ○ 10mL用×12 21，600
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アークレイ株式会社
〒604－8153京都市中京区烏丸四条上ル箏町689京都御幸ビルIOF

設立年月日 昭和38年9月26日

資　本　金

代表者名 土井　茂

従業員数 1，334名

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

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

TEL：0748－86－6833㈹　　FAX　O748－86－6898

研究所所在地 〒601－8045　京都市南区東九条西明田町57

TEL：0756725311㈹
商品間合せ先 アークレイマーケティング株式会社　営業統括本部

TEL：050　5527　7700　　FAX　O3　3358…8536

〔展示主要商品〕

グリコヘモグロビン／グルコース分析装置／アダムスTMハイブリッドAH－8280

グリコヘモグロビン分析装置／アダムスTMAlc　HA－8180

全自動尿分析装置オーションマックスTMAX－4030

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム
・ オーションアイキューTM　IQ－5210　　・オーションマックスTM

・ オーションイレブンTM　　AE－4020　・ポケットケムTMUA

O糖尿病検査システム
・ アダムスTMハイブリッド　AH－8280　・アダムスTMAlc

・ アダムスTMグルコース　　GA－－1152　・アダムスTMグルコース

○簡易検査システム
・ スポットケムTMIL
・ スポットケム　Dコンセプト「］t

・ ポケットケムTMBA

O浸透圧検査システム

○遺伝子検査システム

AX－4030

PU－4010

HA－8180

GA－1171

SL－4720

SD－9810，　SD－3810，　SD－4810，　SD－4820

PA－4140他
・ オズモステーションTMOM－6060
・ アイデンシーTM　IS－5310

S麟｝瓢；atbnアイ・エル・ジャパン株式会社

〒105－0013東京都港区浜松町2－2－15浜松町ゼネラルビル

設立年月日 平成14年7月22日

資　本　金 9，000万円

代表者名 サンティアゴ　ラモス

従業員数
E－ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．iLjapan／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 クリティカルケア

TEL　O3　3437　6350　　FAX　O3－3437－6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEMプレミア4000，　GEMプレミア3500，　GEMプレミア3000

特長：一体型カートリッジによって個別の消耗品の交換が不要，電極及び

流体系に触れることなくカートリッジ交換（3週／4週／30日に1回）だ

けのメンテナンスフリーを実現。さらにiQM（自動品質保証システム）

による自動システム管理・精度管理（電位差チェック等によってエラー検

知及び是正処置や品質管理）を自動的に行い，精度管理や記録レポートの

作成も自動で行い常に正しいデータの提供を可能にしました。

　血液ガス，電解質，グルコース，ラクテート及びCO－OXまで臨床検査

の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

・ チケットプリンター
・ 精度管理溶液
・ 測定用カートリッジ
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アイエスケー株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒lI3－0034東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日 昭和37年7月5日

資　本　金 2，000万円

代表者名　’　中島洋一

従業員数’25名
E　mall yes＠isk－tokyo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．isk－tokyo．co．jp

工場所在地 〒120－0003　足立区東和3　5－4

TEL：03　3620　1003

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 営業部

TEL：03－3812・一一〇191 FAX　O3　3812　9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA－Neo　・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in　vivoにより近い条件下で測定で

きます。●全血O．8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータ

から閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・ 看護用品

・ 介護用品

・ 集団検診用品

・ 臨床検査機器・用品

le 株式会社アイディエス
〒861－8038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 338名

E－－maIl ids＠idsma．com
URL（ホームページ） http：／／www．idsma．com

工場所在地 〒861－8038　熊本市長嶺東8　14－30

TEL　O96－380－4225

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〕

自動分注装置／検体搬送システム

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓

抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システム

ユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体搬送システム
・ 個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。

●自動分注装置
・ 従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース分注装置。

●分注チップ整列装置　AT－4000シリーズ
・ 検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。

●サンプルチューブ整列装置　ATF3000シリーズ
・ 検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。

●採血管ナンバリング装置　SNSシリーズ・検体受付業務を自動化する装置。

●検体自走車・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。

●自動開栓装置　ACOシリーズ・TSDシリーズ

　・検体受付業務と検体の開栓を自動化する装置。

●仕分装置・検体仕分業務を自動化する装置。
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一 SENS，　lnc．

465－14Wolgye－dong，　Nowon－gu　Seou川39－845，　Korea

設立年月日 May　4，2000

資　本　金 About　USD　15ユM

代表者名 Dr．　Geun　Sig　Cha

従業員数 290（December　2009）

E－mail admin＠i－sens．com

URL（ホームページ） http：／／www．i－sens．com／

工場所在地 1642－9　Donghwa－ri，　Munmak－eup，　Wonju－si，　Gangwon－do，　Korea

TEL
研究所所在地 465－6　Wolgye－dong，　Nowon－gu，　Seoul　139－845，　Korea

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL：十82－2－916－6191　FAX　十82－2－942－2514

〔展示主要商品〕

Electrolyte　Analyzer（i－Smart　30）

特長：1．High　portability：easy　to　carry　between　different　laboratories

　　　　and　locations

　　　2．Compact　design：easy　to　fit　in　small　or　jam－packed　labora－

　　　　tories

　　　3．Convenient　cartridge－type　reagent：sensors　and　all　consuma・

　　　　ble　parts　are　enclosed　within　a　cartridge

　　　4．Easy　maintenance　by　integrated　cartridge　eliminates　time　and

　　　　labor　required　for　replacing　reagents

〔取扱い商品〕

1．Self　Monitoring　Blood　Glucose　System：CareSens　POP，　CareSens　II，

　CareSens　N，　and　No　coding　1

2．Electrolyte　Analyzer：i－Smart　30

アイテック阪急阪神株式会社
　　　　　　　　　　　　〒553－OOOl大阪市福島区海老江r－1－31

設立年月日 昭和62年7月1日

資　本　　金 2億円

代表者名 浜田真希男

従業員数 650名（2008年4月現在）

E－ma　　l melas－info＠itec．hankyu－hanshin．co．jp

URL（ホームページ） http／／itec．hankyu－hanshin．co．jp／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品問合せ先 担当部門 医療事業本部

TEL：大阪：066456－5223／東京：03－3798－1011
FAX：大阪：06－6456　5252／東京：03－3798－1028

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS－i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，

長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライ

アント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS－i」

　・検体検査システム

　・微生物検査システム

　・輸血管理システム

　・生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」

■検査結果Web参照システム

■総合健康管理システム「TOHMAS－i」

■健康増進支援システム「ToHMAs－i　Followup」

■感染制御支援システム「ICT　Mate」
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g4K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　mall info＠asiakizai．co．jp．

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

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　O42－728　0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

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

○オートクレープ滅菌処理用バッグ

○病理用包埋カセット

○試験管立・サンプルカップ立

メ触6品も旨α味の素株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒104－8315東京都中央区京橋1－15－1

設立年月日 1925年5月20日

資　本　金 798億6，300万円

代表者名 伊藤　雅俊（7月より）

従業員数 3，733名

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

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒210－8681川崎市川崎区鈴木町1－1

TEL：044　244　4428　　FAX　O44－211　7609

商品間合せ先 担当部門 分析基盤研究グループ

TEL　O44－－244－4428　　FAX　O44－211－7609

〔展示主要商品〕

キューブクーラー・CUBE－T20型

特長：採血した血液を速やかに冷却し，長時間保冷できる装置です。血糖

値，アンモニアなど，不安定な検査項目の測定に有効です。
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日瀦あ情禰ζ襟糀〕
　　　　　〒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 平成15年2月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，600万円

代表者名 池田　勲夫

従業員数 2，200名

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

松戸事業所所在地 〒270－2214松戸市松飛台278

TEL：047－385－2211

研究所所在地 〒

TEL
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アナライザーi2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。

］時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど

多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYMアナライザー」「ARCHITECTアナライザー

　i2000」「ARCHITECTアナライザーi2000SR」「IMxアナライザー」

　「ARCHITECTアナライザーilOOOSR」「TDx　FLxアナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：

　（1）セルダインSAPPHIRE　（2）セルダイン3700　（3）セルダイン3200

　（4）セルダイン1800　（5）セルダインSMS　（6）セルダインRUBY

■簡易測定シリーズ：エクシード（血糖自己測定器），プレシジョンPCx

　（血糖自己測定器）

■遺伝子検査用（研究用を含む）：リアルタイムPCR測定装置「Abbott

　m2000rtアナライザー」，「Abbott　m2000sp自動核酸抽出装置」，リア

　ルタイムPCR試薬「アキュジーン⑯jシリーズ，「パスビジョン⑭HER

　－2DNAプローブキット」，　VysisTMDNA　FISHプローブ，　HLA　SBT

　タイピング試薬

アルフレッサファーマ株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒540－8575大阪市中央区石町2－2－9

設立年月日 昭和14年12月24日

資　　本　　金　．　10億円

代表者名 久禮　哲郎

従業員数 663名

E　mail info＠alfresa－pharma．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．alfresa－pharma．co．jp／

工場所在地 〒709－4321　岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868…38－5341

研究所所在地 〒567－0806茨木市庄2　24　3

TEL：072　622　4941　　FAX　O72－624　5320

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部

TEL　O6　6941　0308　　FAX　O6－6941　4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置　ヘモテクトNS－Plus　C

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　○生化学検査用

　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品

　○免疫血清検査用

　○免疫学的便潜血用

　OPOCT試薬：感染症関連製品，尿中HCG，破水診断キット
　○血液検査用：血色素検査用製品

　○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品

　○臨床検査機械・器具器材

　○ヘモテクト

　○フィンピペットシステム
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AしOKAアロ力株式会社
〒181－8622三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　金 64億6，500万円（2009年3月31日現在）

代表者名 取締役社長　吉住　実

従業員数 1，024名（2009年3月31日現在）

E　ma11 cle－sle2＠aloka．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．aloka．co．jp

工場所在地 〒198－8577青梅市今井3－7－19

TEL：0428　32　3111

研究所所在地 〒198－8577青梅市今井3　7　19

TEL　O428　32　3111

商品問合せ先 担当部門 医用分析システム営業部

TEL：0422　45　5502　　FAX　O422－45－7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処

理工程を自動化する装置です。

　「検体前処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，

施設規模に柔軟に対応できます。

　「検体前処理分注装置1は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，

小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することによ

り，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗髭症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バ

イオ関連装置

■B■】，株式会社医学生物学研究所

　〒460－0002名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 22億2，860万円

代表者名 西田克彦

従業員数 235名（2010年3月現在）

E－mall info＠mbl．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．mbl．co．jp

工場所在地 〒396－0002：伊那市手良沢岡1063－103

TEL：0265－76－1777

研究所所在地 〒396－0002’伊那市手良沢岡1063－103

TEL：0265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：052－971－2083 FAX　O52－971－2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体，

lgG－RF），抗皮膚抗体検査試薬（抗Dsg1抗体，抗Dsg3抗体，抗BP180

抗体，抗BP230抗体），腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，　BCA225，

NMP22，　FLC），　IgGサブクラス測定試薬，　ELISA／IFA全自動分析装置

（Quad－MACS），全自動化学発光免疫測定装置（CL－JACK　RK）

〔取扱い商品〕

機器・細胞診用機器　・TACASシステム
・ ELISA／IFA全自動分析装置　Quad－MACS，　AP22　Speedy　IF
・ 全自動化学発光免疫装置　CL－JACK
臨床検査試薬　・IF法ANA，抗DNA，　AMA／ASMA，　ANCA

・ ELISA法：ANA，　CCP抗体，　ds／ssDNA抗体，　ENA抗体，セントロメア抗体，ミトコ
　ンドリアM2抗体，　LKM－1抗体，カルジオリピン抗体，　IgG－RF，　Tg抗体，　TPO抗体，

　MPO－ANCA，　PR3－ANCA，　Dsg1抗体，　Dsg3抗体，　BP180抗体

感染症関連検査試薬
・ 各種EBV抗体，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体
腫瘍マーカー測定試薬

・ p53抗体，　BCA225，　NMP22，　FLC
ART関連検査試薬

・ 抗ミュラー管ホルモン（AMH／MIS）
遺伝子関連測定試薬

・ HLA，　HPA，　HBV，パルボウィルスB19遺伝子
・ 細胞診用試薬，病理染色用抗体，フローサイトメトリー用抗体など各種
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株式会社ウエルコ
〒183－0034府中市住吉町3－3－1

設立年月日 昭和46年4月

資　本　金 4，000万円（2010年6月1日現在）

代表者名 代表取締役社長　今　幸男

従業員数 50名（2010年6月現在）

E－mail sares＠welco－web．co．jp

URL（ホームページ）　．　http：／／www．welco－web．co．jp

本社工場所在地 〒183－0034府中市住吉町3　3　1

TEL：042　333－7311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先’　担当部門 営業部

TEL　O42　333　7311　　FAX　O42　333　7313

〔展示主要商品〕

装置　チューブポンプ　及び　関連装置

特長：ウエルコは薬液供給用チューブポンプの開発，製造を1991年より開

始し，現在　医療分析，化学，印刷，洗浄等の幅広い分野へ「WPX1シ

リーズ」「WP1000シリーズ」を提供し，海外も含めて多くのユーザーよ

り高い評価をいただいております。

今後はより小型な超小型高性能チューブポンプ「WPMシリーズ」の展開

や従来品の改良等で多様なニーズへ対応します。

G）　YS，9LiA∈しG　A
SOtutions＆Technelogles

　　　　　　　ヴェオリア・ウォーター・
　　　　　　　ソリューション＆テクノロジー
　　　　　　　株式会社

〒108－0022東京都港区海岸3－20－20

設立年月日 2001年8月31日

資　本　金 1億円

代表者名 ホイル・べ

従業員数 35名

E－mail info＠elgalabwater．com
URL（ホームページ） http：／／www．elgalabwater．com

工場所在地 Lane　End　Industrial　Park　High　Wycombe，　HPI43BY，　UK

TEL：十441494887500
研究所所在地 Lane　End　Industrial　Park　High　Wycombe，　HP143BY，　UK

TEL：十441494887500　FAX　十441494887505
商品間合せ先 担当部門 エルガ・ラボウォーター事業部

TEL　O90－8010－2064　FAX　O3－5441－7071

〔展示主要商品〕

純水製造装置／MEDlCA（メディカ）

特長：臨床検査用自動分析機専用の純水装置として最適な機能を搭載。分

析機の機種ごとに異なる純水使用量に対応し，7／～2001／時まで3シリー

ズを用意し，複数機による検査システムにも完全対応。

〔取扱い商品〕

臨床検査分析機専用純水装置　MEDICAシリーズ

MEDICA－R，　MEDICA－D：
純水製造能力7／，151／時のタイプで小型の分析機に最適な装置です。L字

型タンクを用いて省スペースを実現。卓上で使用できます。－Dタイプは

脱ガス機能付きです。

MEDICA　Pro：
純水製造量301，601，120／の3タイプで毎分41の給水能力があります。

80cm×80cm×40cmのコンパクトボディに501の貯水タンクを内蔵し，

省スペースを実現しました。

MEDICA－R　200：

純水製造量2001／時，毎分20／の給水能力があります。3501タンクを内蔵

しても，180cm×80cm×90cmのスリムボディです。
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エア・ブラウン株式会社
　　　　　〒｜04－0061東京都中央区銀座7－13－8 第2丸高ビル

設立年月日 昭和45年4月

資　本　金 5，000万円（2010年4月1日現在）

代表者名 代表取締役社長　安田　隆

従業員数 76名（2010年4月現在）

E－mail a－r＠arbrown．com

URL（ホームページ） http：／／www．arb－ls．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 東京　ライフサイエンス部

TEL：03－3545－5720　　FAX　O3－3543－8865

担当部門 大阪　ライフサイエンス部

TEL：06－6282－4004　　FAX　O6－6282－4005

〔展示主要商品〕

①白血球用オートセルカウンター

②母乳成分分析装置　“Miris”

“

ADAM－rWBC”

特長：①簡単・ローコストで血液中の白血球数をカウントします。ディス

ポーザブルチップを使用し，細胞の核をPI（Propidium　Iodide）で染色

し，短時間でカウントを行います。

②少量のサンプル量で簡単にローコストで母乳成分の分析が行えます。測

定内容：脂質，タンパク，ラクトース，熱量，乾燥重量

サンプル量：＞3ml

計測方法：赤外線分光計

〔その他取扱い商品〕

弊社は医療・バイオ分野においてユニークで最先端の製品を手がけている

輸入商社になります。今回はディスポーザブルの血球計算板・母乳成分分

析装置・白血球用オートセルカウンターなど展示しております。

株式会社工イアンドティー

〒221－0056横浜市神奈川区金港町2－6　横浜プラザビル

設立年月日 1978年5月25日

資　本　金 5億7，761万円

代表者名 代表取締役社長　礒村　健二

従業員数 374名

E－mai1
URL（ホームページ） http：／／www．aandt．co．jp／

工場所在地 〒023－1101　奥州市江刺区岩谷堂字松長根63　2

TEL：0197　35－OOO5

研究所所在地 〒252－0816藤沢市遠藤2023－1

TEL：0466－86－8660

商品間合せ先 担当部門 営業ユニット

TEL：045－440－5812　　FAX　O45－440－5820

〔展示主要商品〕

臨床検査情報システム／CLINlLAN

検体検査自動化システム／CLlNlLOG

〔取扱い商品〕

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

検体検査自動化システム　　：CLINILOG

分析前工程統合管理モジュール　：MPAM

電解質分析装置　　　　　　：EAO7

グルコース分析装置　　　　：GAO5，　GAO811

血液凝固分析装置　　　　　：CGO2，　CG101

血球計数装置　　　　　　　：MYTHIC18（J），　MYTHIC220T（J），

　　　　　　　　　　　　　　MYTHIC22CT（J）

臨床検査試薬　　　　　　　　：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬

血液凝固分析装置専用試薬　：ドライヘマト
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　　　　　　　〒llO－8408東京都台東区台東4－19－9山ロビル7

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　金 68億9，773万円

代表者名 代表執行役社長　寺本　哲也

従業員数 633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　下都賀郡野木町野木143

TEL：0280－－56　－1221　　FAX：0280－56　0443

研究所所在地 〒329－0114　下都賀郡野木町野木143

TEL：0280　56　1221　　FAX　O280　56　0443

商品間合せ先 担当部門 営業管理室

TEL：03－5846　3261　　FAX　O3－一一　5846　3273

〔展示主要商品〕

新型フローセル採用　全自動尿分析装置／US－3100R　plus

特長：高度な画像解析能力をべ一スに10％超の処理能力拡大で大量検体へ

の対応もパワーアップした全自動尿分析装置です。①276検体／時間の高

速処理能力　②新型フローセル採用　③2タイプの試験紙でランダム測定

可能④最低必要量が1mLの微量検体測定⑤健診最適なモード設定
⑥尿中有形成分分析装置と搬送接続可能

移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置／ocセンサーio

特長：小さくてもフルオートの便潜血測定装置です。①88検体／時間のサ

イズを超える処理能力　②測定中でも検体ラック，反応セルが追加可能

③バーコードリーダーによる検体管理を採用　④安全性から廃棄まで国際

基準に準拠

品質の向上を重ねて　便潜血測定装置／OCセンサーDlANA

特長：高性能のままコンパクト。省力化とサイズダウンを同時に実現しま

した。①280検体／時間の高速連続測定　②試薬バーコード登録による検

量線管理機能　③検量線は希釈から測定までフルオート，さらにリトライ

モード搭載　④検査効率を高める分析中追加・緊急割込機能　⑤分析中の

精度管理確認も可能⑥インターロック機能採用

歴晃嫌鷲驚l！㌃蕊
設立年月日 平成16年4月

資　本　金 1，300万円

代表者名 棚田　誠

従業員数 15名

E－－mall tanada＠excel－creates．jp

URL（ホームページ） http：／／www．excel℃reatesjp

工場所在地 〒542－0061大阪市中央区安堂寺町2－－3　5

TEL：06　6766　2202

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL：06　6766　2202　　FAX　O6－6766　2201

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／FORZ

特長：検体検査データ・健診データ・画像データを1台のPCで管理で

き，検索することができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム

健診システム

画像ファイリングシステム

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

設立年月日 1983年5月20日

資　本　金 40億円

代表者名 平野　精一

従業員数 1，553名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 インフォメーションセンター

TEL：050－3155－7020

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM－L90

特長：TM－L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150

mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷

でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタで

す。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッタ

ー で様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用力ラーインクジェットプリンター／TM－C3400

特長：TM－C3400は横幅25．5cmの小型業務用インクジェットプリンタ

ー。ロール紙・ファンフォールド紙に対応し様々な用途でお使い頂けま

す。最大92mm／秒の高速印刷で，様々な情報をラベルに出力する事が可

能です。また，顔料インクを採用し耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるた

めに，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライ

バやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・ サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリン

タ各種・ドットインパクトプリンタ各種

哩難工ル・エム・］ニス
〒ll3－0033東京都文京区本郷3－6－7田中ビル

設立年月日 1985年12月

資　本　金 2億9，800万円

代表者名 朝比奈　幸一郎

従業員数 126名

E　mall info＠lms．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．lms．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 DS事業部

TEL　O3　5802．－2741 FAX　O3－5802　2773

〔展示主要商品〕

血小板凝集能測定装置／ヘマトレーサー一・712

特長：・2濃度解析法によって低コストで高精度なデータが得られます。
・ 「正常・異常判定モード」と「薬効判定モード」を搭載し，それぞれ測

定結果を9クラスに分類します。

〔取扱い商品〕

・ 血小板凝集能測定装置（ヘマトレーサーシリーズ）

・ 血液凝固測定装置（KCシリーズ）
・ 赤血球沈降速度測定装置（ベスマティックシリーズ）

・ 血小板凝集能関連試薬
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株式会社エンプラス
〒332－0034川口市並木2－30－1

設立年月日 昭和37年2月21日

資　本　金 80億8045万円（2010年3月31日現在）

代表者名 取締役社長　横田　大輔

従業員数 300名（平成2010年3月現在）

E－mall bio－sales＠enplas．com

URL（ホームページ） http：／／www．enplas．co．jp／

工場所在地 〒322－0014：鹿沼市さつき町7番2

TEL：0289－72　0600

研究所所在地 〒

TEL
商品問合せ先 担当部門 開発本部開発企画部

TEL　O48－256－8593　　FAX　O48－256－8706

〔展示主要商品〕

マイクロ流路チップ・バイオチップ・その他樹脂製精密部品

特長：当社は精密樹脂加工のスペシャリストとして，最先端の加工技術と

高品質の製品供給体制を築いてまいりました。

バイオ分野におきましては，臨床検査用のプラスチック製マイクロ流路チ

ップの量産を行っており，その生産技術・品質保証技術を高く評価いただ

いております。

設計→試作→量産，品質保証　を一貫体制で対応することにより，お

客様の製品開発をトータルサポートいたします。

〔取扱い商品〕

マイクロ流路チップ

他精密樹脂部品（ギア，回折格子，半導体テストソケット，LED用レン

ズなど）

Ortho　Clinical　Diagnostics

平…｛＝；ζ5東京都千代田区西，申田3－5－2

設立年月日 1981年3月

資　本　金 10億円

代表者名．日色保
従業員数 219名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．orthoclinical．com／ja

工場所在地
研究所所在地

商品間合せ先 担当部門　お客様サポートセンターTEL：0120－03－6527

〔展示主要商品〕

ビトロス⑭5600，ビトロス3600，

イノーバ，BTDX

ビトロス5，1FS，オーソ⑧オートビュー⑧

〔取扱い商品〕

全自動免疫生化学統合システム：ビトロス5600

全自動化学発光免疫測定システム：ビトロス3600，ECiQ／化学発光の全

自動測定機器で，心疾患，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で

使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付き，検査室のあらゆる省力

化を可能。検体，発光試薬等の分注量，発光量など監視し，品質の高い検

査結果報告を保証するインテリチェック機能採用。

全自動臨床化学分析装置：ビトロス5，1FS／多層フィルム式ドライケミス

トリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハ

イブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA1，等が測

定可能。

感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，お客

様のニーズに対応。

全自動輸血検査システムニオーソ⑪オートビュー⑧イノーバ／日本語ソフ

トによる簡単操作を実現したWalkAway全自動輸血検査システム。
ABO式，　Rh式血液型，不規則抗体スクリーニング，交差適合試験等を
測定。
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’株式会社オネスト
　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷4－9－25真成館ビル4F

設立年月日 平成2年3月1日

資　本　金 7，000万円

代表者名 代表取締役　本間大二郎

従業員数 264名

E－mail info＠honest．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．honest．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 医療システム部

TEL：03－5689－5903　　FAX　O3－5689－5993

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー，感染管理支援システム／lCTweb

特長：ハートレーは，電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検

体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，各種アラート機能も

充実させ，効率化と臨床サービスの向上をサポートします。

ICTwebは，微生物検査システム「アスティ」の検査データを基本とし

て，投薬情報，バイタル情報，転科転棟情報，治療経過などを一元管理

し，院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに，日々のラウ

ンド情報を取込み，時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支

援するシステムです。

〔取扱い商品〕

HONESTメディカルシステムシリーズ
①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」

②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」

③微生物総合管理システム「ASTY／アスティ」

④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」

⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」

⑥病理部門総合管理システム

株式会社オービーシスァム
　　　〒541－0046大阪市中央区平野町2－3－7　アーバンエース北浜ビル

設立年月日 昭和47年8月25日

資　本　金 7，475万円（2010年4月1日現在）

代表者名 代表取締役　山田　孝

従業員数 380名（2010年4月現在）

E－mail clip＠obs．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．obs．co．jp

東京本社 〒140－OOO4　東京都品川区南品川2－2－13　南品川JNビル

TEL：03－3471－9878　　FAX：03－3471－9860

九州オフィス 〒812－0054：福岡市東区馬出1　－13－8　ソフネット県庁ロビル

TEL：092－643－2338　　FAX：092－643－7288
上海欧比●思晟峰●件有限公司 〒62455966：上海市寧夏路777号4階

TEL：86十21－62455966

商品間合せ先 担当部門 第2事業部第3本部営業グループ

TEL：06－6228－3418　　FAX：06－6228－3423

〔展示主要商品〕

臨床検査システムCLIP／CLIP－Pth／CLIP－Bct／CLIP－Web／

健診システムMEX－Plus⑧

特長：25年間のノウハウを凝縮しながらバージョンアップを重ねパッケー

ジ化したシステムです。全国でのシリーズ納入実績は250施設を数えます。

各検体分析装置はもちろん電子カルテシステム，オーダリングシステムや

採血管準備システムなど関連システムとスムーズに連携ができ，施設内の

情報連携の重要な役割を果たすことができます。また，ご施設様でシステ

ムメンテナンスを行えるので時間およびコストを大幅に削減できます。

〔取扱い商品〕

・ 臨床検査システム　CLIP
・ Web参照システム　CLIP－Web
・ 病理検査支援システム　CLIP－Pth
・ 細菌検査支援システム　CLIP－Bct
・ 総合健康診断支援システム　MEX－Plus⑪



108

オリンパス株式会社
　　　　　　　　　　　　〒163－0914東京都新宿区西新宿2－3－1

設立年月日 1919年10月12日

資　本　金 483億3，200万円（2009年3月31口現在）

代表者名 取締役社長　菊川　剛

従業員数 連結　36，503名（2009年3月31日現在）

E－mall kaori　yamada＠ot．olympus．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．01ympus．co．jp／jp／lisg／bio－micro／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 ライフサイエンス国内営業部　東京営業

TEL　O3　6901　4040　　FAX　O3　6901－4911

〔展示主要商品〕

システム顕微鏡　BX3シリーズ

顕微鏡用デジタルカメラ

特長：検査の現場で快適性と効率性の大幅アップ！無駄な作業を削減した

新しい顕微鏡BX3シリーズ。

高精細，高感度画像の高速取り込みを実現した1280万画素の顕微鏡用最高

級デジタルカメラ

〔取扱い商品〕

共焦点レーザー走査型顕微鏡，インキュベーター顕微鏡，バーチャルスラ

イドシステム，一分子蛍光分析システムなど

内視鏡ビデオスコープ，デジタルー眼カメラ，ICレコーダーなど

匿憂劃オルカノ株式会社
Eco［09ica］ly　Clean

ORGANO 〒136－8631東京都江東区新砂1－2－8

設立年月口 昭和21年5月1日

資　本　金 82億2，549万円

代表者名 代表取締役社長兼CEO　橋本喜代志

従業員数 699名

E　ma　　l kiki－1＠organo．co．jp

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

工場所在地 つくば工場

〒300－2646　つくば市緑ヶ原2　3

TEL　O298－47　8381

いわき工場

〒970－1144　いわき市好間工業団地1　66

TEL　O246　47　0555

研究所所在地 〒229－0012相模原市西大沼4　一一4　1

TEL　O42　702　7820　　FAX

商品間合せ先 担当部門 機能商品事業部

TEL　O3　5635　5191 FAX　O3－3699　7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／スーパーデサリナー　SDA－0080

特長：逆浸透膜（RO）とEDI（電気再生式脱塩）で構成された高品質純

水製造装置で，血液自動分析装置用に最適です。従来のイオン樹脂のボン

ベ交換の手間がなく，高純度の水質を長時間供給できます。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB　UItra」キャビネットタイプ純

水製造装置「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」自動再生純水製造装置「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「EXNIZER400」カップ式自販機用浄

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　大型超純水製造装置　排水処理装置　水処理薬品

　　　　イオン交換樹脂　など
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Aノ、留ε：‖～mica　Oy　Medix　Biochemica　Ab

　　　　　　　　　　　　　Asematie　l　3　FIN－02700　kauniainen　Finland

設立年月日 1985年

資　本　金

代表者名 Ismo　Raman

従業員数 80名

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

工場所在地 〒 Joensuu，　Finland

TEL
商品間合せ先： 担当部門　：Mr　Pekka　Hilden 日本総代理店：（株）クレハトレーディング

TEL：十358－9－547－680 TEL：03－3639－8721

FAX：十358－9－505　3441 FAX：03－3661－9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・ モノクローナル抗体各種

・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

　当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナ

ル抗体を販売以来，30年以上の経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986

年からは日本にも輸出しております。

　当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30％をR＆D

に投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提

供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考え

ております。

盈苫●株式会社力イノス
　　　　　　　　　　　　　〒113－0033東京都文京区本郷2－38－18

設立年月日 昭和50年5月1日

資　本　金 8億3，141万円

代表者名 中村利通

従業員数 134名

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

工場所在地 〒309－1635　笠間市稲田字弥六内3－5笠間西工業団地

TEL　O296－74　4811　　FAX　O296－74－4871

研究所所在地 同　上

TEL　O296－74－4882　　FAX　O296－74　4885

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〕

生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ，カイノスオート

　　シリーズ，1，5AG測定試薬他

2．EIA試薬／FGF－23，　ADAMTS13，　CLEIA試薬／HISCL－2000i用
　　試薬（PSA，　AFP，　CEA他）

3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズII　－S（アレルゲン特異

　　IgE測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb，ヒタザイムクラミジアニ

　　ューモニエ，セラテスタム梅毒，CRP，　ASO，　RF，　FDP，　P－FDP，

　　Dダイマー，FX　III

4．遺伝子試薬・機器／スイフトジーンノロウイルスGI／GII「カイノ

　　ス」（ノロウイルス検出試薬），スイフトジーンSW－FLU／H1「カイ

　　ノス」，EXTRAGEN　II（核酸抽出キット），ニュークリセンス

　　MINI　MAG，ニュークリセンスEasyQシステム他

5．POCT検査試薬／スタットチェックストレップA－II，スタットマ

　　ークFLUスティックAB，スタットマークRSVスティック，スタ
　　ットマークアデノスティック

6．機器／CA－90，　CA－400，　CA－400plus（生化学自動分析装置），

　　HISCL－2000i（CLEIA）



”°　ci111e 関東化学株式会社
　〒103－0023東京都中央区日本橋本町3－ll－5　マルサンビル

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 1，088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　O463－94－8531

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 ライフサイエンス部技術課

TEL　O3－3667－8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

BiOLis　12i

特長：二次元バーコードにより検量線・試薬ロット・有効期限などを管理

した液状試薬によるクローズドシステムです。

〔取扱い商品〕

自動分析装置用試薬

　生化学試薬

　　シカリキッド　シリーズ

　　シカフィット　シリーズ

　免疫学試薬

　　サイアス　シリーズ

協和メデックス株式会社
　　〒104－6004東京都中央区晴海1－8－10　晴海トリトンスクエアX－4F

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 山口　正仁

従業員数 300名

E－mall mxinfo＠kyowa－kirin．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kyowamx．co．jp

工場所在地 〒411－0932　駿東郡長泉町南一色600　1

TEL　O55－988－6000　　FAX　O55－988－6005

研究所所在地 〒411－0932　駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O55－988－6018　　FAX　O55　988－6020

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－6219－7602 FAX　O3　6219－7614

〔展示主要商品〕

HbAlc分析装置：Alc　GEARKとDM－JACK　Ex

血液凝固分析装置：COAGTRON－180及び350

全自動化学発光免疫測定装置：CL－JACK，

全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置：HM－JACKarc

特長：Alc　GEARは，グリコヘモグロビンのPOCT分析装置です。

　　：COAGTRONは，4種の分析能を持つ血液凝固分析装置です。

　　：各区分の分析装置を6種類出展する予定です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査試薬＊脂質検査項目：HDLC，　LDL－C他

　＊糖尿病検査項目：HbAlc，　GLU他＊生化学検査各種項目

2．免疫検査試薬＊ADVIA　Centaur－XP・CPと各種試薬の販売。

　＊EIAプレート全自動分析装置：AP－96・AP－X。IL－2R，　DUPAN－2他

3．尿試験紙ウロピースSと専用測定装置，UR－S600の販売。

4．糞便中ヘモグロビンの試薬と専用測定装置：HM－JACK　arcの販売

5．血液凝固・線溶試薬の販売とCOAGTRON－180・350の販売。

6．日臨技データ共有化管理資料ACCURUNシリーズInfectrol。
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⑧極東製薬工業株式会社
　　　　　　　　　　〒103－0024東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日 昭和27年7月12日

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 250名

E－mail info＠kyokutoseiyaku．co．jp

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

工場所在地 〒318－0004　高萩市大字上手綱字朝山3333－26

TEL：0293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL：0293－23－0909　　FAX：0293－23－7324

商品間合せ先 担当部門 営業学術部

TEL：03－5645－5664　　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用ラテックス凝集比濁法試薬

特長：ラテックス凝集比濁法による血漿蛋白（フェリチン，シスタチンC

等），感染症（梅毒血清反応，風疹ウイルス抗体，トキソプラズマ抗体

等），血液凝固・線溶（FDP・Dダイマー）項目測定試薬を幅広く取り揃

えております。各試薬とも汎用自動分析装置で測定できます。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，コレ

　　ステストシリーズ，その他

2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，

　　FTラテックスシリーズ，その他

3．微生物学的検査用試薬各種

4．真空採血管／インセパックシリーズ

κL麿07万 久保田商事株式会社
　　　　〒ll3－0033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 sales＠kubotacorp．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：03－3815－1331　　FAX：03－3814－2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930・8730・4000／4200

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えま

す。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラス1］の安全キャ

ビネットがセットできます。（オプション）

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機i，超音波発生装置の販売

と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。

遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます

多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバー

サル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小

型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心

機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各

種，その他の理化学機器
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株式会社クレハトレーディング
　　　〒103－OO12東京都中央区日本橋堀留町1－2－10　イトーピア日本橋SAビル

設立年月日 1940年3月11日

資　本　金 3億円（2010年4月1日現在）

代表者名 取締役社長　平松義行

従業員数 IIO名（2010年4月現在）

E－mall　．　sugisawa＠kureha－trading．co．jp
URL（ホームページ） http：／／www．kureha－trading．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 化学品部メディカルグループ

TEL　O3　3639　8721　　FAX　O3　3661　9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

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

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒106－0047東京都港区南麻布2－4－5皆川ビル5F

設立年月日 昭和58年6月1日

資　本　金 4，000万円

代表者名 古畑達雄

従業員数’10名
E　mall info＠knf．co．jp

URL（ホームページ）．　http：／／www．knf．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門　営業部

TEL　O3　5443　5661

〔展示主要商品〕

ダイアフラム式ポンプ

特長：血液分析，生化学分析，免疫化学分析装置内での洗浄用途などで広

くご好評頂いているダイアフラム式ポンプです。接液部の材質が

PTFE，　PVDFなど種類が豊富なため，次亜塩素酸など腐蝕性の高い洗

浄液でも問題なく送液できます。さらに長寿命，音が静か，小型でパワフ

ル，メンテナンスフリーなどの特徴があります。

〔取扱い商品〕

ダイアフラム式真空ポンプ

ダイアフラム式コンプレッサー

ダイアフラム式送液ポンプ

ダイアフラム式定量ポンプ
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＠興和楳式曹示土
　　　　　　　　　　　　　　〒460－8625名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日 昭和14年11月

資　本　金 38億4，000万円

代表者名 三輪芳弘

従業員数 2，100名

E　mall life＠kowa．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kowa．co．jp

工場所在地 〒

TEL： FAX
研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 電機光学事業部　医用機器営業第二部　検査・計測機器営業課

TEL：03　3279　7637　　FAX　O3　3279－7571

〔展示主要商品〕

血小板凝集測定装置／PA－200C

特長：1．レーザー光散乱粒子測定法。

　　　2．濁度法では判定できない軽度の血小板活性化状態を，高感度で

　　　　判定可能。

　　　3．小・中・大の凝集塊の形成過程が観察でき，種々の凝集反応の

　　　　特徴が解析可能。

　　　4．撹拝のみで発生する自然凝集の測定も可能。

〔取扱い商品〕

血小板凝集測定装置　PA－200C

小林クリエイト株式会社
〒448－8656刈谷市小垣江町北高根115

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 小林友也

従業員数 1，500名

E　malI iryou＠k－cr．jp

URL（ホームページ） http：／／k－cr．jp／cgi－bin／iryo／topics．cgi

工場所在地 〒448－8656刈谷市小垣江町北高根115

TEL：0566　26　5310

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 市場開発部　第ニビジネスグループ

TEL：03　3553　5871　　FAX　O3　3553　2635

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres　with

特長：自動貼り付け管種数が8種類の採血管準備システムです。制御PC

と本体の一体化や，機器サイズ，メンテエリアの見直しで，設置スペース

が更に小さくなりました。更に患者サービス向上，医療安全に不可欠な採

血室表示照合システムと連携し，採血業務に従事する方々を支援します。

〔取扱い商品〕　1．システム開発

　　・臨床検査システム　SIMS　・検査報告照会システム　TRAS

　　・バーコードラベル発行システム

　　・巡回健診支援システム　T－MES

　　・施設健診支援システム　T－MES　for　Center

　　・EAN128バーコード発行システム

　　・臨床参考データ換算システム　CRCS

2．臨床検査自動化システム対応各種装置

　　・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，　ipシリーズ

　　・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ

　　・採血業務支援システム　i・presシリーズ

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種

　　カード，医療用記録紙
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　　　　コメットシステム株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒739－1732広島市安佐北区落合南3－3－3

設立年月日 平成7年3月2日
資　本　金 1，000万円（2009年12月31日現在）

代表者名 取締役社長　八重尾浩行

従業員数 12名（2009年12月現在）

E－mail yaeO＠COmet－S．COm
URL（ホームページ） http：／／www．comet－s．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　坂井康敏

TEL：082　845－一　4404　　FAX　O82－845－4403

〔展示主要商品〕

システム　臨床検査ネットワークシステム『すい星フェニックス』

　　　　細菌検査システム「すい星コロニー』

　　　　病理検査システム「すい星パス・ポケット』

　　　　輸血検査システム『すい星ブラッド』

　　　　　Web参照システム「すい星Web』

　　　　試薬管理システム『すい星リージェント』

特長：弊社，臨床検査に関する各システムは，『ラボラトリーインフォメ

ー ション』（情報の発信は熟練された現場から）を合言葉に，現場の検査

技師さんの声を最大限に取り入れた大変運用しやくカスタマイズに優れた

システムです。各種セキュリティーにも優れ，リーズナブルなシステム構

築が可能です。

〔取扱い商品〕

臨床検査ネットワークシステム『すい星フェニックス』

細菌検査システム「すい星コロニー』

病理検査システム『すい星パス・ポケット』

輸血検査システム『すい星ブラッド』

Web参照システム『すい星Web』

試薬管理システム『すい星リージェント』

コンビメートリックス株式会社
　　　　〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1－21－5　West21ビル

設立年月日 平成13年5月15日

資　本　金 1億5，926万円（2010年6月9日現在）

代表者名 取締役社長　小菅伸浩

従業員数 5名（2010年6月9日現在）

E－mall sales＠combimatrix．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．combimatrix．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 事業開発部

TEL　O3－一　5457－7117　　FAX　O3－5457－0390

〔展示主要商品〕

Adhesives　Research社の感圧接着テープ

特長：本製品は接着，積層および生体外診断並びに関連した膜を基質とし

た免疫学的検定製品への組み込みに推奨される。
・ 非転写性アクリル接着剤
・ 不活性アクリル接着剤
・ 可擁性接着システム

・ 打ち抜き容易
・ ガンマ線滅菌に耐性
・ 膜を基質とした機器に沿う流動が可能
・ 多様な検定に適合
・ 優れた適合性
・ 任意なデザインを容易にする
・ 滅菌工程に好適

〔取扱い商品〕

感圧塗料，テープ，コーティング，機能性フィルムとラミネート。



シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141－8673東京都品川区東五反田3－20－14 W爵smex∵㌔騨
設立年月日 2007年7月1日 設立年月日 昭和43年2月20日

資　本　金 資　本　金 86億8，500万円（2009年3月31日現在）

代表者名 代表取締役社長最高経営責任者　コン・グリラキス 代表者名 代表取締役社長　家次　恒

従業員数 従業員数 1，954名（2009年5月31日現在）

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

工場所在地　．　〒 工場所在地 〒675－OOI1：加古川市野口町北野314－　2

TEL： TEL：079　424　1171（代表）

研究所所在地 〒 研究所所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－4－4

TEL： FAX TEL：078－991－1911

商品間合せ先 担当部門 お客様支援センター 商品間合せ先 担当部門 国内事業推進本部

TEL：0120－543－455　FAX　O120－506－155 TEL　O78　992　6124　　FAX　O78－992－6159

〔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，医療用ディスポーザブル製品，

生化学検査製品（ディメンションビスタ500，ディメンションビスタ1000

T，ディメンションビスタ1500，ディメンションXpand　Plus，ディメン

ションRxLMax，ディメンションEXL　LM，ストラタスCS），免疫検査

製品（ADVIAケンタウルスXP，　CP，イムライズ2000，イムライト2000

xPi，　BNプロスペック，　BNII，　BEPIII），尿検査製品（クリニテックシ

リーズ，エームス尿検査試験紙）血液学検査製品（ADVIA2120i）血液ガ

ス・電解質分析／データマネジメント製品（ラピッドラボ1200シリーズ，

ラピッドポイント400シリーズ，ラピッドコム），血中薬物検査製品

（Viva－E），微生物検査（マイクロスキャンWalkAway40／96Plus，

autoSCAN－4）

〔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

全自動尿中有形成分分析装置

全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬

全自動免疫測定装置・免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬

血液ガス分析装置・電解質分析装置

輸血検査関連試薬・生化学関連試薬

臨床検査情報システム　　血液検査用データ処理装置

血液細胞画像ファイリングシステム
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一M
卑IEUx シスメックス・ビオメリュー株式会社

〒14i－0032東京都品川区大崎1－2－2　大崎セントラルタワー8F

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億8，000万円

代表者名 代表取締役社長　フランク・アドマン

従業員数 40名

E　ma　l
URL（ホームページ） http：／／www．sysmex－biomerieux．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 臨床マーケティング部

TEL：03－6834　一一2666　　FAX　O3　6834　2667

〔取扱い商品〕

・ 生培地各種，用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），

　　Etest（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検

　　出）

・ 自動細菌分析装置：バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感

　　受性），バクテアラート3Dシリーズ（血液培養・抗酸菌培養），

　　PREVIカラーグラム（グラム染色），　PREVIイソラ（塗抹）

・ 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（プロカルシトニン，

　　甲状腺，生殖機能・不妊，腫瘍マーカー，循環器，血清，肝炎・エイ

　　ズ，抗原検出，他）

・ 感染症総合診断支援システム：バイオリンク3（オンライン・疫学統
　　計）

・ 遺伝子検査関連装置：DiversiLab（自動細菌タイピング装置），ニュー

　　クリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽出），ニュークリセンス

　　easy　MAG（磁性シリカ自動核酸抽出），ニュークリセンスEasyQ
　　（リアルタイム遺伝子増幅・検出）

躍株式会社常夷
　　　　　　　　　　　　　〒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 服部健彦

従業員数 220名

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

工場所在地 〒439－0037菊川市西方154

TEL　O537－36－1577

研究所所在地 〒213－8588　川崎市高津区宇奈根731－1

TEL：044－811－9211　　FAX　O44－811－9209

商品間合せ先 担当部門 営業サービス部

TEL　O44－811－9211　　FAX　O44－811－9204

〔展示主要商品〕

病理検査の即日診断のニーズにお応えする　Histra－GT，　Histra－QS

特長：超音波による薬液浸透促進効果を利用し，バイオプシー検体であれ

ば約1時間で固定からパラフィン浸透まで終了します。病理検査で特に時

問のかかる脱灰や乳腺脱脂に促進効果を応用したHistra－DCもございま
す。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：CTE－9800，　CTE－2800，　CTE－880

＊血液ガス分析装置：携帯型アーマ2000

＊電解質分析装置：（Na，　K，　Cl）：EX－D（透析モード付き），　EX－Z

＊電解質分析装置：（Na，　K，　Ca）：EX－Ca（透析モード付き）

＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100（レート法）

＊リボ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー

＊HER2／neu遺伝子の増幅・検出　ヒストラHER2FISHキット
＊自動固定包埋装置：Histra－GT，　Histra－QS

＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra－DC

＊密閉型自動固定・洗浄装置：Histra－FX
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積水メディカル株式会社
〒103－0027東京都中央区日本橋3－13－5KDX日本橋313ビル

設立年月日 2008年4月1日

資　本　金 12億7，500万円

代表者名 福田睦

従業員数 844名（2010年4月1日現在）

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

工場所在地 〒301－0852竜ヶ崎市向陽台3　3　1（つくば工場）

TEL：0297－62－7551

研究所所在地 同　上　（つくば研究所）

〒746－0006　周南市開成町4560（徳山研究所）

TEL　O834－63－8841

商品間合せ先 担当部門 学術担当

TEL　O120　249　977　　FAX　OI20　249　977

〔展示主要商品〕

血液凝固自動分析装置コアプレスタ⑪2000，ラピッドピア⑪，糖尿病関連，他

〔取扱い商品〕

糖尿病領域（測定装置）ラピッドピア⑭（試薬）ラピッドチップ⑱BNP，

ノルディア⑪NHbA，・，　U－ALB・シスタチンC，ルシカ⑪GA・MI他

メタボ領域（測定装置）日立クリニカルアナライザーS40，　M40，

H9000（試薬）コレステスト⑧NHDL・LDL・CHO・TG，酸化LDLエ
ライザ「第一」他

血液領域（測定装置）コアプレスタ⑪2000（試薬）ナノピア⑧（P－FDP・D

ダイマー，テストチーム⑪SAT　III・APL・PLG・プロテインC，コアグピ

ア⑧（PT－N，　APTT－N，複合Tテスト，複合Hテスト，　Fbg，　SF）他

リウマチ領域（試薬）パナクリア⑪MMP－3「ラテックス」，ナノピア⑧

「KL－6」エーザイ

POCT（感染症）領域（試薬）ラピッドテスタ⑪（FLUスティック，　FLU

II，　RSV一アデノ，ロターアデノ，ストレップA，　hsアデノ）

TDMナノピア⑧，セディア⑯，ディーアールアイ⑬TDM

遺伝子（測定装置）ジェネライザー2C601（試薬）クリニチップ⑪HPV，

インベーダー⑪UGTIA1アッセイ，　UGTIA1・27判定試薬
採血管：インセパック⑪II－D，　II－ST

CELL＾VlSlON（き〉セラビジョン・ジャパン㈱

　〒220－8120横浜市西区みなとみらい2－2－1ランドマークタワー20F

設立年月日 2008年3月14日

資　本　金 1，000万円

代表者名 松本耕一

従業員数 2名

E　ma　l info＠cellavision．jp

URL（ホームページ） www．cellavisionjp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL FAX
商品間合せ先 担当部門

TEL　O45－670－7110 FAX　O45－670－7001

〔展示主要商品〕

血液像分類装置／CellaVision⑪DM96

特長：自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳

を組み合わせた全自動血液像分類システムです。一つの細胞から300以上

の特徴を抽出解析することで，芽球や幼弱細胞を含めた12種類の白血球細

胞と6種類の非白血球細胞に分類します。分類された細胞をグループごと

に表示，細胞を拡大することも出来ます。同時に赤血球を6種類の特性に

自動解析し，スメア全体と解析結果を表示します。



118
（3c欝］胞コ炉琉運科学貿易

〒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　ma　l tokyo＠cscjp．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．cscjp．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 バイオメディカルサイエンス部

TEL　O3－5820　1500　　FAX　O3－5820－1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA－EX　II

O生化学自動分析装置　Piccolo　xpress

Oマルチドロップ384／S60スタッカー

OM384アトラスウォッシャー／タイタンスタッカー

○高精度分析装置　Digiflex　TP（アベルケンダル用）

○空中浮遊菌採取装置　RCSエアーサンプラー

○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT　II

O高速遠心機　プラズマプレップ

○プレートリーダー，ウォッシャー

○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン

○微量送液ポンプシステム

○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

○ミキサー（チューブ，プレート），シェーカー，ファインボルテックス

ダイアシスジャパン株式会社
　　　　　　　　　　　　〒651－0083神戸市中央区浜辺通5－1－14

設立年月日 2006年1月23日

資　本　金 1，000万円（2010年6月7日現在）

代表者名 代表取締役　赤木佳彦

従業員数 4名（2010年6月現在）

E　ma　l administration＠diasys－japan．com

URL（ホームページ） http：／／www．diasy－japan．com

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門

TEL　O78　242　6701　　FAX　O78　242　6702

〔展示主要商品〕

グルコース分析装置　センソスターGLH　one

特長：グルコース・乳酸の2項目，またはヘモグロビンを加えた3項目が

同時に測定できるPOCT機器です。

全血による測定が可能なため，検体前処理の必要はありません。

自動キャリブレーション機能を装備しているので，正確な測定が可能で
す。

〔取扱い商品〕

◆生化学液状試薬：尿中／CFSマイクロアルブミン，α一Amylase，　Pan－

　creatic　Amylase，　Lipase，　Creatinine　PAP，　Homocysteine，　ATP他

◆免疫血清試薬：CRP　U－hs，　IgG，　IgM，　IgA，　Transferrin他

◆食品検査試薬：アンモニア，エタノール，D一フラクトース，　D一グルコ

　ース，グリセロール他

　その他，キャリブレーター・コントロール血清など試薬類は全て

　OEM・バルクにて供給しております。
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ξDDA阻S㎜煽撲1械錨
　　　　　　　　　　〒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 30名

E　mall info－medical＠daisen－sangyo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．daisen－sangyo．co．jp．

工場所在地 〒930－0401　中新川郡上市町広野新269

TEL　O764－73－0336

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL：03－5276－0202　　FAX　O3－5276－0203

〔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

清等の飛散や検体問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〉

○自動開栓装置（APNシリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

　　　　　　　（ARDシリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガ

　　　　　　　　　　　　　　　　ード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

ディバジャパン株式会社
〒154－OO12東京都世田谷区駒沢3－28－llアーバン駒沢

設立年月日 昭和21年2月3日

資　本　金 800万円（2010年6月7日現在）

代表者名 ゲーリー・ライマー　取締役社長

従業員数 1名（2010年6月現在）

E－mail gary．rymar＠dibaind．com

URL（ホームページ） http：／／dibaind．com

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL：03－5779－6772　　FAX　O3－3424－7255

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．医療機器や解析科学装置に，流体処理用のカスタムとスタンダード製

　品をお届けします。フッ素重合体フレアとフェルール付きのチュー

　ブ・アセンブリ，レベルセンサー付きの吸引／分注用プローブ，イン

　ライン試薬加熱器など。

2．ラボや研究所の分析器や分析システム内の液体処理製品：特性ボトル

　キャップ，LCプレップカラム，チューブコネクタ，チューブアダプ

　ター，手動バルブ，泡トラップなどの様々製品

特長：1．Click－N－Seal（クリックアンドシール）：チューブを接続する

場合，「締めすぎ」と「不十分締め」の両問題を防ぐ画期的なトーク制限

ブイッティング。ナットを回して，「カチッ」という音を聞くと，適当な

トークに達したということの確認。フレア，フェルール，グリッパ，バー

ブ（とげ）などのタイプもあります。

2．DP3　SSチューブ内面研磨技術：『キャリオーバー』（前回の検査から

残った試薬やサンプル）を防ぐための吸収・分注プローブ内面の研磨加

工。内面の凸凹をスムーズに，残りの液体の減少。
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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 10億6，980万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 151名

E　mall info＠TechnoMedica．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒224－0041横浜市都筑区仲町台5　4　9

TEL　O45　948　5901

商品間合せ先 担当部門

TEL　O45－948－1961　　FAX　O45　948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－787

特長：採血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90％前後を占めております。

〔取扱い商品〕

●オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO－787●自動採血管

準備装置；BC・ROBO－686●自動採血管準備装置；BC・ROBO－888●小

型採血管準備システム；BC・ROBO－mini40●採血採尿アシストソリュー

ションシステム●ハルンカップラベラ；HARN－710●自動尿分取装置；

UA・ROBO－600B●全自動尿分析・分取装置；UA・ROBO－700i●一般

検査前処理システム；UA・LABELER－1●PIS患者認識システム●全自

動pH／血液ガス分析装置；GASTAT－600Series，　GASTAT－1800
Series（全12モデル）●電解質分析装置；STAX－3●ハンディ型血液ガス

分析器；GASTAT－navi●自動血沈測定装置；ESR－quick　15●赤血球沈

降速度測定機iESR－6000BP●赤沈自動測定装置；Quick　eye●赤血球沈

降速度測定装置；Quick　eye8●非接触型　静脈可視化装置；StatVein●

尿中酸化ストレスマーカー測定システム；ICR－001●日常校正イオン電極

用常用標準血清ISE　CRS

巨ヨ111i C〕デンカ生研株式会社

〒1・03－0025東京都中央区日本橋茅場町3－4－2

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 10億円

代表者名 代表取締役社長豊岡重利

従業員数 514名

E　ma　　l info＠denka－seiken．co．jp

URL（ホームページ） http：／／denka－seiken．jp

工場所在地 〒959－1695　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 学術営業推進部

TEL　O3　3669－9091 FAX　O3－3664…1023

〔展示主要商品〕

sd　LDL－EX「生研」

特長：汎用自動分析装置でsmall，　dense　LDLコレステロールが測定可能

になりました！

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　CRE，　UA，　GLU，　TG，　T－CHO，　LDL，　HDL，　PL，

　Mg，　IP，　GOT，　GPT，　LD，　ALP，γ一GT，　CK，　AMY

ラテックス試薬シリーズ

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

　シスタチンC

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　U－ALB



121

⑭ 東京貿易機械株式会社
〒104－8510東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日 平成18年10月1日

資　本　金 4億円

代表者名 取締役社長　五阿弥英也

従業員数 約100名（関連会社含む）

E　mall ono－ y＠tokyo－boeki．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tokyo－boeki－kikai．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒197－0823　あきる野市野辺569－6

TEL　O42　532　8271 FAX　O42　532　8234

商品間合せ先’　担当部門 メディカル機器事業部

TEL：03　3555　7353　　FAX　O3　3555…7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24iプレミアム，ビオリス12i

ビオリス24・iプレミアム特徴

①処理能力：240テスト／時（ISE項目を含む場合400テスト／時）

②同時測定項目数：36項目または24項目＋ISE　3項目（オプション）

③測光系の改良により，当社比最大40％の反応液の微量化を実現

④サイズ：800W×670D×520H（rnm）

⑤パソコンによる簡単操作（更に操作を簡易化した夜間モード有）

⑥国内約380台，海外（60余ヵ国）約2800台の合計3200台以上の販売実績

ビオリス12i特徴

①処理能力：90テスト／時（ISEを同時測定する場合100テスト／時）

②同時測定項目数：15項目＋ISE　3項目（オプション）

③サイズ：520W×605D×435H（mm）

④小規模検査室，クリニック等に最適

ビオリスシリーズ共通の特徴

①多彩なオプション：専用検査報告書システム，専用純水装置等

②反応液の空気圧撹拝：撹拝子を用いない空気圧撹拝システム

利点　撹拝子が原因となるキャリーオーバー回避・wa？￥子のための洗浄

　　　　水不要

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324－8550大田原市下石上1385

設立年月日 昭和23年9月23日

資　本　金 207億円

代表者名 小松研一

従業員数 約3，300名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．toshiba－medicaLco．jp／tmd／index．html

工場所在地 〒324－8550大田原市下石上1385

TEL：0287－26－6211　　FAX．0287　26　6050

研究所所在地 同上

TEL： FAX：
商品問合せ先 担当部門 検体検査システム事業部

TEL：0287　26　5021 FAX：0287－26　5026

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBATM－c16000（cシリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加

が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，

検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用機器（診断用X線装置，医用X線CT装置，磁気共鳴画像診断装
置，超音波画像診断装置，放射線治療装置，診断用核医学装置，医用検体

検査機器，医療機関向け情報システムなど）の製造，販売，技術サービ

ス
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　　　　TOSOH　　　　　　　　　　〒105－8623東京都港区芝3－8－2

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 代表取締役社長宇田川　憲一

従業員数 2，761名

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

工場所在地．　〒746－8501周南市開成町4560

（他2工場） TEL　O834－63－9．　800

研究所所在地 〒252－1123綾瀬市早川2743　1

（他2研究所） TEL　O467　77　2211

商品間合せ先 担当部門 バイオサイエンス事業部営業部

TEL：03－5427…5181　　FAX　O3　5427　5220

〔展示主要商品〕

自動ElA装置AlA－900，自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723G9

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－360）

②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－900）

③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－2000）

④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）

⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723G9）

⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA　II）

⑦TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid－160）

⑧TRCRリァルタイムモニター（TRCRapid－480）

⑨核酸検出試薬（TRCRapidシリーズ／TRCtestシリーズ）

⑩核酸抽出キット（EXTRAGEN　II）

（IEiik）東洋器材科学株式
TOVO　KIZAI

　　　　　　　　　会社

〒335－0003蕨市南町4－7－10

設立年月日 昭和47年12月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長佐藤英輔

従業員数 45名

E－・111ail tykkizai＠toyo－kizai．co．jp

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

工場所在地 〒335－0003蕨市南町4　7　10

TEL　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〕

エコ採便管，スピッツ，サンプルカップ各種

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布

装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・ スピツツ

・ スポイト

・ チューブ
・ シヤーレ
・ サンプルカップ
・ 採便管
・ カツプ類
・ 採水瓶
・ スワフ
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東洋紡エンジニアリング株式会社
〒530－0003大阪市北区堂島2－1－16　フジタ東洋紡ビル

設立年月日 昭和47年7月10日

資　本　金 1億2，000万円（2009年6月現在）

代表者名　．　代表取締役社長　南齋生二

従業員数．　223名（2009年6月現在）

E　mall　’　yosuke　mitsui＠toyobo－eng．co．jp

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

工場所在地 〒595－0042　泉大津市高津町5番11号

TEL：0725　32　0246
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 産業プラント事業本部　機器事業部　医用機器部

TEL：06　6348　3357　　FAX　O6　6348－9455

〔展示主要商品〕

①RO純水製造装置TRO（iアクア）シリーズ
②連続電気再生式イオン交換純水製造装置　（Electro　Deionization）

特長：①東洋紡製耐塩素性逆浸透（RO）膜搭載
・ イオン交換樹脂ボンベワンタッチ交換

・コンパクトボディー

・ お知らせ・自己診断機能付き

・ 年中無休24時間のメンテナンス体制

②連続電気再生式イオン交換（Electro　Deionization）モジュールを搭載

・ イオン交換樹脂ボンベの交換が不要
・ 優れた水質安定性

・コンパクトボディー

・ iシリーズの安心・安全機能を継承
・ 年中無休24時間のメンテナンス体制　・オプション機能の充実
〔取扱い商品〕

小型RO純水製造装置　TRO（iアクア）シリーズ，連続電気再生式イオ

ン交換純水製造装置SEDiシリーズ，中央材料室，薬剤部向けRO純水製

造装置PCシリーズ，人工大理石製手洗装置，ステンレス製手洗装置，壁

掛式UF手洗装置，調乳装置

G亟亟i）東；羊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　坂本龍三

従業員数 3，096名

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

工場所在地 〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL　O770－22－7641

研究所所在地 〒914－0047敦賀市東洋町10－24

TEL　O770　22　7643

商品間合せ先 担当部門 診断システム事業部

TEL　O6－6348　3335　　FAX：06－6348　3833

〔展示主要商品〕

U－SCANNER　ll，　POCube⑱，　GENECUBE⑧

特長：U－SCANNER　IIは，画像解析による自動分類を特長とする尿中有

形成分分析装置です。

POCube⑭は，　POCTに適したコンパクトサイズで高感度検出を実現した

小型化学発光免疫自動分析装置です。

GENECUBE⑪は，核酸抽出から増幅・検出まで最短30分で実行可能な全
自動遺伝子解析装置です。

〔取扱い商品〕

・ 尿中有形成分分析装置U－SCANNER　II
・ POCube⑪専用試薬ピオキューブ⑪CRP
・ GENECUBE⑧専用試薬ジーンキューブ⑧テストピロリ23SrRNA

・ニコカード　HbAlc，　CRP　など
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（CHプロジェクトマネジメント社内）

　　　　　　　　　　〒100－0014東京都千代田区永田町2－17－8

設立年月日 1994年

資　本　金 1，000万スイスフラン

代表者名 ハイジ・フルッキガー

従業員数 12名

E－mail trina＠alles．or．jp

URL（ホームページ） http：／／www．trinabio．com

工場所在地 本社と同じ

TEL：

研究所所在地 本社と同じ

TEL：

商品間合せ先 担当部門 日本営業部　富澤崇人

語｛：il膝i語直通）‡21二22－86…08↑6　FAX＋4144 9052011
TEL：03－3503－5628　　FAX　O3　3503－1575

〔展示主要商品〕

加工バルクベース血清／トリナベース

特長：IVD試薬のコントロール・キャリブレーターのバルク原料用とし

て，カスタム依頼で一定の項目をゼロレベル・指定レベルに合わせたバル

ク血清

〔取扱い商品〕

1．バルク人血清・血漿

2．バルク陽性人血漿

3．バルク蛋白（抗原）・抗体

4．中間処理のバルクカスタムコントロール原料

合日水製薬株式会社
　　〒llO－8736東京都台東区上野3－23－9

設立年月日 1935（昭和10）年4月6日

資　本　金 44億5，000万円

代表者名 佐々　義廣

従業員数 335名

E－mail diag－sale＠nissui－pharm．co．jp

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

工場所在地 〒307－0036　結城市北南茂呂1075－2

TEL：0296－35－1221　　FAX　O296　35－1217

研究所所在地 〒 同上

TEL：0296－35－1225　　FAX　O296　35－1579

商品間合せ先 担当部門 診断薬マーケティング部学術・企画グループ

TEL：03　5846　5707　　FAX　O3－5846－5676

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス，ライサスエニー

特長：①同定・感受性結果を最短3時間で得ることができます

　　　②菌液をセットするだけで，自動的に希釈・分注・培養・測定・回

　　　　収を行います。

　　　③ストレプトコッカス属やヘモフィルス属の自動測定が可能です。

〔取扱い商品〕

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－2000，　AIA－60011，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－360，　AIA－900

精度管理用凍結管理血清：L一コンセーラIEX，　IIEXLスイトロール

　　　　　　　　　　　　1，II，　II　EX，　L一トライロールEX

細菌培養用生培地：ニッスイプレート，ニッスイ分画プレート
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日東機器ファインテック株式会社
　　　〒｜08－0073東京都港区三田3－11－36　三田日東ダイビル8F

設立年月日　’　平成18年02月09日

資　本　金 5，000万円（2010／06／18現在）

代表者名 取締役社長　荒井清貴

従業員数 14名（2010年6月現在）

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．nitto－fine．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 大阪営業所

TEL：06　4707　3971　　FAX：06　4707．3944

〔展示主要商品〕

ニュクリポア・ポリカーボネート・トラックエッチ・メンブレンフィルター

特長：ポリカーボネートフィルムに均一な円筒形の孔が無数にあいた，シ

ャープな孔径分布を持ったメンブレンフィルターです。このフィルターは

飾（ふるい）として機能し，孔径より大きな粒子を表面捕捉します。表面

が平滑なので捕捉した微粒子や微生物・細胞の顕微鏡観察が容易です。観

察粒子検査，細胞診断，ケモタキシス，液体の清澄化，リボソームの整

粒，蛍光顕微鏡法，ガス透過膜，バイオセンサー等に使用されています。

・ 均一な孔径なので正確なろ過が可能。

・ 厚さ6～11μrnの薄膜でありながら強度が高いために押出しろ過への利

　用可。

・ 孔径は0．015～12．Opt　m，標準サイズはφ13～293mm，他形状も製作可。

・ 透明度が高いために光学的手法による粒子検査にも最適。

・ フィルター素材の剥離無し。

〔取扱い商品〕

New　HCカートリッジフィルター

HCPCカートリッジフィルター

直接検鏡用装置

各種純水製造装置

ニッ」」づ吉一メデ》カ／b株式会社

〒102－0073東京都千代田区九段北3－2－11

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名 片山勝博

従業員数 60名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．nittobo－nmd．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 学術グループ

TEL：03－一一3238－－4541　　FAX　O3－3238　4591

〔展示主要商品〕

栄養アセスメント蛋白等

特長：汎用の自動分析装置で簡単に測定可能です。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，　BUN，　CPK他）

免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，　M，　C3，　C4，　Tf，　PreAlb他）

Latex免疫比濁法試薬（CRP，　RF，　ASO，β、－m，　RBP等）

血液凝固因子測定試薬（AT　III，　PLG等）

腫瘍マーカー（CSLEX）

理化学用洗浄剤

尿沈渣管

血管位置検出器具



126　NfPPN　ニップンテクノクラスタ株式会社

　　　　　　　〒169－0075東京都新宿区高田馬場1－30－・5千寿ビル4F

設立年月日 1998年1月5日

資　本　金 3，000万円

代表者名 久保田肇

従業員数 21名

E　mall info＠nipPntechno．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：
アプリケーションラボ 〒169－0075　新宿区高田馬場1　－30－5　千寿ビル5階

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：03－5287　6761　　FAX　O3　5287－6765

〔展示主要商品〕

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〕

●イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム

●Bangs　Laboratories社各種Microspheres

●G＆L社各種粘着テープ

N■P？O　ニプロ株式会社
　　　　　　　〒531－8510大阪市北区本庄西3－9－3

設立年月日 昭和29年7月8日

資　本　金 286億6，300万円

代表者名 佐野　實

従業員数 2，216名

E　mal1
URL（ホームページ） http：／／www．nipro．co．jp／

工場所在地 〒018－5794大館市二井田字羽貫谷地8　7

TEL　O186－49．　－5111

研究所所在地 〒525－0055草津市野路町3023

TEL　O77　564　0500

商品間合せ先 担当部門 検査商品開発営業部

TEL　O6　6373　3168　　FAX　O6－6373　8978

〔展示主要商品〕

グルコース分析装置・採血管・採血針ホルダー付・生化学・免疫検査試薬

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療機器および検査用医療機器。体外診断薬，医薬
品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。
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日本力ンタム・デザイン株式会社
　〒171－0014東京都豊島区池袋2－40－13池袋デュープレックスビズ3F

設立年月日 平成9年7月1日
資　本　　金　．　6，000万円（2010年7月16日現在）

代表者名 代表取締役社長　田口昌二

従業員数 27名（2010年7月現在）

E－mail at＠qdj．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．qd－japan．com／

工場所在地　’　〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 先端技術部ナノバイオグループ：綿　修平

TEL：03－5954－8571　　FAX：03　5954－6570

〔展示主要商品〕

1．イムノクロマト法試薬　研究・開発・試作用システム　BioDot社

2．イムノクロマト法試薬　自動検査／生産システム

特長：BioDot社製品は日本国内で80社以上のユーザ。同市場ニーズに基

づき日本カンタム・デザインでは，自動検査／生産システムを設計・開発

致します。

タ躰ケミファ株式会社
　〒lO1－0032東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日 1950年（昭和25年）6月16日

資　本　金 43億400万円（2009年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　山ロー城

従業員数 624名（2009年3月現在）

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

工場所在地 〒308－Ol12　茨城県筑西市藤ヶ谷字赤坂799　1

TEL：0296　37　2211　　FAX：0296－37－2243

研究所所在地 〒341－OOO5：埼玉県三郷市彦川戸1　－22－1

TEL：048　953　8265　　FAX：048－953－8269

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部

TEL：03－3851－2974　　FAX：03　3862　2645

〔展示主要商品〕

装置　自動グリコヘモグロビン分析計

試薬　アレルギー特異lgE測定試薬

特長：小型・高精度で，診療前検査をはじめ迅速測定に最適な医療機器お

よび体外診断薬です。

昨今注目されているメタボリックシンドローム，アレルギー領域における

迅速検査を提供します。

〔取扱い商品〕

・ アレルギー特異IgE測定装置　DiaPack2000
・ アレルギー特異IgE測定試薬　オリトンIgE「ケミファ」
・ 自動グリコヘモグロビン分析計

・ヘモグロビンAlc血糖測定用搬送システム
・ その他医療機器用洗剤各種
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■NIHON　KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒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 75億4，400万円（2009年9月30日現在）

代表者名 鈴木文雄

従業員数 3，570名（グループ）（2009年9月30日現在）

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

工場所在地 〒 富岡市，鶴ヶ島市，深谷市

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 企画センタ

TEL：03－5996－－8028　　FAX　O3－5996－－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8222，　MEK－7222，　MEK－6400，　CRP－3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類を含む22項目全自動測定機

までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血（必要検体量は5μL）で

全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえて

います。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニング

コスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルー

チン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提

供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリン

グ機器，人工呼吸器，除細動器，AED（自動体外式除細動器），心臓ペー

スメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救

命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

口
■」AB

公益財団法人日本適合性認定協会

〒141－0022東京都品川区東五反田1－22－1　五反田ANビル3F

設立年月日 平成5年11月1日

資　本　金 1億1，435万円

代表者名 金井　務

従業員数 52名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 認定センター

TEL．03　3442　1217　　FAX　O3　5475　2780

〔展示主要商品〕

特長：

〔取扱い商品〕

・ 臨床検査室，試験所，検査機関の認定および登録
・ マネジメントシステム認証機関，要員認証機関の認定および登録
・ 製品認証機関の認定および登録
・ MRA法に基づく指定調査業務（国の代行業務）
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d∈OL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口

資　本　金 67億4，000万円

代表者名 代表取締役社長兼COO栗原権右衛門

従業員数 3，103名

E　mall webmaster＠jeol．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．jeol．co．jp／

工場所在地 〒196－8558昭島市武蔵野3　1　2

TEL　O42－543　1111

研究所所在地 〒 同上

TEL　O42－542－2316 FAX　O42－542－3132

商品間合せ先 担当部門 医用機器ソリューション営業本部

TEL：042－－528　3325　　FAX　O42　526　5096

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty　JCA－BMシリーズ

臨床検査情報処理システム／JCS－50L，他

特長：自動分析装置BioMajesty㊤シリーズは，反応液量の微量化と高速

処理を実現し，患者さんの負担減と検査の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

■自動分析装置BioMajesty　JCA－BM／607｛）／6〔｝50／6010／9130／8000シリーズ

　（8060／8040／8030／8020）

■検体ラックハンドラ：CA－RAmil／i，100，101，200，300，600

■検体自動搬送システム　JLA－701T

■臨床検査情報処理システム　JCS－50L

■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

（㊥日本ポ→嫌式会社　ポールライフサイエンスカンパニー

　　　　　　　　　　　　〒163－1325東京都新宿区西新宿6－5－1

設立年月日 1982年7月1日

資　本　金 11億2，000万円

代表者名 川田　典昭

従業員数 412名

E　ma　　l reiji上obayashi＠ap．pall．com

URL（ホームページ） http：／／www．palLcom

工場所在地 〒300－0315　稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL　O29　889　0001

研究所所在地 〒300－0315　稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL　O29　889　1951

商品間合せ先 担当部門 製薬フィルター事業部ラボ製品グループ

TEL：0120－－801　156　　FAX　O3－－6386　0994

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用血漿分離膜・二トロセルロース膜・コンジュゲートパッ

ド・吸収パッド，血球除去膜，グラスファイバー，各種メンブレン，抗体

精製用クロマトグラフィーカラム，限外ろ過製品

特長：ポールは臨床検査に重要な抗体精製プロセスの効率化とコストダウ

ンを提案します。抗体精製用クロマト担体としてMEP　HyperCelはプロ

テインA／Gに比べ性能面・価格面で優位性を示し，限外ろ過デバイス

（遠心ろ過製品・TFFシステム）は抗体溶液のバッファー交換・濃縮等に

威力を発揮します。

〔取扱い商品〕

　ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質メン

ブレンを各種取り揃えております。特に血漿分離膜Vivid　psは，溶血を

抑えたスムーズな血球分離性能により，全血を対象とした緊急検査用イム

ノクロマトキットの部材として最適です。使用目的に応じてGF，　GX，

GRの3種類のタイプからお選びいただけます。また，昨年よりニトロセ

ルロース膜もラインアップし，イムノクロマトキットに必要なすべてのメ

ンブレンを幅広くご提供することが可能になりました。製品形態もお客様

のニーズに応じて，ストリップ状から最長150Mのロールまで柔軟に対応

いたします。



130 MILLIPORE日本ミリポア株式会社
〒108－6023東京都港区港南2－15－1　品川インターシティA棟23F

設立年月日　．　平成13年1月30日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 代表取締役社長　細田裕之

従業員数 230名

E　mall jpmcom＠millipore．com
URL（ホームページ） http：／／www．1nillipore．　com／nihon

工場所在地 カルフォルニア（アメリカ），コーク（アイルランド），モルシャイム（フランス）他

TEL：

研究所所在地　’　〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 ダィアグノスうイックストラテシックビジネスユ．ニット（DSBU）・

ラボラトリーウt一ター事業本部
TEL：Ol20－633－358（　イノ、ノソ11マトクノノf一川各穐部材　体外、1／ぺ断kx「1：t，t，則↓グ1イ人　　」オ燕オ、・｝°），0120－Ol3－148（葉縫緩）

FAX　O3　5460　0688

〔展示主要商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレン，超純水・純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポ

アのHi－Flow　Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの

効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群も

OEM用としてご利用頂けます。

　新たに加わった体外診断薬製造用の各種試薬では，数多い抗体のライン

ナップと広範囲で非特異吸着をブロックするブロッキング試薬をご提供す

ることができます。

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

を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自

動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

○イムノクロマトグラフィー用各種部材・イムノクロマトグラフィー用メ

　ンブレン・サンプルパッド・コンジュゲーションパッド・吸収パッド

○体外診断薬製造用各種試薬

　・一次抗体・二次抗体　・ブロッキング試薬　・各種受託サービスなど

○超純水・純水製造装置（Elix　UV）

Oニューコン株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒116－OOl4東京都荒川区東日暮里5－41－12

設立年月日．　1991年12月

資　本　金 3億円（2007年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　王春華

従業員数 300名

E　mall　’　nc－med＠newcon．co．jp
URL（ホームページ） http：／／www．newcon．co．jp

工場所在地．　〒

TEL
研究所所在地

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 医療システム事業部

TEL　O3　3805－2590　　FAX　O3　3805　2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／hi－Laboシリーズ

特長：30年間の医療分野でのノウハウを継承した医療情報管理システム。

Windows2003，　XP，　Vista，　Windows7への対応済み。多様化するユー

ザー希望に対しカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

①臨床検査システム

②輸血製剤管理支援システム

③病理検査管理支援システム

④総合健診システム

⑤Webドクター支援システム
⑥細菌検査システム

⑦生理検査予約システム

⑧採血検査システム

⑨在庫管理システム

⑩採血台　らくですく

Hi－Labo－S／Hi－Labo－P／Hi－Labo－C

HD－TRANS⑪
HISTOMATIC⑧
K－Exam－Plus⑪
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認縣鴛ノバ・バイオメディカル株式会社

　　　〒140－0013東京都品川区南大井6－26－2大森ベルポートB館3F

設立年月日 昭和63年6月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 和田　典之

従業員数　　35名

E－malI info＠novabiomedical．co．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 マーケティング部

TEL：03－5471－5461　　FAX　O3－5471－5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイルCCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。また

BUNを同時測定し浸透圧を演算表示できる。

POCTグルコース測定装置／スタットストリップ，スタットストリップ

エクスプレス

特長：ヘマトクリット，マルトース，PAM等の干渉物質の影響を排除し

正確に血糖測定を行うことができる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置／

：θ’・・　　バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

　〒140－0002東京都品川区東品川2－2－24天王洲セントラルタワー

設立年月日 1979年10月16日

資　本　金 4億円

代表者名 鈴木　貞史

従業員数 170名

E－mai1
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

フリーダィアル　0120－925046FAX　O3－5463－8481

〔展示主要商品〕

全自動輸血検査装置／輸血管理システム／精度管理用コントロール／凍結

乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートElA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップと

UNITY　PCを利用した精度管理システム
〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール

②精度管理用PCプログラム　“UNITY”

③精度管理用プログラム　“EQAS”

④抗核抗体検査試薬（IFA）

⑤自己抗体関連試薬（ELISA）

⑥全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis

⑦自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑧グリコヘモグロビン分析装置Variant　H　turbo／D－10

⑨ノパパス1575マイクロプレートウォッシャー

⑩微生物迅速検査キット

⑪輸血検査試薬　ゲルカラム凝集法　“ID一マイクロタイピングシステム”

⑫全自動輸血検査装置

⑬輸血管理システム　“バイオ・ラッド輸血管理システム”
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1魎ノ白ワr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 1979年3月1日

資　本　金 3，000万円

代表者名 長倉　誠

従業員数 19名

E－－mail info＠biotec．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．biotec．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 L＆B事業部

TEL　O3　3816　6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

自動分注装置／ELISA用プレート洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
　セラウォッシャー　MW－96シリーズ

　オートミニウォッシャーシリーズ

■分注装置（創薬ゲノム関連）

　96／384／1536ch同時分注ディスポチップ式ヘッド

　マルチステージ・ディスペンスステーションADS－384－8

　Multi－channel　Pipettor　EDR－384UX

　テーブルトップ・ディスペンサーEDR－384S　II

■分注装置（プロテオーム関連）

■マイクロアッセイシステム機器

株式会社バイロクエスト
〒541－0047大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月日 2008（平成20）年7月30日

資　本　金 500万円

代表者名 上田　勇治郎

従業員数 5名

E　mall info＠viroquest．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．viroquest．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　O6　6152－9940　　FAX　O6　6152　994ユ

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサ

ンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内と力タログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬・キット，クリニカルサンプル，

及び各種パネルなど。
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諏紐市ト＝7ス株式会杜
　　　　　　　〒430－8587浜松市中区砂山町325－6日本生命ビル

設立年月日 1953年9月29日

資　本　　金　’　349億2，600万円

代表者名 書馬　輝夫

従業員数 2，632名

E－mall salespro＠etdhpk．co．jp

URL（ホームページ） http：／／jp．hamamatsu．com／

工場所在地．　〒438－0193磐田市下神増314－－5

TEL　O539　62　5245

研究所所在地 〒434－8601：浜松市浜北区平口5000

TEL　O53　586　7111　　FAX　O53　586　6180

商品問合せ先 担当部門 電子管営業部

TEL：0539－62　5245　　FAX：0539－62－2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダ　C10066

特長：イムノクロマト試薬の研究開発・品質管理に最適なツール

①イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定。

②測定データをCSVファイルで保存する為，市販の表計算ソフトウェア

　で簡単に解析。

③検量線グラフ，タイムコースグラフの描画が簡単。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレー

　ト，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカ

　スx線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Siフォト

　ダイオード，APD，フォトICと関連製品，イメージセンサ，　PSD（位

　置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイ

　ス，ミニ分光器，X線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール

■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測シス

　テム，イメージング＆解析システム，医療用測定装置

日立ハイテク 株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105－8717東京都港区西新橋1－24－14

設立年月日 昭和22年4月12日

資　本　金 79億円

代表者名 執行役社長　大林　秀仁

従業員数 4，443名

E－－mall
URL（ホームページ） http：／／www．hitachi－hitec．com／science／

工場所在地 〒312－8504　ひたちなか市市毛882

TEL：029．　－273－2111

研究所所在地　’　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 科学システム営業統括本部

TEL　O3－－3504－7211　　FAX　O3－3504　7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求めら

れている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運

用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理

～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼

性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムで

す。また，ISO15189（臨床検査室　質と適合能力に対する特定要求事項）

などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化によ

り貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハ

イテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリュ

ー ションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製

品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービス

までの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめ

とする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可

能性を秘めるバイオ分野にも，信頼［生の高い技術サービスをお届けしてい

ます。
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　　　　　　〒163－1431東京都新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティタワー

設立年月日 平成16年3月10日

資　本　金 4億9，900万円

代表者名 岩井　浩一

従業員数 約60名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．phadia．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先’　担当部門 自己免疫診断事業室

TEL　〔〕3－5365－8560　　FAX　O3－5365－8336

〔展示主要商品〕

自己抗体測定機器／ファディア250

自己抗体測定試薬／ユニキャップ　エリア

特長：

　測定機器：①ファディア250及び100は，1台で自己抗体検査とアレルギ

ー検査の併用が可能な測定機器のため，機器の集約化に貢献します。②フ

ァディア250は，ランダムアクセスが可能な全自動機器のため，省力化，

至急検査・当日再検が可能です。

　自己抗体測定試薬：①アレルギー検査同様に，28日間保存可能な全項目

共通標準曲線を採用しているため，標準曲線の作製・管理に必要となるウ

ェルを削減することができます。②バキュロウイルス・昆虫発現系による

リコンビナント抗原を中心とした純度の高い抗原を使用しています。

フィンガルリンク株式会社
　　　　　　　　　　　　〒130－0005東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日 1990年

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　名郷根正昭

従業員数 48名　（2009年4月現在）

E　mall info＠finggal－link．com

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

研究所所在地 〒111－0041：台東区元浅草2　6　6東京日産台東ビル9F

（鯨医療情撒発センター）　　TEL：03　5806　9883　　FAX’03－3841　2956

研究所所在地 〒020－0033　盛岡市盛岡駅前北通5　6MDIビル

（盛岡医療情端発センター）　　TEL　O19－626　6543　　FAX　O19－626　6545

商品間合せ先 担当部門 企画管理部（本社）

TEL　O3　3625　6543　　FAX　O3　3625　6545

〔展示主要商品〕

全自動キャピラリー電気泳動システム／sebia　Capillarys　2／Minicap

多用途電気泳動装置／sebia　Hydrasys　2

赤血球沈降速度自動測定装置／Alifax　Roller20　PN

止血血栓卜一タルマネジメントシステム／Pentapharm　ROTEM－delta

血液ガス・電解質分析装置／EPOCシステム

ディスポーザブル血球計算盤c－chip

〔取扱い商品〕

■IVD（体外診断薬＆機器システム）：全自動キャピラリー電気泳動シス

　テムCapillarys　2／Minicap／多用途電気泳動装置Hydrasys　2／赤血球

　沈降速度自動測定装置Roller20　PN／止血血栓トータルマネジメントシ

　ステムROTEM－delta／血液ガス・電解質分析装置EPOCシステム／

　ディスポーザブル血球計算盤C－chip／赤血球変形能測定装置RheoS－

can－D／全血血小板凝集能測定装置WBA592・MultiPlate

■BIS（バイオ・イメージング・ソリューション）：病理検査業務支援システ

　ム／デジタル顕微鏡カメラ＆画像ファイリングシステム／テレパソロジ

　ーシステム・リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ）

■HCN（健康ネットワーク）：在宅健康増進システム／テレメトリー生

　体情報デバイス各種
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▽7ワ∠啄・mlsK”ett⇔
　　　　　　　　　　　　〒ll・3－8483東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　金 43億8，700万円

代表者名．　福田孝太郎

従業員数 2，412名

E－－mail info＠fukuda．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．fukuda．co．jp

工場所在地 〒270－1495　白井市中305　1

TEL：047　492　2011

研究所所在地 〒113－8420　文京区本郷2　35　8

TEL　O3　3814　1211

商品間合せ先 担当部門 お客様窓口

TEL　O3－5802－6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／LC－667CRP，免疫発光測定装置／シオノスポット

リーダー，電子スパイロメータ／SP－350COPD，呼気中’3CO、分析装置／POCone

特長：LC－667CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定

可能。検体の前処理不要・測定時間は約240秒

シオノスポットリーダー：『BNP』全血測定・15分のスピード測定が可
能。

〔取扱い商品〕

　1．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ス

　　　トレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装

　　　置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラ

　　　フィ／血圧脈波検査装置

　II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モ

　　　ニター

　III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃

　　　縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／

　　　PTCAカテーテル
　IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記

　　　各装置の付属品および消耗品

富士通株式会社（FUJlTSU　LIMITED）

　　〒105－7123東京都港区東新橋1－5－2　汐留シティセンター

設立年月日 昭和10年6月20日

資　本　金 3，246億2，507万5，685円（2010年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　山本正已

従業員数 25，134名（2010年3月現在）

E－mail
URL（ホームページ） http：／／jp．fujitsu．com

工場所在地　’　〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL．
商品間合せ先 担当部門 富士通コンタクトライン

TEL：0120－933－200　　FAX：

〔展示主要商品〕

臨床検査システム　HOPE／LAINS－GX（ホープラインズジーエックス）

特長：①一目で検査室業務状況が確認できる一覧を装備

②一画面で全分析機接続プログラムの起動／停止からデータ確認まで可能

③検体ラベル機能を電子カルテシステムと統一。参考マスタも装備した簡

　単セットアップ可能

④TAT管理を装備し，採決室の混雑具合を一目で把握可能
〔取扱い商品〕

医療分野（保健，医療，福祉）向けに先進ITを活用した豊富なパッケー

ジ群を提供しており，国内最大の医療SE集団が，各医療施設様の経営革

新をトータルにサポートいたしております。
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　　　　　　　　　富士フイルムメデイカル株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒106－0031東京都港区西麻布2－26－30

設立年月日．　昭和42年

資　本　　金　．　12億円

代表者名 平井治郎

従業員数 1，600名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／fms．fujifilln．cojp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業推進本部　POCT部

TEL：03　6419　8083　　FAX　O3　5469　3608

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000「Z」／7000／4000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケ

ムは，昨年発売25周年を迎えました。これからもドライだからできるメリ

ットを発揮し，設備不要・即時検査のドライケムとして活躍して参りま

す。また院内検査のみならず，インフルエンザを代表とする世界的な感染

症：パンデミックや災害時の対策としても，より一層お役に立てるよう，

努力して参ります。

〔取扱い商品〕

●測定装置

　富士ドライケム　MiniNet－Neo：富士ドライケム検査データ処理支援シ

　　　　　　　　　　　　　　　　ステム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

●測定試薬

●標準液

　富士ドライケムスライド

富士ドライケムコントロール液

4000シリーズ．比色／電解質多項目測定機

800　　　　：電解質専用測定機

100タイプN：アンモニア専用測定機

7000シリーズ：比色／電解質多項目測定機

7000「Z」シリーズ：比色／電解質多項目測定器

　　　　　　　　（全血用，血漿・血清用）30項目

　　　　　　　　　　　QP－L，　H，　QN，　QE

叱；l／…

畠士Lじオ株式会社
〒103－0007東京都中央区日本橋浜町2－62－5

設立年月日 2005年7月1日（新設分割）

資　本　金 42億5，290万円

代表者名 小山剛史

従業員数 583名（2009年3月末現在）

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

工場所在地 〒192－0031’八王子市小宮町51

TEL　O42－645　0052

研究所所在地 〒 同上

TEL　O42．－645－－0071

商品間合せ先 担当部門 お客様コールセンター

TEL：Ol20－292　832　　FAX　O3　5695　9234

〔展示主要商品〕

免疫発光測定装置／ルミパルスG1200

免疫発光測定装置／ルミパルスPresto　li

尿沈渣分析装置／アイキュー200スプリント

尿沈渣分析装置／アイキュー200エリート

特長：ルミパルスG1200は，ルミパルスfの信頼の上に，さらなる簡便1生

と，優れたシステム設計の柔軟性を実現しました。信頼性の高い検査結果

を，ご提供できるシステムとして，検査室の生産性向上に貢献いたしま
す。

〔取扱い商品〕

〈機器〉免疫発光測定装置：ルミパルスG1200，ルミパルスPresto　II，

　　　ルミパルスS
　　　尿沈渣分析装置：アイキュー200スプリント，アイキュー200エリート

　　　遺伝子検査：As－1000，　Ps－1000，タイグリスTMDTSシステム

　　　便潜血測定装置：マグストリームHT
〈試薬＞CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィー法試薬，遺伝子検査試

　　　薬，PA（ゼラチン粒子凝集反応）法試薬，　HA（血球凝集反応）

　　　法試薬，ラテックス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）

　　　法試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試薬，便潜血検査試薬
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G　　　　　D

軍扶桑薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　〒54r－0045大阪市中央区道修町1－7－IO

設立年月日 昭和12年3月25日

資　本　金 107億5，820万円

代表者名 戸田幹雄

従業員数 1，359名

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

工場所在地 〒536－8523大阪市城東区森之宮2　3　11

TEL　O6　6969　1131

研究所所在地 〒536－8523大阪市城東区森之宮2－3－30

TEL：06　6969　3131　　FAX　O6　6964　2706

商品間合せ先．　担当部門 営業部営業四課　担当者　溝口正一

TEL：06－6969－1131　　FAX　O6－6969－2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検

体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

　　　アイ・スタット1－N

　　　セントラル・データ・ステーション（CDS）システムー式

　　　電子シミュレーター

　　　カートリッジ（10種類）

　　　その他

■白血球中細菌核酸同定検査

　　　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

古野電気株式会社
〒662－8580西宮市芦原町9－52

設立年月日 昭和26年5月23日

資　本　金 75億3，400万円

代表者名 古野　幸男

従業員数 2，687名（連結従業員数）

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

工場所在地 〒662－0934　西宮市西宮浜2－－20

TEL：0798　33　7500

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先’　担当部門 システム機器事業部　MEBU　営業課

TEL：0798　33　7554　　FAX　O798－．33－7601

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型

機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたしま
す。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置
・ CA－400plus：卓上小型の生化学自動分析装置にHbAlc自動前処理機能

　を搭載。

・ CA－90：パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易

　操作を実現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。
・ CA－270：卓上小型・高精度・高機能で中小規模施設・病院向として販

　売

・ CA－400：卓上小型にして400テスト／時間を実現。高精度・高機能機と

　して，ルーチン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

超音波骨密度測定装置
・ CM－200：迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗霧症の1次スクリーニ

　ングや集団検診に最適。
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e，ex…
　　α）UUER

ベックマン・コールター株式会社

〒135－0063東京都江東区有明3－5－7

設立年月日 1998年11月1日

資　本　金 23億5，000万円

代表者名 久野　正人

従業員数
E－－mall bckkcas＠beckman．com
URL（ホームページ） http：／／www．beckmancoulter．co．jp

工場所在地 〒411－0931駿東郡長泉町東野454－－32

TEL：055－999　1133

研究所所在地 〒　同上 同上

TEL　　同上
商品間合せ先 担当部門 ベックマン・コールター株式会社カスタマーコールセンター

TEL　O3－6745　4705　　FAX　O3　5530　2460

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／ユニセルDxH　800

生化学自動分析装置／AU5800／AU680

全自動免疫化学分析装置／ユニセルDxl　800

ハイエンドフローサイトメーター／Navios

特長：Lead　the　Quality　ベックマン・コールターは，データ品質・業務

品質・環境品質の向上に取り組んでいます。そして，“エビデンスのある

データ”をご提供することで，お客様とともに臨床検査の品質をリードし

ていきます。

〔取扱い商品〕

■自動血球計数装置：ユニセルDxH　800

■生化学自動分析装置：ユニセルDxC　600　PRO，ユニセルDxC　800　PRO，

　AU5800，　AU680，　AU480

■全自動化学発光酵素免疫測定装置：Access⑯　2，ユニセルDxI　600，ユ

　ニセルDxI　8〔〕0

■ハイエンドフローサイトメーター：Navios

■自動輸血検査装置：PK7300

■ISO15189導入ナビゲーションプログラム：Be－gle　Ver．3．0

■臨床検査システム：Be－lis　■各種試薬

（L　rarteti　Aしゴ研ii荒所

　　　　　　　　　　〒330－0061さいたま市浦和区常盤9－21－19

設立年月日 昭和51年2月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 中里時亜

従業員数 40名

E　ma　　l sales＠helena．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．helena．co．jp

工場所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常盤9　2119

TEL　O48　833　3208

研究所所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常盤9　2119

TEL　O48　833－3208

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O48　833　3208　　FAX　O48　833　3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2プラス（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デン

シトメーター），SPlFE3000（lFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）：一台で，蛋白分画，各種アイソザイム及び脂質分

画まで完全自動化。また免疫固定法（IFE）も自動化に対応！

〔取扱い商品〕

全自動電気泳動分析装置（エパライザ2プラス）：泳動項目　蛋白分画・

脂質分画（コレトリコンボ等）・アイソザイム（LD・ALP・CK・
AMY）・免疫固定法（IFE）

IFE専用自動亀気泳動装置（SPIFE3000）：泳動項目IFE

デンシトメーター：クイックスキャン

泳動用支持体：アガロース支持体（クイックジェル）（タイタンジェル）

（ユニバーサルゲル・免疫電気泳動ゲル）
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HORIBA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 120億1，100万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 5，133名（連結）

E－一一mall me　info＠horiba．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．horiba．com／jp／

工場所在地 〒601－8510　京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL：075　313　5736　　FAX’075　321　0752

研究所所在地 〒同上 同上

TEL：同上　　FAX　同上
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－－0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／Pentraシリーズ，　Microsemiシリーズ，小型電極式

グルコース分析装置／アントセンス川，ロゼ

特長：自動血球計数装置，グルコース分析装置のPOCT（Point　of　Care

Testing）製品を中心に出展いたします。特に小型電極式グルコース分析

装置アントセンスロゼは，外来や病棟などでの，血糖の即時検査に最適な

新製品です。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　Pentraシリーズ，　Microsemiシリーズ

自動血球計数CRP測定装置

自動CRP測定装置
小型電極式血糖分析装置　アントセンスIII，ロゼ

pHメーター　Fシリーズ，　Dシリーズ　他

株式会社ホロニック
〒960－8252福島市御山字田中58

設立年月日 平成8年1月

資　本　金 1，100万円（2010年5月現在）

代表者名 代表取締役社長　斎藤　宏

従業員数 16名（2010年5月現在）

E　mall info＠holonic．co．jp

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

工場所在地 〒 同上

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品問合せ先．　担当部門 マーケティング部

TEL　O24　536　5421　　FAX　O24－－536　5422

〔展示主要商品〕

装置：RFIDによる採血管一括管理システム

特長：従来のバーコードでは不可能とされてきた「検体一括管理」「情報

追記」を可能にし，検体のトレサビリティ　向上・安全に貢献致します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズホメディー

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

設立年月日 1977年11月2日

資　本　金 3億2，975万円

代表者名 代表取締役社長　唐川　文成

従業員数 150名

E　Inall
URL（ホームページ） http：／／www．mizuho－m．co．jp

工場所在地．　〒841－0048　鳥栖市藤木町5　4

TEL：0942　85　0300

研究所所在地 〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

TEL：0942　85　0303　　FAX　O942　85　0312

商品間合せ先．　担当部門 品質保証部学術課

TEL：0942　84　5486　　FAX　O942－－85　0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサーFlu　A，B

特長：

①A型とB型の判定部が左右に分かれているため，判別が容易です。

②滴下数と判定時間がテストプレート上に表記されており，操作ミスが軽

　減できます。

③抽出容器は抽出効率を高める独自の特殊構造になっています。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

　アデノウイルスキット　　クイックチェイサー　Adeno咽頭／角結膜

　RSウイルスキット

B型肝炎ウイルス表面抗原キット

B型肝炎ウイルス表面抗体キット

　トレポネーマ抗体キット

　ヘモグロビン／トランスフェリンキット

●生化学液状試薬シリーズ

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

RSV
HBsAg
HBsAb
TPAb
便潜血

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

CHO，　TG，　HDL－C，　LDL－C，　IP等

A三菱化学メディエンス株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒108－8559東京都港区芝浦4－2－8

設立年月日 1975年4月15日

資　本　金 30億円

代表者名 代表取締役社長吉富敏彦

従業員数　’　2，937名（2010年3月期　連結）

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

工場所在地 〒276－0046：八千代市大和田新田1144

（生産物流センター） TEL：047　450　2261

研究所所在地 〒289－2247：香取郡多古町水戸字水戸台1460　6

（成田研究所） TEL　O479　76　3666

商品間合せ先 担当部門 診断検査事業本部　営業統括部

TEL　O3－6722－－5710　　FAX　O3　6722　4243

〔展示主要商品〕

■全自動臨床検査システム　STAClA（ステイシア）

■血液凝固測定装置　lL社製　ACL　TOP／TOP500CTS

■移動式免疫発光測定装置　パスファースト

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動臨床検査システム　STACIA（ステイシア）

■血液凝固測定装置　IL社製　ACL　TOP／TOP500CTS／ElitePro

■移動式免疫発光測定装置　パスファースト

■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム

■全自動免疫化学発光システム　シーメンス社製　イムライズ2000／1000

　イムライト2000XPi　ケンタウルスXP／CP

■分析用機械　TLC－FID／FPDイアトロスキャン

■その他　研究用試薬・細胞凍結保存液・他
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メディカテック株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒340－0816八潮市中央1－11－28

設立年月日 昭和57年9月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 月岡　康信

従業員数 63名

E　mail tokyo＠medicatec．co．jp

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

工場所在地 〒340－0816八潮市中央11128
TEL　O48－997　2305

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：048－994　3450　　FAX　O48－994－－3452

〔展示主要商品〕

自動チップセット機／ATI－1600

特長：コンパクト設計で，大型機の設置が困難な環境にも対応。

2，000本収納可能な大型ホッパーを採用，繁雑な作業を減らしました。

卓上型自動チップセット機／ATI－180

自動凝集像読み取り装置／APAS－3000

〔取扱い商品〕

自動血液型判定装置　　MEDIMAC　GR

検体前処理装置　　　　MDS－4500

自動カップセット機　　ACI－1600

自動プレート洗浄機　　MW－5111

粉砕専用機　　　　　　べ一タミル

各種前処理装置，OEM，特注品等にも対応致します。

　　　　　　　　　　　　M

濡三君認鷺㌣．㌔43Bl。2浜松市東区豊西町515－2

設立年月日 昭和60年1月

資　本　金 1，000万円

代表者名 市川明広

従業員数 25名

E　ma　　l medical－japan＠guitar．oclme．jp

URL（ホームページ）

本社・工場 〒431－3102　浜松市東区豊西町515　2

TEL　O53－489－6638 FAX　O53－489－6639

サービス拠点 千葉・神奈川・静岡・浜松・大阪・神戸・（岡山・広島・福岡を予定中）

商品間合せ先 担当部門 検体搬送システムG

TEL　O53－－489－一一6638　　FAX　O53－－489－－6639

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MJシリーズ

新製品：MJ－600，　MJ－300，　MJ－250をラインアップしました。

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラック

も1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ

処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム

検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）

分注システム（子検体ラベラー・有無）

採血管準備システム

検体受付システム

検体搬送リフト

バーコードプリンター

子検体容器

子検体ラベル

ディスポチップ

閉栓用ポリキャップ

開栓用ディスポ刃（ラミネート栓専用）
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　　　株式会社メレック

〒193－0834八王子市東浅川町516－10

設立年月日 昭和48年3月

資　本　金 3，975万円

代表者名 取締役社長　吉山幸彦

従業員数 54名（2010年5月現在）

E　ma　　l m175－11a＠melec－inc．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．melec－inc．com／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 制御機器営業部　永井　龍一

TEL　O42　664　5384　　FAX　O42－666　2031

〔展示主要商品〕

特長：メレックは，ステッピングモータドライバとステッピングモータ＆

サーボモーターコントローラの専門メーカで，ステッピングモータドライ

バは，豊富な製品ラインナップを持ち，ステッピングモータを「より滑ら

かに動かす」独自の技術や，「より高分解能」の制御技術においてのリー

ディングカンパニーです。今回の展示会では，進化した小型，ローコスト

2軸2相ドライバを始めとしたお客様のご要求に対して応えられるドライ

バを多機種，紹介させていただきます。

〔取扱い商品〕

・パルスジェネレーター（MCCO8，　MCCO7）
・ 5相ADB－5Fシリーズ（低振動／2万分割の高分解能）
・ 5相GDB－5Fシリーズ（低振動／200万分割の超高分解能）
・ 2相ADB－2Fシリーズ（5相STEPも可／高タクト／低振動）

株式会社ユ・一ケンサイエンス
〒lOI－0032東京都千代田区岩本町2－18－7　シマダビル2F

設立年月日 平成2年7月25日

資　本　金 1，000万円（2010年6月21日現在）

代表者名 代表取締役　山口　伸

従業員数 8名（2010年6月現在）

E　ma　　l info＠youken－science．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．youken－science．co．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03　3851　5113　　FAX　O3　3851　6165

〔展示主要商品〕

ディスポーザブル消耗品各種（チップ，試験管，サンプルカップ，スピッ

ツ，プレート等）

特長：国内工場にて金型製作から成形まで行い，高品質製品を供給しま

す。自社グループの成形工場にて成形を行う為，安心の品質管理，供給体

制です。

〔取扱い商品〕

・ ディスポーザブルチップ各種（自動分注器対応）

・ プラスチック試験管各種
・ サンプルカップ各種
・ 尿沈渣スピッツ各種

・マイクロプレート各種
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ライオンパワー株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒923－0972小松市月津町ツ5番地

設立年月日 昭和48年7月16日

資　本　金 4，156万円（2010年6月14日現在）

代表者名 取締役社長　高瀬　敬士朗

従業員数 122名（2010年6月14日現在）

E－．rnall hi＠lionpower．co．jp

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

工場所在地 〒 同上

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 研究開発室

TEL　O761－－44－5411　　FAX　O761－44　8080

〔展示主要商品〕

装置　卓上型採血管搬送装置

特長：

・ 採血管を保管用ラック（安価な市販品）へ自動移載

・中小規模病院向けに合わせたコンパクトサイズ（330W×500H×610D）
・ 血液量不足の採血管を自動ピッキング
・ 個別バーコードを読取り，ホストコンピュータ指令により自動仕分け
・ 搬送ライン用ラックに移載可能（保管ラックは専用品）

〔取扱い商品〕

・ 自動配線ロボット………“HIシリーズ”

・ オーダーメイド互換IC………“コンパチビリー”

：会：器：蕊暑 ラジオメークー株式会社

〒105－0003東京都港区新橋3－16－ll愛宕ビル

設立年月日 平成2年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 丸貞克

従業員数 160名

E－一一ma　　1

URL（ホームページ）

二［場所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL
研究所所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL　O3　5777　3540　　FAX：03　5777　3541

〔展示主要商品〕

1st　automatic

特長：ラジオメーター社の1st　automatic（ファーストオートマチック）

は，世界初のオートメーション化された血液ガスシステムです。測定装

置，サンプラー，そしてIT機能が一体となって，従来の血液ガス検査に

おけるマニュアル操作を自動化し，大幅な簡易化を実現しました。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム　　　　　　ABL800FLEX，　ABL80FLEXシステム，

　　　　　　　　　　　　　　ABL5

経皮血液ガスモニター　　　　TCM4，　TCM400，　TCM40

精度管理溶液　　　　　　　　クオリチェックプラスシリーズ

動脈血サンプラー　　　　　　safePICOシリーズ，クリニチューブ

緊急検査データ管理システム　RADIANCE
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ロシュ・ヲイアクソスティックス株式会社

〒105－OO14東京都港区芝2－6－1

設立年月日 1998年8月1日

資　本　　金　．　25億円

代表者名 代表取締役社長兼CEO　小川渉

従業員数 760名（2009年1月現在）

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

工場所在地’　〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先’TEL：035443．7041（大代表）FAX：03－－5443－7114

〔展示主要商品〕

特長：ロシュ・ダイアグノスティックスは，遺伝子，生化学，免疫血清，

血液凝固，POCTと検体検査におけるほぼ全ての領域に，システム，試

薬をラインアップしています。特に，免疫血清分野では，NT－proB－

NP，　TRAb，本年に入りPCT，　HCVなど，信頼1生の高いロシュならで

はの製品をつぎつぎに発売いたしました。さらに2008年のベンタナ社統合

は，検体検査技術と組織診断技術の向上に新たな価値を生み出します。

ロシュは，癌領域における腫瘍マーカーと癌組織診断の組み合わせによ

り，検査室，臨床検査技師が発する次代の付加価値創造を提案させていた

だきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学／免疫血清〉モジュラーアナリティクス，cobas　6000，　cobas　e411

〈遺伝子〉コバスTaqMan，コバスAlnpliPrep，コバスTaqMan48
〈血液凝固＞STA－R　Evolution，　STA　Compact〈自己血糖測定〉アキュ

チェックシリーズ（アビバ，アクティブ，コンパクト，コンフォート）

〈簡易分析装置＞cobas　h232，レフロトロンプラス　〈血液ガス＞cobas　b

121，cobas　b　221〈自動組織細胞染色〉ベンタナシンフォニー，ベンタ

ナXTシステムベンチマークモジュールXTなど

◎ 和光純薬工業株式会社
〒540－8605大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年

資　本　金 23億3，956万円

代表者名 松本　隆男

従業員数 1，400名

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

工場所在地 〒510－1222：三重郡菰野町大字大強原2613　2

TEL：0593　93　4881

研究所所在地 〒661－0963’尼崎市高田町6　1

TEL：06　6499　1501

商品問合せ先’　担当部門 臨床検査薬　カスタマーサポートセンター

TEL．03　3270－9134　　FAX’03－－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／ミュータスワコーi30

特長：・マイクロチップを利用した新しい検査システム

　　　・迅速・微量・高感度・高精度測定

　　　・AFP，　AFP－L、％，　PIVKA　IIをわずか11分で報告できます。

　　　・最大6項目，6試薬，25テスト／hの処理能力

　　　・反応原理　LBA－EATA法
　　　・検出方法　レーザー誘起蛍光検出法

　　　・省サイズ　W520（577）mm×D595mm×H546mm

　　　　　　　　　（）内：廃棄BOX含む



145

AA㏄　American　Association　fbr（Ninical　Cherrnistry　MEDtCA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人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協

会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

　AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical　Chemist－

ry　Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual　Meetingで

は，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展

示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40，000人を越える

見学者を迎えております。

　AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News　Letter」を発行して

おります。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質

⑥小児科学⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白

およびリボ蛋白　⑪TDMおよび毒物学　⑫Laboratory一情報システム

Messe　Dttsseldorf　GmbH

Stockumer　Kirchstrasse　61，40474　DUsseldorf，　Germany

　AACC入会希望の方は，申込書および年会費＄130．00を下記あてに送付

して下さい．

American　Association　for　Clinical　Chemistry，　Inc．

2101L　St．，　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：Werner　M．　Dornscheidt（ヴェルナーMドーンシャイト）

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・ジャパン

　　　　　　　TEL：03　5210－9951　Fax：03－5210－9959
　　　　　　　mdj＠messe－dus．co．jp

〈展示品＞

　　　　MEDICA国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション

　　　　MEDICAは1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機i

　　　　器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2007年度の開催では

　　　　世界100力国から4，300社の企業の出展と78力国から138，000人の来

　　　　場者が記録されています。

　　　　MEDICAは最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反
　　　　映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させま

　　　　した。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

　　　　電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP

　　　　整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス

　　　　病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム

　　　　清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

clinical　lab　expo

　　　AACC展示会

7月26～28日　2011　アトランタ

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

＝≡＝－三　　Praxis

＝＿一　　　　“nd
≒三≡≡三三＿　 Hospit己‘

：1El涯≡





展示会社・住所録



148 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
ア　ー　ク　レ　イ　株式会社 本　　　社 604－8153 京都市中京区烏丸四条上ル筈町689　京都御幸ビル10F （050）5527　9301

アークレイマーケティング株式会社 営業統括本部 160－0004 新宿区四谷1　2020大雅ビル4F （050）5527　7700 （03）3358　8536

北　海　道 065－0022 札幌市東区北22条東10　3　3 （011）750－5888 （011）7413088

事　業　所 札幌SSO、釧路SO

東　　　北 980－0824 仙台市青葉区支倉町4　34　マルキンビル4F （050）5536　5705 （022）2635225

事　業　所 仙台SSO、青森SO、盛岡SO

甲　信　越 331－0804 さいたま市北区土呂町2　44　9　ウェルズ土呂 （048）668－1331 （048）668　1320

事　業　所 さいたまSSO、長岡SO、松本SO

関　　　東 160－0004 新宿区四谷1…20　20　大雅ビル3F （050）5527－7702 （03）33588537

事　業　所 東京SSO

中部・北陸 461－0004 名古屋市東区葵3　15　31住友生命千種第2ビル5F （050）5536　5700 （052）933－－6315

事　業　所 名占屋SSO、静岡SO、金沢SO

近　　　畿 530－0054 大阪市北区南森町1　4－19　サウスホレストビル4F （050）5533　5585 （06）6312　3813

事　業　所 大阪SSO、京都SO、神戸SO

中国・四国 732－0816 広島市南区比治山本町16　35　広島産業文化センター12F （050）5533　5599 （082）2530112

事　業　所 広島SSO、岡山SO、松山SO、松江SO

九　　　州 812－0024 福岡市博多区綱場町1　1　福岡第一生命館4F （050）55279290 （092）282－－3091

事　業　所 福岡SSO、熊本SO、鹿児島SO、沖縄SO

アイ・エル・ジャパン株式会社 本　　　社 105－0013 港区浜松町2　2－15浜松町ゼネラルビル （03）34376350 （03）34376352

アイエスケー株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4　9　12 （03）38120191 （03）3812－9284

認可工場 120－0003 足立区東和3　5　4 （（13）3620－1003 （03）36200877

株式会社アイディエス 本　　　社 861－8038 熊本市長嶺東8　14－30 （096）380－4225 （096）3892077

東京営業所 150－0047 渋谷区神山町16－－2　ビットキューブ301 （03）5738－9314 （03）57389316

名古屋事務所 450－0001 名古屋市中村区那古野1－38　1　星光桜通ビル4F （052）586　0352 （052）586　0354

大阪事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1　18　31新星和新大阪ビル807 （06）6370　1850 （06）6370　1851

広島事務所 733－0011 広島市西区横川町2　15　16　フィレンツェ横川lF （082）532　1088 （082）532　1089

i－SENS，　lnc． 465－14Wolgye－dong，　Nowon－gu，　Seoul　139－845，　Korea 十82－2－916－6191 十82－2－942－2514

アイテック阪急阪神株式会社 本　　　社 553－0001 大阪市福島区海老江1　1　31 （06）6456　5223 （06）6456－5252

東京支社 105－0023 港区芝浦1　12　3 （03）3798－－1011 （03）3798　1028

ア　ジ　ア器材株式会社 本　　　社 194－0022 町田市森野2　2712 （042）723　4670 （042）728　0163
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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
味　の　素　株　　式　会　　社 本　　　社 104－8315 中央区京橋1　15　1 （03）52508197 （03）5250－8253

アボット　ジャパン株式会社 東京本社 106－8535 港区六本木1－9　9 （03）3589　9445 （03）358卜9448

札幌営業所 060－0003 札幌市中央区北三条西1　1－1　札幌パナソニックビル6F （011）219－1891 （011）219　1870

仙台営業所 983－0852 仙台市宮城野区榴岡4　2　3　仙台MTビル12　F （022）7926971 （022）792　6998

東京事業所 151－8563 渋谷区千駄ヶ谷5　25　5 （03）53673925 （03）5367－3926

名古屋営業所 465－0093 名古屋市名東区一社4　97 （052）7023508 （052）7023509

大阪営業所 541－0051 大阪市中央区備後町1　1　6 （06）6228　8630 （06）6203－5805

広島営業所 732－OO52 広島市東区光町2　7－8　4F （082）568－1925 （082）2610691

福岡営業所 812－0039 福岡市博多区冷泉町5－32　オーシャン博多ビル4F （092）291－6651 （092）291　4693

アルフレッサファーマ株式会社 本　　　社 540－8575 大阪市中央区石町2　2－9 （06）69410308 （06）69414861

札幌支店 060－0007 札幌市中央区北7条西13　9　1 （011）281－3000 （011）2813250

仙台支店 984－OO46 仙台市若林区二軒茶屋1　6 （022）2950631 （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 460－0008 名古屋市中区栄1　25－7 （052）218　5251 （052）218－5257

大阪支店 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （06）69412816 （06）69412831

高松支店 760－0068 高松市松島町1　13　14 （087）863　7181 （087）863　0520

広島支店 730－0016 広島市中区幟町1仁4 （082）2212954 （082）2212969

福岡支店 812－0022 福岡市博多区神屋町4－5 （092）2836306 （092）262　1362

ア　ロ　力　株　式　会　社 本　　　社 181－8622 三鷹市牟礼6　22－－1 （0422）45　5502 （0422）45　7751

埼玉営業所 331－0052 さいたま市西区三橋5－790 （048）623－2501 （048）620　1236

札幌営業所 065－0033 札幌市東区北33条東10　5　15 （011）7222205 （011）7222208

仙台支店 982－0014 仙台市太白区大野田字王ノ檀4　1 （022）3469520 （022）3469521

名古屋支店 468－0051 名古屋市天白区植田3－803 （052）8052660 （052）8052283

大阪支店 564－0051 吹田市豊津町4135 （06）48614888 （06）4861－4860

広島支店 733－0035 広島市西区南観音5　9　7 （082）292－0019 （082）292－6329

福岡支店 812－0054 福岡市東区馬出4　3　10 （092）6333131 （092）6333621

株式会社医学生物学研究所 本　　　社 460－0002 名占屋市中区丸の内3　5　10住友商事丸の内ビル5F （052）9712081 （052）9712337

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北七条西7　1－30　RICH　7・7BLDG　2　F （011）717　6547 （011）717－6546

東北営業所 960－1242 福島市松川町美郷4－1　1　G＆Gサイエンス株式会社内 （024）537－2480 （024）537　2481

首都圏統轄営業所 173－0004 板橋区板橋2　9　3　埼京ビル4F （03）5248　2861 （03）5248　2930
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名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F （052）972－0470 （052）971－2065

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）481－0530 （092）481－0537

伊那研究所 396－0002 伊那市手良沢岡1063－103 （0265）76－1777 （0265）76－0584

ヴェオリア・ウォーター・ソリューション＆テクノロジー株式会社 本　　　社 108－0022 港区海岸3－20－20 （090）8010－2064 （03）5441－7071

株　式　会　社　ウ　エ　ル　コ 本　　　社 183－0034 府中市住吉町3　3－1 （042）333－7311 （042）333－7313

エア・ブラウン株式会社 本　　　社 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－5720 （03）3543－8865

株式会社エイアンドティー 本　　　社 221－0056 横浜市神奈川区金港町2－6　横浜プラザビル （045）440－5810 （045）440－5820

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

仙台オフィス 980－0803 仙台市青葉区国分町3－6－1 （022）712－3021 （022）712－3023

さいたまオフィス 330－0081 さいたま市中央区新都心4－1 （048）600－1561 （048）601－3107

横浜オフィス 221－0056 横浜市神奈川区金港町2－6 （045）440－5812 （045）440－5820

名古屋オフィス 460－0008 名古屋市中区栄4－14－31 （052）249－9335 （052）262－4070

大阪オフィス 560－0082 豊中市新千里東町1－4－2 （06）4863－7737 （06）4863－7750

広島オフィス 730－0029 広島市中区三川町7－7 （082）545－1336 （082）246－8885

福岡オフィス 810－0001 福岡市中央区天神1－9－17 （092）717－2202 （092）717－2203

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　社 110－8408 台東区台東4－19－9　山ロビル7 （03）5846－3307 （03）5846－3475

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル （011）281－5401 （011）281－5404

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急7Fビル （022）712－2882 （022）712－2881

東京第1／2営業所 110－8408 台東区台東4－19－9　山ロビル7 （03）5846－3268 （03）5846－3271

東京第3営業所 231－0005 横浜市中区本町3－24　本町中央ビル9F （045）664－4891 （045）664－4893

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 京都市中京区鳥丸通二条上ル蒔絵屋280　マニュライフプレイス京都 （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）264－5312 （06）264－5322

広島営業所 730－0051 広島市中区大手町3－7－2　あいおい損保・広島ビル9F （082）247－4506 （082）247－4514

高松営業所 761－8071 高松市伏石町2083－19 （087）867－7751 （087）867－7753

福岡営業所 810－0001 福岡市中央区天神4－2－36　天神第一ビル （092）751－2227 （092）71仁7085

株式会社エクセル・クリエイツ 本　　　社 542－0061 大阪市中央区安堂寺町2－3－5 （06）6766－2202 （06）6766－2201

エプソン販売株式会社 本　　　社 160－8324 新宿区西新宿6－24－1　西新宿三井ビル24F （050）3155－7020

株式会社エル・エム・エス 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－6－7　田中ビル （03）5802－2741 （03）5802－2773
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大阪営業所 530－0044 大阪市北区東天満2－－5　20　古林ビル （06）6354　8755 （06）6354－8788

福岡営業所 811－2305 糟屋郡粕屋町大字柚須76　1 （092）626　2505 （092）621－8878

株式会社エ　ン　プ　ラ　ス 本　　　社 332－OO34 川口市並木2　30　1 （048）253－3131 （048）255－1688

Oy　Medix　Biochemica　Ab Asematie　13　FIN－02700　Kauniamen　Finland 十358－9－547竜80 十358－9－505－3441

（株）クレハトレーディング
Medlx　Biochen／lca

日本総代理店
103－0012 中央区日本橋堀留町1－2－10 （03）3639872ユ （03）3661－9594

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，鯨オフィス 101－0065 千代田区西神田3　5　2 （03）4411－7300 （03）44117711

札幌オフィス 060－0042 札幌市中央区大通西12　4 （0120）03　6527

仙台オフィス 980－0021 仙台市青葉区中央4－10　3 ノノ

さいたまオフィス 330－0844 さいたま市大宮区下町2　43　1 ノノ

船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18　10 ノノ

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3　20－12 ノノ

名古屋オフィス 460－0002 名古屋市中区丸の内1　4　12 ノノ

大阪オフィス 532－0003 大阪市淀川区宮原3－－5－36 ノノ

広島オフィス 732－0824 広島市南区的場町1　2　21 ノノ

岡山オフィス 700－0976 岡山市北区辰巳22－－103 ノノ

松山オフィス 790－0003 松山市三番町4　11…6 ノノ

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東2　14　1 ノノ

株　式　会　社　オ　ネ　ス　ト 本　　　社 113－0033 文京区本郷4　9－－25真成館ビル （03）5689　5900 （03）3815－3961

医療システム部 113－0033 文京区本郷4　9　25真成館ビル （03）5689－5903 （03）5689　5993

名古屋支店 450－0003 名古屋市中村区名駅南1　3　18　NORE名駅ビル （052）571－1600 （052）5711605

大阪支店 540－0008 大阪市中央区大手前1－4　12大阪天満橋ビル （06）69474777 （06）6947－4778

㈱オネスト九州 812－0011 福岡市博多区博多駅前2　11　16　第2大西ビル （092）4323777 （092）432－3776

株式会社オービーシステム 大阪本社 541－0046 大阪市中央区平野町2　3－7　アーバンエース北浜ビル （06）6228－3418 （06）6228－3423

東京本社 140－0004 品川区南品川2　2　13　南品川JNビル （03）34719878 （03）3471－9860

九州オフィス 812－0054 福岡市東区馬出1　13　8　ソフネット県庁ロビル （092）6432338 （092）643　7288

1海欧比受思晟峰
牧イ’賄限公lr』 62455966 上海市寧夏路777号4階 86十21－62455966

オ　リ　ン　パ　ス　株式会社 本　　　社 163－0914 新宿区西新宿2－3　1　新宿モノリス （03）69014040 （03）3340－2062

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 機能商品事業部 136－8631 江東区新砂1－－2　8 （03）56355191 （03）3699－7220

オルガノ北髄株式会社 060－0907 札幌市東区北7条東5　8　37 （Ol1）733　4132 （011）733　1377

オ1レガ煉北株式会社 980－0014 仙台市青葉区本町1　11　1　仙台グリーンプレス （022）712－6971 （022）712－6977
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オルガノ東京株式会社 136－0075 江東区新砂1－2－8 （03）5665　7251 （03）5665－7280

オルガノ中部株式会社 460－0006 名古屋市中区葵1　2729　キリックスビル （052）939－0551 （052）931－1351

オルガノ関西株式会社 564－0053 吹田市江の木町1－6　関西オルガノビル （06）6384－0771 （06）6384－3166

オルガノ九州株式会社 810－0012 福岡市中央区白金1－4－2 （092）523－4132 （092）523－9892

株　式　会　社　力　イ　ノ　ス 本　　　社 113－0033 文京区本郷2　38　18 （03）3816－4485 （03）3816－6517

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西3　10 （011）737－5290 （011）737－5292

仙台営業所 982－0012 仙台市太白区長町南3－3－43 （022）249－5527 （022）249－7544

東京営業所 113－0033 文京区本郷2－38　18 （03）3816－4481 （03）3816－4110

名古屋営業所 464－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70 （052）783－1364 （052）783－1365

大阪営業所 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）6370－1131 （06）6370－7710

広島営業所 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）441－6997

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　社 103－0023 中央区日本橋本町3－11－5　マルサンビル2F （03）3667－8061 （03）3667－6891

大阪支店 541－0048 大阪市中央区瓦町2　5－1 （06）6222－3709 （06）6222－3412

福岡支店 812－0007 福岡市博多区東比恵2－22－3 （092）414－9361 （092）414－9356

札幌営業所 004－0811 札幌市清田区美しが丘一条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）2840175 （022）284－9816

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

協和メデックス株式会社 本　　　社 104－6004 中央区晴海1－8－10晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX4F （03）6219－7600 （03）6219－7614

東京支店 104－0033 中央区新川1－8－5　KKビル （03）5542－6011 （03）5542－6015

大阪支店 541－0053 大阪市中央区本町2－3－8　三甲大阪本町ビル5F （06）4964－9900 （06）6262－4030

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1　ダヴィンチ札幌パークフロント （011）261－5455 （011）261－5457

仙台営業所 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビルヂング （022）213－3821 （022）213－3829

横浜営業所 220－0012 横浜市西区みなとみらい3－6　3　MMパークビル8F （045）225－6473 （045）225－6475

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－21－25　清風ビル （052）962－7370 （052）953－6010

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

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

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

極東製薬工業株式会社 本　　　社 103－0024 中央区日本橋小舟町7－8 （03）5645－5661 （03）5645－5705

札幌営業所 064－0809 札幌市中央区南9条西20－2－24 （011）532－2551 （011）520－1380
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仙台営業所 9840002 仙台市若林区卸町東1－－2　9 （022）238　8721 （022）2388702

東京営業所 103－0012 中央区日本橋堀留町1　3　15 （03）5645－5701 （03）56455707
首都圏センター蝶所 103－0012 中央区日本橋堀留町1－－3－－15 （03）5645－5701 （03）56455707

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

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島2－－14　6 （06）63045446 （06）63044992

中四国営業所 732－0827 広島市南区稲荷町5－18 （082）2625446 （082）262　5447

福岡営業所 813－6591 福岡市東区多の津1　14－1 （092）6212345 （092）621－2341

久保田商事株式会社 本　　　社 113－OO33 文京区本郷3　299 （03）3815－1331 （03）38142574

札幌営業所 065－OOユ5 札幌市東区北15条東10　2－6 （011）751　2175 （011）751－－2176

仙台営業所 984－0038 仙台市若林区伊佐字東通30 （022）2872181 （022）287－2182

つくば営業所 305－0033 つくば市東新井2617 （029）856－3211 （029）8565811

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

大阪営業所 540－0013 大阪市中央区内久宝寺田∫4　2　17 （06）6762－8471 （06）6762　8473

広島営業所 730－Ol38 広島市安佐南区祀園4－－51　26 （082）8717811 （082）8717828

四国営業所 799－3202 伊予市双海町上灘甲6466－2 （089）986　5018 （089）986－5019

福岡営業所 813－0034 福岡市東区多の津5　21－10 （092）621　1161 （092）621－1162

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン 本　　　社 106－0047 港区南麻布2　4　5　皆川ビル5F （03）5443　5661 （03）5443　5654

関西営業所 600－8861 京都市下京区七条御所ノ内北町93グランドメイリンセブン503 （075）326－－3790 （075）3263761

コメットシステム株式会社 本　　　社 739－1732 広島市安佐北区落合南3－－3　3 （082）845－4404（代） （082）845　4403

コンビメートリックス株式会社 150－0021 東京都渋谷区恵比寿西1　21　5　West21ビル （03）5457　7117 （03）5457　0390

興和㈱電機光学事業部 東京支店体部） 103－8433 中央区日本橋本町3　4－14 （03）3279－－7637 （03）32797541

小林クリエイ　ト株式会社 本　　　社 448－8656 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）265310 （0566）265308
巾場開発部
第’ピジ秘クルーノ 104－oO41 中央区新富1－18－－1 （03）3553－5871 （03）35532635

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 本　　　社 141－8673 品川区東五反田3　20－14　高輪パークタワー （Ol20）506－155お客様支援センター

（0120）543－－455

（03）35373920

本社ショールーム 104－0033 中央区新川1　3　17　新川三幸ビル ノノ 〃

札幌ショールーム 060－0005 札幌市中央区北5条西2－5　JRタワーオフィスプラザさっぽろ20F ノノ ノノ

仙台ショールーム 980－8485 仙台市青葉区中央］－2－3　SENDAI　MARK　ONE　18F ノノ 〃



154 社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
さいたまショ⇒レーZ、 330－6016 さいたま市中央区新都心1　1－2　明治安田生命

さいたま新都心ビル（ランドアクシスタワー）16F

ノノ 〃

名躍ショーノレーム 450－0001 名古屋市中村区那古野1　47－］　名古屋国際センタービル1F ノノ 〃

大阪ショールーム 564－0〔〕63 吹田市江坂町1－14－33　大町ビルユF 〃 ノノ

広島ショーノビム 732－0824 広島市南区的場町1－2－19　アーバス広島1F ノノ ノノ

福岡ショールーム 812－0011 博多区博多駅前1－－21　28　博多駅前スクエア ノノ 〃

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）2650500 （078）2650524

東京支社 141－0032 品川区大崎1　2　2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F （03）5434－8550 （03）54348551

仙台支店 980－6024 仙台市青葉区中央4　6　1　住友生命仙台中央ビル（SS30）24　F （022）722－1710 （022）265　1661

北関東支店 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町4　26］－1　キャピタルビル7F （048）600　3888 （048）601－－2272

名古屋支店 465－0025 名古屋市名東区上社1　603 （052）775　8101 （052）775　5217

大阪支店 564－0053 吹田市江の木町17　1　コンパーノビル5F （06）63378300 （06）6337　8200

広島支店 730－0036 広島市中区袋町3　17　シシンヨービル5F （082）248　9070 （082）248－－9075

福岡支店 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－－9　24 （092）4114314 （092）474　3862

シスメックス・ビオメリュー株式会社 本　　　社 141－0032 品川区大崎1－2－－2大崎セントラルタワー8F （03）68342666 （03）6834－2667

株　式　会　社　常　　　　光 本　　　社 113－0033 文京区本郷3　19　4 （03）3815　1717 （03）3815コ759

東京技術研究所 213－8588 川崎市高津区宇奈根731　1 （044）8119211 （044）811－9209

菊川工場 439－0037 菊川市西方154 （0537）36　1126 （0537）362169

物流センター 439－0037 菊川市西方154 （0537）887318 （0537）887319

東京支店 213－8588 川崎市高津区宇奈根731－－1 （044）811－9211 （044）8119204

札幌支店 060－0005 札幌市中央区北5条西13 （011）219　2211 （011）2194701

名古屋支店 460－0011 名古屋市中区大須1　2　3　久雅ビル302 （052）202　7202 （052）202－7204

大阪支店 567－0031 茨木市春日2－3－－7－202 （072）624－44U （072）6244477

福岡支店 812－0029 福岡市博多区古門戸3－－12 （092）281…5757 （092）2815760

仙台営業所 983－0045 仙台市宮城野区宮城野1－－26　2］ （022）292　7170 （022）292　7305

新潟営業所 950－0836 新潟市東中野山3　5　15 （025）277　3811 （025）277－0522

広島営業所 734－0022 広島市南区東雲2　2－－14－104 （082）508ヨ〕852 （082）508　0851

積水メディカル株式会社 本　　　社 103－0027 中央区日本橋3…13　5　KDX日本橋313ビル （03）3272－0827 （03）32810510
検査センター営業所 103－0027 中央区日本橋3－13－－5　KDX口本橋313ビル （03）32720906 （03）3272－0907

北海道営業所 060－0005 札幌市中央区北5条西6－2－2　札幌センタービル7F （Ol1）2727288 （011）272－7299
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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 980－0014 仙台市青葉区本町3－5　21仙台三恵ビル8F （022）263－8560 （022）2638561

東日本営業所 135－0063 江東区有明3　5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520　1360 （03）5520－1350

首都圏第一営業所 135－0063 江東区有明3－5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520－1360 （03）5520－1350

首都圏第二営業所 135－0063 江東区有明3－5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520－1360 （03）5520－1350

中部営業所 460－0011 名古屋市中区錦1－5－11名古屋伊藤忠ビル3F （052）209－7714 （052）209－7724

西日本第一営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31上村ニッセイビル16F （06）6350－6581 （06）6350－6582

西日本第二営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31　上村ニッセイビル16F （06）6350－6581 （06）6350－6582

中国営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル6F （082）261－7862 （082）261－7863

九州営業所 812－0013 福岡市博多区駅前3－26－29九勧博多ビル2F （092）451－0511 （092）474－4136

セラビジョン・ジャパン株式会社 本　　　社 220－8120 横浜市西区みなとみらい2－2－1　ランドマークタワー20F （045）670－7110 （045）6707001

株式会社セントラル科学貿易 東京本社 111－0052 台東区柳橋1－8－1 （03）5820－1500 （03）5820－1515

札幌出張所 001－0911 札幌市北区新琴似11条13丁目7－13－2 （011）764－3611 （011）764－3612

大阪支店 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－36 （06）6325－3171 （06）6325－5180

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482－4000 （092）482－3797

ダイアシスジャパン株式会社 本　　　社 651－0083 神戸市中央区浜辺通5－1－14 （078）242－6701 （078）242－6702

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　社 534－0021 大阪市都島区都島本通1－15－17 （06）6928－7441 （06）6928－7445

東京支社 102－0074 千代田区九段南2－3－26　井関ビル4F （03）5276－0202 （03）5276－0203

大阪ソリューショ
ンセンター

566－0035 摂津市鶴野3　7－14 （0726）32－3666 （0726）32－4700

〈グループ企業〉

富山大扇工業㈱ 930－0401 中新川郡上市町広野新269 （0764）73－0336 （0764）73－0338

上海大扇塑料包装
有限公司 中華人民共和国上海市青浦区華新鎮華丹路501号1室 86－21－5979－0140 86－21－5979－0141

煽（上海）有限公司 中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號 86－21－5950－4597 86－21－5950－4314

日本バイオセラ㈱ 102－0074 千代田区九段南2－3－26　井関ビル4F （03）5276－0212 （03）5276－0203

Diba　lndustries，　lnc． 本　　　社 6810 4Precision　Rd，　Danbury，　CT　USA （203）744－0773 （203）744－0663

ディバジャパン株式会社 東　　　京 154－0012 世田谷区駒沢3－28－11　アーバン駒沢 （03）57796772 （03）3424－7255

株式会社テクノメディカ 本　　　社 224－0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1 （045）948－1961 （045）948－1962

名古屋支店 464－0850 名古屋市千種区今池4－4－9 （052）741－1516 （052）741－1517

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町1－28－6－501 （06）6337－3432 （06）6337－3482

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－11－35 （092）483－7333 （092）483－7334

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－2－5　4F （011）271－3770 （011）271－3760



156 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 981－3133 仙台市泉区泉中央1－14－1　3F （022）771－9333 （022）771－9334

甲信営業所 390－0872 松本市北深志3　9　6　2F （0263）38－0016 （0263）38－0017

北関東営業所 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町2－44 （048）650－8191 （048）650－8192

金沢出張所 920－0064 金沢市南新保町又209　ヴィラージュ・エトワール1－101 （076）237－9210 （076）237－9211

松山営業所 790－0056 松山市土居田町23－5　1F （089）945－3870 （089）945－3871

広島営業所 731－0122 広島市安佐南区中筋2－3－4－101 （082）830－5103 （082）830－5104

岡山出張所 700－0904 岡山市北区柳町2－4－23　8F （086）232－7050 （086）232－7051

盛岡出張所 020－0026 盛岡市開運橋通1－1　2F （019）681－4657 （019）681－4658

デ　ン　カ　生研株式会社 本　　　社 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2 （03）3669－9091 （03）3664－1005

東京支店 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2 （03）3669－9093 （03）3662－2228

東京支店営業第二課

新　潟　駐　在 950－0965 新潟市中央区新光町17 （025）285－8641 （025）285　9872

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島4－7－18 （06）6307－7061 （06）6307－7091

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西18－1－27 （011）615－2866 （011）615－2867

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－13－24 （022）264－1138 （022）268－6084

名古屋営業所 464－0026 名古屋市千種区井上町49－1 （052）788－3981 （052）788－3985

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街8－20 （092）414－7071 （092）414－7073

東京貿易機械株式会社 本　　　社 104－8510 中央区八丁堀2－13－8 （03）3555－7353 （03）3555－7367

札幌営業所 060－0908 札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル606 （011）751－6472 （011）751－6471

仙台営業所 981－0911 仙台市青葉区台原2－10－2　アークヒルズ台原103 （022）219－6551 （022）219－6561

本社・あきる野
テクニカルセンター 197－0823 あきる野市野辺569－6 （042）532－8271 （042）532－8234

名古屋営業所 452－0806 名古屋市西区五才美町59 （052）509－7201 （052）509－7202

大阪営業所 540－0038 大阪市中央区内淡路町1－4－8　中大江ビル303 （06）4790－3235 （06）4790－3236

広島営業所 731－0137 広島市安佐南区山本2－3－13 （082）8502271 （082）8502272

福岡営業所 813－6591 福岡市東区多の津1－14－1FRCビル1F （092）623－1689 （092）623－1789

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

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

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

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

首都圏支社 104－0051 中央区佃2－1　6　リバーシティ　M－SQUARE　8F （03）5144－8425 （03）5548－3973

中部支社 450－0008 名古屋市中区栄4－5－3　KDX名古屋栄ビル （052）238－9606 （052）251－5315
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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

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

中四国支社 730－0017 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル （082）5118512 （082）5118523

九州支社 816－0864 春日市須玖北2　8 （092）575－2711 （092）5752748

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 105－8623 東京都港区芝3　8－2 （03）5427　5181 （03）5427－5520

仙台支店 980－0〔〕14 仙台市青葉区本町1－11－1 （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 541－0043 大阪市中央区高麗橋4－4　9 （06）6209－1948 （06）62091965

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－13　2 （092）7810481 （092）751－7015

山口営業所 746－8501 周南市開成町4560 （0834）63－9888 （0834）63　6627

カスタマー嚇一トセンター 252－1123 綾瀬市早川2743　1 （0467）765384 （0467）79－2550

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4　7　10 （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）63483833

東京支社 141－8633 品川区東五反田2－10－2　東五反田スクエア （03）6422　4849 （03）6422－4951

東洋紡エンジニアリング株式会社 本　　　社 530－0003 大阪市北区堂島2　1　16 （06）6348　3357 （06）6348　9455

トリナ・バイオリアクティブス 日本支社 100－0014 千代圧1区永田町2　17　8 （03）35035628 （03）3503　1575

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 110－8736 台東区上野3　23　9 （03）58465611 （03）5846　5619

支援業務センター 307－0036 結城市北南茂呂1075　2 （0296）209700 （0296）20－9801

北日本営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台6F （022）7173401 （022）7173410

東京営業所 110－8736 台東区上野3　23　9 （03）58465708 （03）5846－5676

名古屋営業所 460－0013 名古屋市中区上前津2　14　15 （052）3328572 （052）3328771

大阪営業所 541－0057 大阪市中央区北久宝寺町2－5　9 （06）6253　1722 （06）6253－1729

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 812－0016 福岡市博多区博多東1　2　15 （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 102－0073 千代田区九段北3　2　11 （03）32384541 （03）3238－4591

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　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）2315138 （052）2310158

広島営業所 730－0029 広島市中区三川町2－11 （082）241－8245 （082）5410711

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



158 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
日東機器ファインテック株式会社 本　　　社 108－0073 港区三田3　1136　三田日東ダイビル8F （03）3452　7731 （03）34527925

大阪営業所 541－0047 大阪市中央区淡路町3　1　9　淡路町ダイビル502 （06）4707－3971 （06）4707　3944

ニップンテクノクラスタ株式会社 本　　　社 169－0075 新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル4F （03）52876761 （03）52876765

ニ　プ　ロ　株　式　会　社 本　　　社 531－8510 大阪市北区本庄西3－9－3 （06）6373－3155 （06）6374－0697

札幌支店 060－0009 札幌市中央区北9条西19　35 （011）631－7311 （011）6317314

盛岡営業所 020－0334 盛岡市盛岡駅前通15　20　ニッセイ盛岡駅前ビル4F （019）654－0200 （019）654　0211

秋田営業所 010－0951 秋田市山王2　1－40田ロビル5F （018）8678180 （018）867－8480

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

福島営業所 963－8861 郡山市鶴見坦1－6－36鶴見坦橋本地所ビル101 （024）931－8999 （024）922－7457

新潟支店 950－0915 新潟市鐙西2　29　15　ピュアコートベル2F （025）248－7518 （025）2487506

関東北支店 331－0815 さいたま市北区大成町4　421　2 （048）666　3721 （048）666　3772

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

関東東支店 261－0023 千葉市美浜区中瀬1－7－1　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル23F （043）35仁8501 （043）3518502

東京第一・第二支店 113－0033 文京区本郷4　3　4　ニプロビル2F （03）3818　0425 （03）3818－0469

横浜支店 221－0052 横浜市神奈川区栄町1　1　アーバンスクエア横浜11F （045）441－3222 （045）4413256

西東京支店 190－0022 立川市錦町2　7　10　西野ビル1F （042）5211471 （042）521－1476

長野営業所 390－0871 松本市桐3－2－45山本ビル2F－1 （0263）36－0522 （0263）365212

静岡支店 422－8051 静岡市駿河区中野新田305　1　東名第一ビル3F （054）2836413 （054）283－8794

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－91　高柳本郷ビル （052）777－－1010 （052）777　1015

北陸営業所 921－8005 金沢市間明町2－273　中元ビル2F （076）292－0245 （076）2920216

京都支店 606－8204 京都市左京区田中下柳町36 （075）752－－0820 （075）7520824

阪奈支店 531－0072 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）63730555 （06）63730385

阪和支店 591－8023 堺市北区中百舌鳥町5－758AKIBOビル6F （072）240－－3296 （072）2578390

神戸支店 650－0015 神戸市中央区多聞通4　1　3　ナカヤマビル7F （078）3617585 （078）361－7587

岡山支店 700－0964 岡山市北区中仙道2　27　13 （086）243－7591 （086）2440932

広島支店 731－0135 広島市安佐南区長束3－45－3 （082）238　8307 （082）238－8631

四国支店 761－8013 高松市香西東町304　1　新栄ビル （087）8822828 （087）882　7729

福岡支店 816－0935 大野城市錦町2－2－12 （092）574　3731 （092）574　1748

熊本支店 862－0913 熊本市尾ノ上1　12　3　ファインパレス尾ノ上103 （096）33仁7330 （096）3317335

鹿児島支店 890－0046 鹿児島市西田2　28　9　アスカIIlF （099）258－2775 （099）2556303
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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

日本光電工業株式会社 本　　　社 161－8560 新宿区西落合1－31－4 （03）5996－8000 （03）5996－8085

販社、営業所 全国10販社、120営業所

公益財団法人日本適合性認定協会 認定センター 141－0022 品川区東五反田1－22－1　五反田ANビル3F （03）3442－1217 （03）5475－2780

日本カンタム・デザイン株式会社 本　　　社 171－0014 豊島区池袋2－40－13池袋デュープレックスビズ （03）5954－8571 （03）5954－6570

日　本　電　子　株　式　会　社 本　　　社 196－8558 昭島市武蔵野3－1－2 （042）543－1111 （042）546－3353

東京支店 190－0012 立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F （042）528－3341 （042）528－3488

札幌支店 060－0809 札幌市北区北9条西3－19　ノルテプラザ5F （011）726－9680 （011）717－7305

仙台支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル6F （022）222－3324 （022）265－0202

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

横浜支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル6F （045）474－2181 （045）474－2180

名古屋支店 450－0001 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル14F （052）58仁1406 （052）581－2887

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル11F （06）6304－3941 （06）6304－7377

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

広島支店 730－0015 広島市中区橋本町10－6　広島NSビル5F （082）221－2500 （082）221－3611

高松支店 760－0023 高松市寿町1－1－12パシフィックシティ　高松ビル （087）821－0053 （087）822－0709

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル5F （092）411－2381 （092）473－1649

日本ケミ　ファ株式会社 本　　　社 101－8678 千代田区岩本町2－2　3 （03）3850－2974 （03）3862－2645

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区丸の内1－15－20ie丸の内ビルディング5F （052）231－5688 （052）231－5677

大阪支店 550－0002 大阪市西区江戸堀1－26－20　江戸堀グロウスビル4F （06）6448－1863 （06）6448－1866

広島支店 730－0856 広島県広島市中区河原町1－26環衛ビル3F （082）2964825 （082）296－4755

日　本ポール株式会社 本　　　社 163－1325 新宿区西新宿6　5－1 （0120）801－156 （03）6386－0994

日本ミ　リポア株式会社 本　　　社 108－0073 港区三田1－4－28　三田国際ビル （0120）633－358 （03）5442－9736

ニ　ュ　ー　コ　ン株式会社 本　　　社 116－0014 荒川区東日暮里5－41－12 （03）38052590 （03）3805－2685

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－9－1　ファーストいずみビル2F （092）4776661 （092）477－6662

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

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 本　　　社 140－0002 品川区東品川2－2－24天王洲セントラルタワー （03）6361－7070 （03）5463－8481

大阪営業所 532－0025 大阪市淀川区新北野1－14－11大阪新北野第一生命ビル （06）6309－5860 （06）6308－3064

バイオテック株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）3816－6931 （03）3818－4554

大阪営業所 533－0034 大阪市東淀川区東中島1－6－14第2日大ビル907号 （06）6379－1555 （06）6379－1565

株式会社バイロクエスト 本　　　社 541－0047 大阪市中央区淡路町2－2－5 （06）6152－9940 （06）6152－9941



160 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
つくばオフィス 300－2655 つくば市諏訪C21街区1　ジャドールツクバ101号室 （029）839　0322 （029）839　0323

浜松ホトニクス株式会社 本社事務所 430－8587 浜松市中区砂山町325－6　日本生命浜松駅前ビル （053）452－．2141 （053）456　7889

電r管事業部
（9ヲ岡製作所） 438－0193 磐田市下神増314－－5 （0539）62－3151 （0539）62　2205

固体事業部 435－8558 浜松市東区市野町1126　1 （053）434－3311 （053）4345184

システム事業部 431－3196 浜松市東区常光町812 （053）435　1560 （053）435－－7570

中央研究所 434－8601 浜松市浜北区平口5000 （053）5867111 （053）586－－6180

筑波研究所 300－2635 つくば市東光台5　9　2 （029）8475161 （029）847　5266

東京支店 105－0001 港区虎ノ門3　8－21虎ノ門33森ビル5F （03）34360491 （03）34336997

大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町2　3　13　大阪国際ビル10F （06）62710441 （06）62710450

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉1－6－1］　日本生命仙台勾当台ビル2F （022）2670121 （022）2670135

筑波営業所 300－2635 つくば市東光台5－9　4　筑波研究コンソーシアム2F （029）847－3821 （029）8478654

株式会社日立ハイテクノロジーズ 本　　　社 105－8717 港区西新橋1　24　14 （03）3504　7211 （03）3504　7754

北海道支店 060－0807 札幌市北区北七条西1　1　2　SE山京ビル7F （011）707　3353 （011）7073410

東北支店 980－0021 仙台市青葉区中央3　2　1　青葉通プラザ （022）264－3211 （022）267　6453

中部支店 460－0003 名古屋市中区錦2－－13　19　瀧定ビル4F （052）219－1744 （052）219－1866

関西支店 532－0003 大阪市淀川区宮原3　3　31　上村ニッセイビル （06）4807　2571 （06）48072559

四国営業所 761－8071 高松市伏石町2027　9 （087）814　9911 （087）8149912

中国支店 730－0011 広島市中区基町1113第一生命ビル （082）2214514 （082）221－4513

九州支店 812－0026 福岡市博多区上川端町12　20　ふくぎん博多ビル （092）778　3010 （092）7216301

フ　ァ　デ　ィ　ア株式会社 本　　　社 163－1431 新宿区西新宿3　20　2　東京オペラシティータワー （03）5365　8338 （03）53658336

配免疫診断諜室 163－1431 新宿区西新宿3　20　2　東京オペラシティータワー （03）5365　8560 （03）5365－8336

大阪営業所 532－0004 大阪市淀川区西宮原］　5　28 （06）63502242 （06）63502197

福岡営業所 812－oO38 福岡市博多区祇園町1　1 （092）2826721 （092）2826721

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 （03）36256543 （03）36256545

札幌営業所 065－0024 札幌市東区北24条東2　4　10　丸源ビル2F （011）711－7813 （011）711－－7816

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島6－5　3　サムティフェイム新大阪2403 （06）6889－－5451 （06）68895450
東川療1目報開発
センター

111－0041 台東区元浅草2　6　6　東京日産台東ビル9F （03）5806－9883 （03）3841－2956
｝｛、岡1ク、療情報開発

センター 200刈033 盛岡市盛岡駅前北通5　6　MDIビル （019）626　6543 （019）626…6545

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

富　士　通　株　式　会　社 本　　　社 105－7123 東京都港区東新橋1　5　2　汐留シティセンター （0120）933　200
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富士フイルムメディカル株式会社 本　　　社 106－0031 港区西麻布2－26－30富士フイルム西麻布ビル （03）64198000 （03）5469－3510

牒推進本部・POCT部 106－OO31 港区西麻布2－26－30富士フイルム西麻布ビル （03）6419　8083 （03）5469－3608

北髄地区営業本部 001－0081 札幌市北区北18条西3　1　38 （011）758－0381 （Ol1）7479485

東北地区営業本部 983－0862 仙台市宮城野区二十人町99　富士フイルム仙台ビル6F （022）292－5253 （022）256－6385

東京地区営業本部 106－0031 港区西麻布2－26－30　富士フイルム西麻布ビル （03）64198085 （03）5469　3860

北関東地区牒本部 330－0842 さいたま市大宮区浅間町2－240 （048）6456001 （048）6472560
南関東地区営業本部 222－0033 横浜市港北区新横浜2－8－11 （045）4717311 （045）4726321

中部地区営業本部 460－0008 名古屋市中区栄2　12－12　白川第2ビル別館7F （052）221－7871 （052）203－4875

関西・中四国地区営業本部 532－0004 大阪市淀川区西宮原1　3　5 （06）6396－5102 （06）6396－5103

四国営業所 760－0056 高松市中新町2　8　日本興亜損保高松ビル （087）8348844 （087）8334694

九州地区営業本部 812－0011 福岡市博多区博多駅前4　13　19 （092）45＋3151 （092）474－2524

富士　レ　ビ　オ株式会社 本　　　社 103－0007 中央区日本橋浜町2　62　5 （03）5695－9210 （03）5695－9234

東京支店 1〔〕3－0007 中央区日本橋浜町2　62　5 （03）56950711 （03）5695－0858

首都圏支店 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5 （03）5695－0711 （03）5695－0858

北海道支店 060－0807 札幌市北区北7条西4－1－2　北七条SIAビル5F （011）758　7000 （011）758－7002

東北支店 980－0811 仙台市青葉区一番町2－8－10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F （022）264　4001 （022）264　4008

北関東支店 330－0802 さいたま市大宮区宮町2　81大宮アネックスビル （048）643－0321 （048）6442724

湾岸支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－18－14　住生新横浜第2ビル （045）478　3181 （045）475－4104

中部支店 465－0025 名古屋市名東区上社2－174 （052）775　1081 （052）7751833

大阪支店 532－0033 大阪市淀川区新高3　9　14MMビル4F （06）61505520 （06）61505530

中四国支店 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

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東2　10　1　福岡ビルS館6F （092）472　5661 （092）474－8555

扶桑薬品工業株式会社 本社事務所 536－8523 大阪市城東区森之宮2　3　11 （06）6969　1131 （06）6969－2341

札幌支店 003－0005 札幌市白石区東札幌5条1　2　20 （011）8143811 （011）8143815

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1　14　21 （022）2212656 （022）2622600

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2　4　5 （03）5203　7101 （03）5203－7088

名古屋支店 461－0001 名古屋市東区泉1　3　26 （052）9625001 （052）971－6592

大阪支店 541－0045 大阪市中央区道修町1　7　10 （06）6203　5671 （06）62316886

岡山支店 700－0834 岡山市北区天瀬南町9　12 （086）2254505 （086）2252329

広島支店 730－0016 広島市中区幟町3　59 （082）2286591 （082）2286594
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福岡支店 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23 （092）271－0501 （092）291－6739

東京第二支店 330－0845 さいたま市大宮区仲町1－104 （048）644－9202 （048）644－2143

東京第三支店 222－0033 横浜市港北区新横浜2－4－19 （045）474－0386 （045）474－0388

古　野　電　気　株　式　会　社 本　　　社 662－8580 西宮市芦原町9－52 （0798）65－2111 （0798）63－1020

INTセンター 662－0934 西宮市西宮浜2－20 （0798）33－7500 （0798）33－7506

ベックマン・コールター株式会社 本　　　社 135－0063 江東区有明3－5－7　TOC有明ウエストタワー （03）6745－4704 （03）5530－2460

大阪オフィス 565－0083 豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル

札幌オフィス 003－0807 札幌市中央区北2条西1－1　マルイト札幌ビル

仙台オフィス 980－0803 仙台市泉区泉中央1－7－1　地下鉄泉中央駅ビル

さいたまオフィス 331－0812 さいたま市北区宮原町2－16－14新正ビル

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3－6－12　日総第12ビル

名古屋オフィス 460－0003 名古屋市中区錦3－10－33錦SISビル

広島オフィス 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル

福岡オフィス 811－2205 糟屋郡志免町大字別府681－4　アクセス空港東

株式会社ヘレナ研究所 本　　　社 330－0061 さいたま市浦和区常盤9－21－19 （048）833－3208 （048）833－3273

大阪支社 540－0011 大阪市中央区農人橋2－1－31 （06）6945－1070 （06）6945－1055

株式会社ホ　ロ　ニ　ッ　ク 本　　　社 960－8252 福島市御山字田中58 （024）536－5421 （024）536－5422

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 （075）313－5736 （075）3210752

東京セールスオフィス 101－0031 千代田区東神田1－7－8　アルテビル東神田 （03）3861－8389 （03）3861－8259

名古屋セールスオフィス 461－0004 名古屋市東区葵3－15⊃1住友生命千種第2ビル6F （052）936－5781 （052）936－5789

大阪セールスオフィス 532－0011 大阪市淀川区西中島7－4－17　新大阪上野東洋ビル4F （06）6390－8013 （06）6390－8012

九州セールスオフィス 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

株式会社　ミズホメディー 本　　　社 841－0048 鳥栖市藤木町5－4 （0942）85－0303 （0942）85－0312

東京営業所 11FOO53 台東区浅草橋3－20－12　ニュー蔵前ビル （03）3861－7447 （03）3861－7448

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

大阪営業所 553－0003 大阪市福島区福島5　3－7　エスティ西梅田ビル302 （06）6458－5711 （06）6458－5648

三菱化学メディエンス株式会社 本　　　社 108－8559 港区芝浦4－2－8 （03）6722－4000 （03）6722－4011

北海道支店 060－0042 札幌市中央区大通西7－1－1 （011）271－6961 （011）271－4870

東北支店 982－0012 仙台市太白区長町南1－1－27 （022）308－1869 （022）249－6335

東京支店 162－0812 新宿区西五軒町13－1 （03）5206－1670 （03）5206－1744
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社　　　　　　　　　名 本社および；跣機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

関東支店 162－0812 新宿区西五軒町13－1 （03）5206　1669 （03）5206　1744

中部支店 464－0850 名古屋市千種区今池5－－1－－5 （052）7355915 （052）7355925

北陸支店 920－0025 金沢市駅西本町6－－11－－16 （076）2222321 （076）2222329

関西支店 541－0044 大阪市中央区伏見町4－－1　1 （06）62048585 （06）62048715

中四国支店 730－0811 広島市中区中島町3　25 （082）5458595 （082）5458606

九州支店 813－0034 福岡市東区多の津1　14　1 （092）6116611 （092）6116633

メディカテック株式会社 本　　　社 340－0816 八潮市中央1　1128 （048）997－－2305 （048）996－6968

営　業　所 340－0822 八潮市大瀬863　1 （048）994…3450 （048）9943452

株式会社メディカルジャパン 本　　　社 431－3102 浜松市東区豊西町515　2 （053）489　6638 （053）489　6639

工場所在地 431－3102 浜松市東区豊西町904　7 （053）4359881 （053）435－9882

サービス拠点 千葉・神奈川・静岡・大阪・神戸・（岡山、広島、福岡を予定中）

株　式　会　社　メ　レ　ッ　ク 本　　　社 193－0834 八王子市東浅川町516　10 （042）664　5382 （042）6662031

大阪営業所 564－0063 吹田市江坂町2　8　2　103 （06）6386　5135 （06）63865375

株式会社ユーケンサイエンス 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町2－18－－7　シマダビル2F （03）38515113 （03）38516165

ライオンパワー株式会社 本　　　社 923－0972 小松市月津町ツ5番地 （0761）44．5411 （0761）44－8080

ラジオメーター株式会社 本　　　社 105－0003 港区西新橋3　16　11愛宕イーストビル （03）5777350〔〕 （03）5777－3501

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）7463395

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

東京営業所 105－0003 港区西新橋3　16　11愛宕イーストビル （03）5777－－3555 （03）57773556

長野営業所 380－0917 長野市稲葉南俣2605一ユ　滝沢ビル （026）2236855 （026）2236853

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1　14－29　サン金沢ビル （076）2314455 （076）2314499

名古屋営業所 461－0004 名古屋市東区葵2　12　1　ナカノビル （052）934　2711 （052）934－－2714

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－－36　新大阪MT2ビル （06）6350－2000 （06）6350－2005

広島営業所 732－0814 広島市南区段原南1－－3　53　広島イーストビル （082）568　6355 （082）2612670

高松営業所 760－0079 高松市松縄町506　シブヤビル松縄 （087）815　1551 （087）865　8448

福岡営業所 814－0003 福岡市早良区城西1－8－36　西新町ファーストビル （092）822－2135 （092）822…3180

鹿児島営業所 892－0847 鹿児島市西千石町ll　25　フコク生命高見馬場ビル （099）227－9383 （099）2279384

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－0014 港区芝2　6　1 （03）5443　7041 （03）5443－7114

札幌支店 060－0031 札幌市中央区北1条東1　2　5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F （011）2511331 （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）2673877



164 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
関東甲信越支店 330－6034 さいたま市中央区新都心11－2　ランドアクシスタワー34F （048）610－4000 （048）601－0888

東京支店 105－0014 港区芝2－6－1 （03）5765－8081 （03）5765－8082

千葉・神奈川支店 105－0014 港区芝2－6－1 （03）6743－0430 （03）3457－8610

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F （052）220－5741 （052）220－5742

大阪支店 560－0082 豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F （06）4863－7621 （06）4863－7625

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

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1－4－4　JPR博多ビル12　F （092）461－1021 （092）461－1025

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）6203－3741 （06）6201－5964

大阪営業所 540－8605 大阪市中央区道修町2－3－8　武田北浜ビル （06）6203－3747 （06）6203－4640

東京営業所 103－0023 中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル2F （03）3270－9131 （03）3241－5752

北海道営業所 060－0001 札幌市中央区北1条西13－4　タケダ札幌ビル4F （011）271－0285 （011）271－0835

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F （022）222－3072 （022）264－2228

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

東海営業所 465－0018 名古屋市名東区八前2－914 （052）772－0788 （052）775－9413

中国営業所 735－0024 安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）285－6381 （082）286－2033

九州営業所 813－0062 福岡市東区松島3－22－30 （092）622－1005 （092）62仁9345

静岡出張所 422－8062 静岡市駿河区稲川3－1－21スギタビル5F （054）286－8231 （054）286－8215



2010年JACLA展示委員会
川上　　彰

川中　士郎

神吉　典和

冨田　修二

田原　完次

伊藤　博隆

（振　　興　　会）

（日　本　電　子）

（シスメックス）

（栄　研　化　学）

（学術広告社）
（アートン・アド）

編集後記

　2010年JSCLA・JSLM共催展示会の開催に当
たり，恒例の展示目録を作成いたしました。

　昨年は，新しい展示会社が海外を含めて16社

ありましたが，今年も新しい展示会社が12社出

展してくれました。また，今年は4年振りの神戸

の会場となります。展示の小間数・面積は昨年と

同様の規模となっています。展示委員一同大いに

感謝している次第です。

　昨年は8，100名の来場者がありました。

　今年も多くの見学者のご来場と盛況を期待して

います。

　また，今年から展示目録の原稿を電子化しまし

た。出展社の皆様の御協力に感謝いたします。こ

の展示目録が皆さんの日常業務の中で，少しでも

お役に立てれば幸いです。　（A．K）

2010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

2010　EXHIBITORS’CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）

　　　〒113－0033東京都文京区本郷3－19－6
　　　　　　　　　　（ワイユウビル6F）

　　　　　　　　　Tel．03（5689）5910

　　　　　　　　　Fax．　03（5689）5917

ホームページ：http：／／homepage3．nifty．com／jacla

印刷：壮光舎印刷株式会社
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　　　　　　　　　　　（非売品・禁複写）



＝，：1’1‘

「　口’「‘

1・∨≧1‘．1㌔‘

き

、c．v－’・・i

！、’1　tt凸1‘

き・；剤

　蝉．
Ili・∵’とΣ・

擁c
↓三i奇1

∵

　き、・・

　　　tt　s

I、li1，．1’il‘

一一　．liL　　　》

JSCLA　http：／／www．jscla．com／

JSLM　http：〃www．jslm．org

JACLA　http：Z／homepage3．nifty．com／jacla／


	表紙
	表紙説明
	あいさつ ( 日本臨床検査自動化学会 会長 中井利昭 )
	あいさつ ( 日本臨床検査医学会 理事長 宮澤幸久 )
	目次
	臨床化学分析機器
	1. 電解質測定装置 ( 電極法 )
	2. 簡易分析装置
	3. 専用分析装置
	4. 多項目自動分析装置
	5. ドライケミストリー・システム
	6. 血液ガス分析装置
	7. 全自動電気泳動装置
	8. 電式泳動装置
	9. デンシトメータ装置
	10. 高速液体クロマトグラフィー装置
	11. その他

	核医学 ( RIA ) 機器
	12. ラジオイムノアッセイ装置

	免疫血清検査機器
	13. 酵素免疫測定装置
	14. 蛍光免疫測定装置
	15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置
	16. ラテックス凝集反応測定装置
	17. レーザーネフェロメータ
	18. 免疫比濁測定装置
	19. 発光免疫測定装置
	20. 蛍光偏光装置
	21. その他

	血液検査機器
	22. 多項目血球計数装置
	23. 血液凝固測定装置
	24. 血小板凝集測定装置
	25. 赤血球沈降速度自動測定装置
	26. 血液標本自動作製装置
	27. 血液像自動分類装置
	28. 細胞分類装置
	29. 全自動輸血検査装置
	30. その他

	細菌検査機器
	31. 微生物分類同定装置
	32. 感受性試験装置
	33. DNA・RNA測定装置
	34. 核酸抽出装置
	35. その他

	尿検査機器
	36. 浸透圧計
	37. 尿分析装置
	38. 尿沈渣分析装置
	39. 便潜血測定装置
	40. その他

	病理検査機器
	41. 自動組織細胞染色装置
	42. 画像処理装置
	43. その他

	生理機能検査機器
	44. 呼吸機能自動検査システム
	45. 超音波膀胱容量測定装置
	46. 超音波骨密度測定装置

	システム
	47. 臨床検査システム
	48. 検体前処理システム
	49. オートラベラー・バーコードプリンタ
	50. 分注装置
	51. 遠心分離器

	その他の臨床検査機器
	52. マイクロピペット
	53. 純水自動製造装置
	54. 洗浄器
	55. その他

	体外診断用医薬品
	自動分析装置専用試薬
	コントロール血清
	展示会社・主要製品紹介
	展示会社・住所録
	奥付

