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日本臨床検査自動化学会第26回大会

　　　　展示会開催にあたって

　日本臨床検査自動化学会第26回大会は9月23日㈹，24日（土）の2日間，幕張メッセ（干葉市美浜区中瀬2－1）の国際会議場と

展示場で講演と展示が行われますが，恒例によって展示は，学会前日（22日）の午後2時にテープカットを行い公開されます。

　臨床検査関連の機器や試薬の開発・発展を産学共同で行うという本学設立の目的から考えますと，この展示会の果す役割は極

めて重要であると申せましょう。見学者は，学術大会における議論が，実際にどのような形で具現化されてくるかを目の当りに

することができます。一方，展示会は新しい機器に関する情報をふんだんに提供してくれます。

　本展示会は，この種の催しものとしては，私の知る限り本邦で最大級のものと信じます。病院に働く技術者，医師あるいは検

査の管理者のみならず，業者の方々にとっても将来の動向を知る絶好の場であります。

　この展示会は，日本臨床検査自動化振興会によって設営されており，本年は126社のご参加を得ております。また，本年は，

アメリカAACCからの出展も予定されており，本展示会も国際的になってきました。どうぞご参会の皆様におかれましては，

時間の許す限り納得の行くまで見学して下さい。

　最後に本展示会の企画，推進にご努力下さいました関係者の方々に感謝申し上げるとともに，本展示会が盛会裡に終ることを

願ってご挨拶にかえさせていただきます。

平成6年9月22日

日本臨床検査自動化学会　第26回大会

大会長水岡慶二
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61．分光光度計（Spectrophotometer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

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

希望価格

μ1 μ1／検体 nm 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ア　　　　　ロ　　　　　カ

マイクロプレートリーダー

MTP－120
415
492

1プレート
／32秒

150 27×36×22 10 96穴マイクロプレート専用

　　　　〃
AMP－250

標準8波長
内蔵

1プレート
／30秒

170 39×51×26 21 ノノ

オートシップEIAフォ
トメーター　AEC－241 360～660 250 68×56×39 50 データ処理機能内蔵

オートシッパーノノ

EIAフォトメーター
AEC－110 340～700

マニュアル
処理

80 30×37×22 13 　　　〃
チューブ測光

PHOTIC－100 150 340～950 10 32×16×31 7．5 26

ヱ　ル　マ　販　売

TH－50 340 350以下 44．0×31．5×
450

32

三　　光　　純　　薬

CL－770 500 325～1100 3秒／検体 260 36．5×42．5×39 26 170～
190

島　津　製　作　所

MPR－A4iII 405～700
30秒／プレート

100／0．5 21×30×12 6 98 マイクロプレートリーダ
東　　　　ソ　　　ー

TH－50 1000 340～700 300 350 44×31．5×45 32

日　本　D　P　C
Sopheia　2000 10000 〃～620 〃 240 51×43×23 18

マイクロプレートリーダー
MR5000 〃～850

1．7秒／96ウ

ェル
100／3．15 43．9×40．8×

17．7
11 280 米国ダイナテック社製

日本電子輸入販売

マイクロプレートリーダー
M－Emax（R）

70 47×34×19 10 187
和　光　純　薬　工　業

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

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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

kg 万円
備　　　　　　考

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

67

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

〃　06R 〃 〃 〃 〃
49×47．7×
59

38
〃
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AVL988－3 120 50～90
　Na，K
CI／Ca／Li

内部 有 100／1．6 30．0×27．0
×34．5

11 250 Cl，Ca，Liのいつれか選択
サンプラーはオプション

エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル
〃　988－4 ノノ 〃

Na，K
Ca，pH

ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 270 ノノ

〃　9120 95 50～60 Na，K 〃 ノノ 〃 3L5×29．5
×33．5

6 160
〃

〃　9130 〃 〃 Na，K，Cl 〃 〃 〃 〃 ノノ 190

〃　9140 〃 〃 Na，K，Ca 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃

NOVA　5 150 97
Na＋，K＋，Cl－

　Hct
有 100 49×53×52 41 米国・ノバ・バイオメディカ

ル社製
エム・シー・メディカル

〃　8 180 65
Na＋，K＋，Mg2＋

Ca2＋，pH．Hct
〃 ノノ 〃 〃 〃

NAKL－121 35 Na，K 内部 無 15 31．3×23．5

×370
85 170

ヱ　ル　マ　販　売
〃　　－132 60 Na，K，Cl ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 220

スポットケムSE
SE－1510

20 60 3 無 30 20．3×22．8
×14．6

3．8 95

京　都　第　一　科　学

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

島　津　製　作　所

IS－200 30 200 Na＋，K＋，Cl一 内部 有 100／2 42×49×50 32

常　　　　　　　　光
〃ヨ00 95 150 ノノ 〃 〃 〃 30×35×40 18

〃－50C 190 70 〃 〃 無 100／0．3 16×22×25 4

〃

”－50L 〃 ノノ Na＋，K＋，Li＋ ノノ 〃 〃 〃 〃

スタット・プロ
フアイル6

190 45 6 内部 無 220 57×57×47 45 760 米国・ノババイオメディカル
社製

真　　興　　交　　易

PVA－mini 30 150 Na＋，K＋，Cl一 内部 有 300 53．5×43．0
×28．5

26

セントラル科学貿易

664 85～170 100
Na，K，

Cl，TCO2
内部 有（内蔵） 270

64．8×52．5
×40．6

29．5 495

654 65 60以上 Na，K，Li 〃 有 50 28×27×32 6．4 260

644 〃 ノノ Na，K，Cl 〃 ノノ ノノ 〃 〃 280
〃

634 35 42以上 Ca＋＋，pH 無 60 〃 〃 240

STAX－1 150 有 300
30．0×39．0

×45．5
30 300

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

Easy　E2001 100 60 Na，K 試薬パツク 有 100／0．8 24×20×42 5．8 100 サンプラーはオプション
全血可（25万円）

テ　ラ　メ　ッ　ク　ス 　〃　－PLUS
E2012

〃 〃 Na，K，Cl 〃 〃 〃 〃 〃 160 〃



8 　〃　－Li

E2005
〃 ノノ Na，K，Li 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃

〃　－Ca 〃 〃
Na，K，Ca＋＋

TCa，pH
〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

COBAS　REA・
DY　ISE

20 60 Na，K，C1 外部 無 50 20．3×22．8
×14．6

3．8 95

日　本　ロ　シ　ュ

エリーゼ 50 最大120 内部 有 100／0．05 64×46×54 23 Na，K，Clの他CO2，Ca，Liとの
組合せ可

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

SERA－232 150 50 Na＋，K＋，Ca2＋ 内部 無 100 28×31×43 15 230

堀　場　製　作　所
〃　－252 〃 〃 Ca2＋，pH 〃 〃 〃 〃 〃 210

〃　－212 〃 〃 Na＋，K＋ 〃 〃 〃 〃 〃 190
〃

〃　－222 ノノ ノノ Na＋，K＋，Cl一 〃 〃 〃 〃 〃 230

〃　－720 30 180 ノノ 外部 有 150 64．6×45×
45．2

35 460
〃

〃　－520 120 150 〃 内部 〃 120 28×36×
49．5

20 380

EML100 125 32
K＋，Na＋

Ca＋㌔Cl一 外部 無 250 40×40×35 22
ラジオメータートレーデ
イング

KNA2 〃 25 Na＋，K＋ 〃 〃 96 49×29×12 12

ICA2 〃 〃 Ca＋＋，pH 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃

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

サンプル量 試薬使用量 処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　　法 重量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

kg 万円
備　　　　　　考

アントセンス
全血
5～50

専用カート
リッジ

60秒／検体 GLU 過酸化水素
電極法

100／0．09 21．0×6．6
×4．5

0．43 18．2
プロフェッショナルユース
測定レンジ30～800mg／d1

ダ　イ　キ　ン　工業

VISION 全血2滴
10検体／6～
18分

24項目 遠心法 1000 56×52×44 32 220

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

レフロトロンSシステム
卓上型生化学検査システム 30±2 約20 16 積分球反射

光度計
100／0．4

（MAX）
30×35×
19．5

5．8 165

べ一リンガー・マンハイム

アントセンス
全血
5～50

専用カート
リッジ

60秒／検体 GLU 過酸化水素
電極法

100／0．09 21．0×6．6
×4．5

0．43 18．2
プロフェッショナルユース
測定レンジ30～800mg／d　1

マイ　ルス　・三共
タイド

全血
8～20

専用試験紙 45秒／〃 〃

ヘキソキナーゼ法 リチウム
電池

6．6×11．2
×2．0

0．1 1．98 タイデックスの呈色を読む
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4．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）

サンプル量 試薬使用量 処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　　法 重量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

kg 万円
備　　　　　　考

グルコローダーNX
30／5自動切
換

200 グルコー
ス

GOD固定
化酵素電極

100／4 86．5×622
×52．2

76

エイアンドティー
GAO3T 〃 160～200

ノノ 〃 100／2．5 26×60×59 35

〃03R 〃 〃 ノノ 〃 〃
49×47．7×
59

38
〃

フェロケムII　　v 25 3000 120
Fe，Cu

TIBC
クーロメト
リー

100 33×45×31 12．3

エム・シー・メディカル

ビルマイクロメーター 60 なし 総ビリル
ビン

比色 15 22×28×
12．8

6 49

ヱ　ル　マ　販　売
グルコースGLU－1 10 グルコー

ス
電極 70 38×43．5×

33
16 160

グルコースオート＆
スタットGA－1140

5－25 約180
血清，血漿
　　尿

GOD電極
法

190
54．ox59．6×66．2

11．0×55．ox45．0
60 700

京　都第　一　科　学 ハイオートHbAlc
HA－8131

3 20
HbAlc，HbF
HbA1、＋h

逆相分配イオ

ン交換HPLC
700 75．0×60．0

×59．0
1，250

B－HメーターV型 15m1 総ビリル
ビン

30 30×35×13 9 55 新生児総ビリルビン測定用
三　　光　　純　　薬

KETO－34011
　　500
（除タンパク
上清液）

300 12 アセト酢酸
3一ヒドロキ
シ酪酸

酵素法 100／2 45．5×40．5
×15．8

13 253

三和化学研究所

HLC－723GHb 5 17
グリコヘモ

グロビン
液体クロマ
トグラフィ

100／5．2 131×50×
49

130 1，100

東　　　　ソ　　　　ー
〃　－727AG 100 〃 1，5AG 〃 〃／3．5 55×65×

120
〃 〃

〃　－725CA 500 2 カテコー
ルアミン

〃 〃／6．3 119×63×
43

ノノ 880
〃

〃　－726VMA 〃 4
VMA／HVA

〃 〃／7．5 65×65×
120

200 820

ラクテートアナライザー
ダイヤグルカHEK－30L

10 90 1
LOD膜H，0，電極

120 31×36×35 20 220

東　　洋　　紡　　績 グルコースアナライザー
　　　〃　　　HEK－30

〃 100 ノノ

GOD膜H，O，電極

150 70×41×35 40 320

グルコース／ラクテートア
ナライザー　2300STAT

25 4 40 2 固定化酵素
法

100 36．5×26．5

×38
11．4

日　　　科　　　機

DCA2000 全血1
専用カート
リツジ

9分／検体 HbAlc 免疫法 100／0．7 23．9×27．2
×23．9

5 58．6 リアルタイムHbAlc

マイルス　・三共



Io　5．多項目分析装置（フロー式）Automatic　Multi－Purpose　Analyzer（Flow）

サンプル量 試薬使用量 処理能力
同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

CHEM1 1 14 720 36 200／20 192×82×185 680 3，950
超微量サンプルオイルテクノ
ロジー

マイルス　・三共

6．多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic　Multi－Purpose　Analyzer（Discrete）

サンプル量 試薬使用量 処理能力
同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

スーパーZ818 3～40 50～300 180 24 100／13 65．5×74×51 72 製造元：協立電波
エム・シー・メディカル

AU5200 3～15 50～450 330 19 6K 263×110×164 1，160 2ユニット時
オリンパス光学工業

イージーアナライザー 5～100 375×500 60テスト 30 100／10 100×60×115 200 ISE標準装備
関　　東　　化　　学

CL－7300 2～30 20～400 20～600 1～60 4K 223×101．5×
118

850 4，600 電解質オプション

島　津　製　作　所

エクスプレスプラス 3～30 50～400 180 26 580 101．6×55．9×
58．4

76．5 880 ベンチトップ型

チバ・コーニング

ディメンションAR 2～60 5，000 500 39 100／30 127×70×140 273

デ　　ュ　　ポ　　ン
aca　SX 5～500 500 45 70 〃／15 112．4×68．6×

48．9
130

TBA－30FR 2．5～40 240～600 320テスト
　32
1SE35 1．5K 120×80×105 350

東芝メ　ディ　カ　ル
〃　－20FR 〃 〃 200　〃 〃 〃 〃 〃

　〃　－Mシリーズ
80M／70M／60M／50M

2．5×25 200～600
2，700～10，

500テスト
27～35 形式による 形式による

形式に
よる

〃

〃　－80FR 2～48 240～480 800テスト
　50
1SE53 3K 144×89．5×169

420
70

SUPER　Z 3～40 50～300 180 24 1．3K 65．5×74×52．5 100 980
ニ　　　　　プ　　　　　ロ

MIRACLE　ACE 〃～30 25～〃 240 〃 1．0〃 66×74×55
ノノ 1，600

JCA－RS1100 2～40 60～370 300 35 100／30 185×77×110 250 2，300
電解質オプション
フルランダムアクセス方式

日　　本　　電　　子
〃　－RS1200 〃 ノノ 600 ノノ ノノ 〃 300 3，100 〃



ll

〃　－HR2300 2～30 60～320
　最大300
（4，500テスト）

43 200／40
分析部245×123×162
操作部72×70×132

1，490 8，700
電解質付フルランダムアクセス方式

〃

〃　－HR2400 ノノ 〃 　　〃
（5．700テスト）

〃 〃／50 〃 1，620 9，600 ノノ

〃　－HR2100 ノノ 〃 　　〃
（2、100テスト）

35 〃／20
分析部245×123x162
操作部72×70×132

860 4，800 〃

〃

〃　－HR2200 〃 〃 　　〃
（3、300テスト）

〃 〃／30 ノノ 990 6，100 〃

COBAS　INTEGRA 2～100 5～200 600 71 1，200 120×85×120 420 寸法・重量は本体のみ

日　本　ロ　シ　ュ
〃　　MIRA　Plus 〃～95 100～600 132 30 1，000 73×58×64 100 1，800

Paramax　Rx 〃～50 300 720テスト 36 115／20 150×82．5×140
　，
495 錠剤試薬使用

バ　　ク　　ス　　タ　　ー

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

100／30
分析部103×76×117

操作部48×65×125
分析部300

操作部50
2，600

日　立　製　作　所
7170 2～35 180～ 800　〃

　　86
（ISE付89）

〃
分析部138×77x117
操作部65×75×136 約400 3，450

シンクロンCX7 3～ 825　〃 32 検査に応じシリーズで有る
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

〃　　CX3 最大122 75 8

SSR 2～30 25～400 240テスト 12 100／10 127×66×51 124 1，359 オイルテクノロジー

マイルス　・三共
〃　XT

ノノ ノノ ノノ 24 〃 130×66×68 125 1，575 ノノ

7． ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムSP－4410
血漿，血清20
　全血150

単項目
約20

19 150 45×40×20 15．5 250

京都　第　一　科　学

エクタケム250 10又は11 最大250テスト 36 1．2K 115×71×120 272 米国・Kodak社製
長　　瀬　　産　　業

”　　700N 〃 〃600　〃 ノノ 4K 170×93×140 500 〃

〃　　500 〃 〃300　〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃

COBAS　READY 5～6 19 150 45×35×19 15．5 250

日　本　ロ　シ　ュ
〃　　READY　ISE 20 3 50 20．3×22．8×

14．6
3．8 95

FDC　3030 60r10 60 23 0．3 40×38．5×28 18 265

富士メディカルシステム
〃　5500

6（Glu－W）

　　10
100 21 500 59×47×30 30 340

〃　3000 〃 60 ノノ 300 40×38．5×28 18 250
〃



12 クリニマートTDA 30 80秒／検体 ジゴキシン
テオフィリン

100／0ユ1 18．6×18．5×
94

0．96 42 簡単・迅速測定

マイルス　・三共

マリンクロット・メディ
カル

ヘモキューヘモグロビン 10 ヘモグロビン 6 16×21×9 0．7 13．3 ポータブルタイプ

〃　　グルコース 5 血糖 〃 〃 〃 〃 〃

富士ドライケム3000 10 60 24 300 40×38．5×28 18 250
和　光　純　薬　工　業

〃　　　800 50 〃 3 20 19×28×11 2．5 95

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

サンプル量 処理能力 測定法
同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

AVL995Hb 100（25） 25 電極法 5 280 40．0×55．7×
45．0

35 920

エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル
〃　995 40（25） 〃 〃 4 〃 〃 30 795 〃

〃　コンパクト1 50 ノノ 〃 〃 〃 34．0×31．5×
34．0

13 270
〃

〃　9110 25 40～50 〃 1 160 31．5×29．5×
33．5

6 150 pH測定専用装置

JBA－200 150 30 電極 14 100／2 33×34×45 26 LCDディスプレイ付
常　　　　　　　　光

〃　－150K 100～200 25 〃 〃 〃 34×39×48 32 420 ディスポ・メンブレン方式

〃　－7 150～〃 22 ノノ 〃 〃 54×43×53 55 595 Hb自動希釈測定
〃

スタット・プロファイル5 250 35 電極法 10 220 57×57×47 45 1，100
米国・ノババイオメディカル
社製

真　　興　　交　　易
〃　　　　　7 200 17 〃 5 〃 〃 〃 700 〃

〃　　　　　3 130 34 〃 4 〃 〃 〃 570 ノノ

〃

〃　　　　　4 250 33 〃 9 〃 〃 〃 1，050 〃

〃　　　　　1 〃 〃 〃 8 〃 〃 〃 890 ノノ

〃

〃　　　　　2 ノノ ノノ 〃 7 ノノ 〃 〃 820 〃

288 130～200 30 電極法 〃 250 64．7×48．3×
40．6

33．6 1，350 血液ガス・電解質同時測定

280 〃 〃 〃 4 〃 ノノ 〃 1，145

850 130 ノノ 〃 7 200 65×49×41 34 血液ガス・電解質同時測定
〃

248 80 〃 〃 3 80 39×32×37 9．1

GASTAT－1 200 30 電極法 4 300 35．0×39．5×
422

35 4，500

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－2 〃 〃 〃 8 500 59×48×44 40
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〃　－3 100 30 〃 6 200 33×41×43 25
〃

マリンクロット・メディ
カル

GEMプレミア 200 17 電極 7 100 30×26×42 13．4 380 ポータブルタイプ

ABL520 85 37 電極法
光度計法

11 250 40×40×55 38
ラジオメータートレーデ
イング

〃　510 〃 〃 ノノ 6 ノノ 〃 〃

〃　505 125 33 電極法 7 ノノ 〃 〃

〃

〃　500 70 42 〃 4 〃 〃 ノノ

〃　50 〃 〃 〃 〃 〃 40×40×33 21
〃

〃　330 85 20 〃 ノノ 280 61×55×37 35

OSM3 35 50 光度計法 7 145 24×32×42 17
〃

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

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

商　　品　　名

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

AES620 25．50 150 1K 140×67×138 280

オリンパス光学工業

FED－6400 30～50 300 セラフォー 500 173×83×99 250
コ　　　　　ス　　　　　モ

〃　－3200 〃 150 ノノ 450 133×75×93 200 1，500

〃　－V ノノ 60 ノノ 300 106×53×110 120 800
〃

CTE－5000 25 200 セパラックスSP
ザルトリウス

100／10 135×76×129 280 1，500 フロッピー2000検体
常　　　　　　　　光

〃　－1000 〃 100 ノノ 〃 92×65×117 150 病気解析ソフト

〃　－700 〃 65 ノノ 〃 ノノ 〃 〃

〃

〃　－150 〃 45 ノノ 100／5 72×66×95 〃 650

エパライザ 25 　蛋白50
アイソザイム30～40 タイタンIII 100／6 85×63×99 110 蛋白・アイソザイム連続可

ヘ　レ　ナ　研　究　所
REP 50 60～120 アガロース 〃／15 91×75×147 170 多項目自動



1410．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

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

商　　品　　名

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

CEP－3 0．4～0．8 セルロース膜 100／0．4 22．7

萱垣医理科工業
電子冷却TC－3 1～3

アガロース
フイルム他

〃 26×47×24 25

電気泳動装置A 0．4～0．8 セルロース
アガロース

200 11 20．2

コ　　　　　　ス　　　　　　モ

免疫電気泳動装置 1～5 〃 〃 25 42．5

電子冷却ECP－10 　寒天
アガロース

100／2 31×41×20 15 35

常　　　　　　　　光
等電点Eセット セパラックス

EF
〃／1 30×30×10 2 14．5

チバ・コーニング
電気泳動システム 1～3

アガロース
アガーゲル

ポルーE一フィルムシステ
ム

アガロース
フイルム他

米国・チバ・コーニングダイ
アグノスティックス社製

日　　本　　商　　事

11．デンシトメータ装置（Densitometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ADC20RS 200 0．1～2．0 インクペン 100／3 42×53×30 34 260

萱垣医理科工業

D607　CRT付 200 0．1～2．0 感熱 300 54×47×37 28 280 3．5インチフロッピーディス
ク付

コ　　　　　ス　　　　　モ

F808 150 0～3．0 サインペン 200 57×40×30 30 180 蛍光可

〃　－2 〃 〃 〃 〃 〃 40 240 紫外可
ノノ

D－110 ノノ 0～2．5 感熱 〃 42×51×21 30 110

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

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

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

790 128 0～4．0 感熱 200 18．5×69．0×
64．0

24 400 蛍光／可視

チバ　・コーニング
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EDC 500 0．1～4．0 ドツト 100／6 80×76×142 108

ヘ　レ　ナ　研　究　所
クリニスキャン2 170 〃 ノノ 〃／2 76×70×69 57

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オンライン脱気装置
ERC－3000シリーズ

100 6．5×31×13．5 5．4 25～
イ　ー　ア　ー　ル　シ　ー 超高感度示差屈折計ERC－7500シリーズ

70 26×48×14 16 79～

クーロケムII 20～80 4 60 28×43×34 12．5

エム・シー・メディカル
NCA 1～80 16 1，000 27．5×76×82 205

GAA－2000 33 6 320
分析部735×600×392
オートサンプラー98．4x6〔〕．0×39．2

プリンタ385x240×930

分析部80
オートサンプラー38
プリンタ37

1，350

京　都　第　一　科　学
HA－8140 3 4 430

分析部40．8×59．O×44．9
ボトルユニット25．8×55．O×41．1
オートサンプラー46．6×48．｛｝×37．8

分析部40，0
ボトルユニット16．0
オートサンプラー350

LC600 0．1～10
（最大100可）

880 66×45×86 85 360～
ジーエルサイエンス

アミノ酸分析計
ALC－1000 1～50

40分／サイク
ル

1K 70．0×72．0×125．9 220 1，220

島　津　製　作　所

蛋白質残基アミノ酸測定装置

アミノメート 1～100 25分／検体 100／13 160×45×54 100 1，200

日　　本　　電　　子 全自動高速アミノ酸分析機
JLC－300

〃～200
加水30分／検体
生体120分／〃

〃／15 本体110×78×89
PC部80×70×65

300 1，800

VARIANT 全血5 1検体／3分 400 84×56×35．7 70 ヘモグロビンAlc以外の糖
化ヘモグロビンの測定可能日本バイオ・ラッドラボ

ラトリーズ
REMEDi－HS

血清
尿1m／

〃　／20分 100／15 99×71×．64 150 1，930
500品目以上の薬物を全自動
でスクリーニング

13．pHメータ（pH　Meter）

精度 表示 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 ㌶／ζ膓 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

コンパクトpHメーター
〈TWIN－pH＞B－212

±0．1 デジタル 16．5×2．9×1．9 0，053 2．7 防水構造

堀　場　製　作　所
〃　　　B－211 〃 ノノ 〃 〃 2．1 〃



1614．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

ア　ジ　ア　器　材
日立サンプルカップ
スピッツタイプ

底部がスピッツ状になっているので少量検体および
HDLコレステロールの検査に大変便利です。

100 41×38×35 20

ア　　　　　ロ　　　　カ
ルミネッセンスリーダー
BLR－201

生物化学発光測定装置（活性酵素，ATP，白血球貧食
能などの測定）

150 37×53×36 23
〃 　　　　　〃

BLR－301
〃

100 14×32×21 7 25～
イ　ー　ア　ー　ル　シ　ー

自動分析装置用
オンライン脱気装置

分析精度の向上に大きく役立ちます。

ツー●パイ●ツー

2×2ブロックランダムと試薬ピペッティング方式
の採用により，優れた処理能力と高い経済性を実現。
（生化学自動分析装置）

3K 244×102×131 830

オリンパス光学工業
多項目分析装置AU800

HbA1、アナライザ
HS－8

高速液体クロマトグラフィー法による5分画測定 100／2 57×62×61 65 オートサンプラー付
常　　　　　　　　光

　　　〃
HS－10

HPLC法，真空採血管キャップ付をピアス方式測定 〃 57×70×70 〃 3．5分／テスト

ノノ
蛋白分画による病気解析
システム

電気泳動デンシトグラムによる病気解析ソフトプログ
ラム

テ　　　　ル　　　　　モ
メディエース
（血糖測定システム）

血糖試験紙は血液のふき取りが不要のため，より正確
な測定が行える。試験紙をリーダーに差し込むだけで
自動測定が行える。

浜松ホ　トニクス 高安定重水素ランプ
当社開発の傍熱型陰極の採用をした高安定（フラツキ
：0．5％p－p）。長寿命（2000時間）の重水素ランプで
す。高精度を求められる分析機器に最適です。



璽難慧器灘
　　　　　羅難灘難灘難灘彩灘灘i撰・鱒灘鑛

麹露編撫＝＿議灘講嚇難一鱗逐．



1815．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
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 μ／ 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

PC－607 20 電気抵抗 8 45 35×31．5×36 18 160

ヱ　ル　マ　販　売
〃　－608 〃 〃 9 84 44．7×31．5×

41．5
27 250

セルダインアナライザー
3500SL 130～350 90 レーザー多角度

偏光散乱分離法
22 1，550 74×52×61

（本体のみ）
86

東　亜　医　用　電　子

多項目自動血球計数装置K－4500 サンプラーモード20｜

マニrアルモード1〔節

キャピラリーモード40

80 DC検出方式 18 600 58×63×60 50

自動血球計数装置F－300

20 25秒／検体 〃 3 95 25×45×32．5 15

　　　〃
F－820

ノノ 42秒／〃 〃 15 160以上 38．7×39．7×
32．5

20
ノノ

　　　ノノ
F－520

〃 25秒／〃 〃 5 105ノノ 25．2×39．7×
32．5

12．5

多項目自動血球分析装置NE－1500

サンプ’一モード200

マニュカレモード125
90 RF／DC検出方

式
23 1，060 62×84×65 133．5

ノノ

　　　　　ノノ

NE－8000
〃 120 DC／RF検出方

式
1，370 115×95．5×66 190

　　　　　〃
SE－9000

サンプラーモード却

マニュアルモード柵

キャピラリーモード40

〃 RF／DC検出方
式

23 1，860
110．8×61．8×
72

165
〃

多項目自動血球計数装置
K－1000

全［n［モード10（1

キャピラリーモ
ー ド40

全1血1モード80

キャピラリーモ
ー ド60

DC検出方式 8 315 48×29．8×55．5 42

自動網赤血球測定装置
R－3000

100 80 フローサイトメ
トリー法

3 2，345
126．2×81．9×
64．5

151．2
〃

STKS－Retic 250 B8
電気抵抗法レーザースキャッター

24 2，000 190×40×155 216

日　　　科　　　機
MAXMA／L－Retic 185 75 ノノ 〃 1，440 68×56×79 95．6

ONYX 145 50 〃 20 660 55．9×35．5×
43．2

20．0

〃

Micro－Diff 12 30 〃 200 49．5×39．4×
43．2

34

全自動血球計
セルタックオート
MEK　8118

静脈］II150

耳朶］n1（オプシ
ョン）20

60
白血球分臨ヒストグラムにより

鵡，血小板数：ヒストグラムに 18 100／2．6 53．5×47．5×
51．5

48 782 プリンタ含む

日　本　光　電　工　業
　　〃
MEK－8108

　1ノ

耳朶血けプション燭
〃

隷墾蹴i§1酬・、シアンメトヘモカピ璃光学検面，へ端端端響暴

8 〃 〃 〃 635 〃

　　〃
MEK－6108

〃

　　6〔｝一回測定モード

プリント時間含む

打七胡検川　　　W．　IICTlバロ論≡峡り［　　、‘　グu　ビ’　ノ‥tI ノノ 100／2．2 40．0×37．0×
38．5

25 440 プリンタユニット15万円含む
ノノ

オートサンプラ（オプション）

MS－615V
　　55
（検体積載本数
10本65秒／検体）

39．6×23．8×25．7

40．0×41．5×38．5

6．7

31．7

　B3．2
体体一オー
トサンプ引

COBAS　ARGOS　5DIFF 25 120 電気抵抗法
　染色法

22 860 76×45×48．5 58 3，200 寸法・重量は本体のみ
日　本　　ロ　シ　ュ

〃　　STEX 〃 56 電気抵抗法 18 250 40×43×37 32

LC－360 20 60 〃 8 500 46×43×35 25 490
〃
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自動血球計数装置LC－360

20 60
　　電気抵抗法

シアンメトヘモグロビン法
8 300 46×35×45．2

本体28

空圧源15
490

フ　ク　ダ　電　子 エースカウンター
FLC－240

ノノ 〃 〃 ノノ 130 30×45×42 25 380

　　　〃
LC－121

マニュアルモード25

キャツプピアスモード150

80
70

〃 22 300
本体45．5×46×49ユニット30×48．5×45

プリンタ45×19×37

鍔9

1，800
〃

自動血球計数装置LC－121

150 70 電気抵抗法
　染色法

22 500 75．5×46×49 73 1，800

堀　場　製　作　所 　　　ノノ
LC－360

20 60 電気抵抗法 8 ノノ 46×35x45．2 28 490

テクニコン
H3　RTX

125 102 19 200／20 166×75×143 317 3，980 網赤血球測定可

マイルス　・三共 　　〃
H3　RTC

ノノ

80（CBC）

60（〃＋DIF）
〃 ノノ 136×75×143 257 2，980 〃

　　〃
H2

120 102 〃 200／15 173×60×146 283 4，295
ノノ

　　〃
H1

〃

80（CBC）60（〃＋DIF）

〃 ノノ

142×60×142 260 3，848

16．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

CGO1 25 粘性感知ドライ
試薬カード方式

PT，APTT，
FIB

100／2 39×31×13．4 6

エイアンドティ　ー

KC10A 1，200 磁気センサー
PT，APTT，Fib

因子他
100／0．5 47．5×38×12 13 独・アメルング社製

エム・シー・メディカル

〃4A 〃 〃 〃／1．45 34×36×11 6．3 〃

〃　1A 〃 〃 100 12×20×80 1．2 ノノ

〃

コアグロメーター
TE－100

100 光学 1 45 10．5×17×28 3．5 28

ヱ　ル　マ　販　売

コアグラブ32－S 100
PT（202）

APTT（10D
FIB（101）

光散乱法
PT，APTT，FIB

因子その他
100／3 58．5×52．1×

25．1
30 340

オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

MDA寸80 5～50 180 透過光及び吸光
度測定

凝固，免疫，

合成基質
200／9．5 130×79×163 386

オルガノンテクニカ

コアグースタット
オートII

PT，APTT
100，Fib・200

散乱光度法
PT，APTT，

Fib因子
400 65×69×58．5 70 830

国　　際　　試　　薬
コアグレックス100

PT，APTT，50
T，20、Fib，H10

ノノ
PT，APTT，Fib

複合因子T，H
140 62×57．5×30．5 40 390

〃　　　700 〃 〃
PT．APTT．F
ib複合因子，
T，H凝固因子

1，000 96×56×49 130 1，380
〃
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コアグセンターII805 20．80 120

光散乱二重積分 PT，APTT，

FIB，TB／HP
100／10 74×72．8×71．8 130 970

三　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　ノ、

サンクロットST 散乱光度法 TB
HPT

37 25×28×19 5．0 135 ユニット増設で4チャンネル
三　　光　　純　　薬

バイオマティックB－10 10～100 200～300 粘調度 22 100／1．5 46×46×21 20 生血TT，HEPA測定可
シ　グ　マ　精　器

〃　　　B－2000 〃 100～200 〃 〃 〃／3 26．5×42．5×18 6 〃

全自動血液凝固測定装置CA－1000 　PT．APTT　50
　　Fbg　lO
外因系因子・定」量5
1人1因系閃子定量10

30 光散乱検出方式
PT，APTT，
Fbg，TTO，H－
pT，因子定量

360 62×56×50 50
PT，APTT，FbgTTO（又はHpT）因子定

量4項目の合計8項目をランダム測定
東　亜　医　用　電　子

ACLシリーズ 50～
　クロット法
発色性合成基質法

PT．PT　FI－
B，APTT，
TTなど

100 75．0×63．0×
45．0

52

日　　　科　　　　機

PS一カラーメーター
Nitobo635 光透過率

AT－III

α、PI，PLG
60．3 26．5×42．0×

32．0
18 180

ニットーボーメディカル

オプション2 10～200
　2重測定で

PT　60，APTT　45

光学的クロット
検出法

PTIAPTT，Fib，

各種凝固因子
60 23×40×15．7 6．7 95 フランス・ビオメリュー社製

日　　本　　商　　事
〃　　　4 ノノ 　　〃

PT　120，APTT　90
〃 〃 100 35×40×15．7 9．2 150 〃

〃　　　8 〃 　　〃
PT　240，APTT　180

〃 〃 125 42．5×47．5×21 17 330 〃

〃

オプションカリキュレー
ター

18 25×31．5×12 0．4 84 ノノ

ヘモラブ 項目による パラメータ
による

凝固時間法
合成基質法

PT，APTT，

Fib，ATII1他
450

103×70×50（本
体）

48（本
体）

950 凝固時間法，合成基質法同時
測定可日本ビオメリュー・バイ

テツク

エレクトラ1000C 15～500
項目の組合せに

よって異なる 透過光法 16 600 114．9×62．2×
47．6

93 980 米国・MLA社
バ　　ク　　ス　　タ　　ー

〃　　1600C 〃 〃 〃 26 〃
111．6×68．6×
48．3

112 1，200
　　〃

5項目同時測定
べ一リング
フィブリンタイマA

100 5項目同時
ターボデンシト
メトリー

15 200 107×57×48 50 950 独・べ一リングベルケ社製

ヘキス　トジャパン 　　〃
フィブリンタイマ

〃 〃 〃 100 22×31×12 3．8 110 〃

ST4
ヴィスコシティー・デ

ィテクション方式

PT，APTT，

Fbg，HQ
39．5×44．1×
13．0

11 150

べ一リンガー・マンハイム

ドライヘマト
COAG1

25 粘性感知ドライ
試薬カード方式

3 200 39×31×13．4 6 185

和　光　純　薬　工　業
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17． トロンボエラストグラム（Thrombo－Elastogram　Apparatus）

サンプル量 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

TE－700 35 静電容量 150 36×48．8×54 30 280より

ヱ　ル　マ　販　売

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

サンプル量
チャン
　ネル数

測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ヘマトレーサー801 100／200 8 光透過法 400 62×52×57 43

エム・シー・メディカル
〃　　　　601 ノノ 2～6 〃 300 37×33×17 10

SA－8 200 8 ノノ 240 56×58×58 35

日　　　科　　　　機

MEBA－1
PAM－8T

100／200 8 光透過法
（PRP法）

240 56×58×58 35 グレーディングカーブEPS
による解析

メ　　バ　　ニ　　ク　　ス
MEBA－2
PAM－8C

〃 〃 〃 300 78×50×60 40 〃

　〃
PAM－4C・6C

100 4～6 〃 150～300 78×40×56 20～35 〃

〃

PATシリーズ 200 2～〃 〃 〃～250 78×40×30 〃～25

19．赤血球沈降速度自動測定装置（lnstrument　for　Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Test）

サンプル量
チャン
　ネル数

測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ベスマティック60 1，000 60 ウェスタグ
レン変法

100／1 56．4×27．7×
32．8

19 イタリア・ディエッセ社製
エム・シー・メディカル

〃　　　　20 〃 20 ノノ 〃／0．6 40×27．5×27．5 10 〃

ミニベス 〃 4 ノノ 90DC／0．3 11×14．1×18．5 0，727 〃

〃

BSG－1300 10 透過光 25 30×17×43 8 46

ヱ　ル　マ　販　売

ESR－1000 2，000 10
ウェスターグレン法

並列スキャン方式
30 32．5×17．5×47 11．5

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　－6000 〃 60 　　〃
シスタスキャン方式

200 53．5×35．5×43 25．0
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日　　　科　　　　機

ESR　1000
透過型赤外

∬列スキャン方式
30 32．5×17．5×47 11．5

〃　6000 フォト・セ
ツシング

100 53．5×35．5×43 25

フ　ク　ダ　電　　子

自動血沈測定装置ABS－150P

1，600 15 ウェスタグ
レン法

35 60×20×42 16 59

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

会　　　社　　　名
処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MICROX
（HEG－120NAS）

150 100／20 107×75×111．6 330 1，300

東　亜　医　用　電　子

自動塗抹標本作製装置
SP－1

120 750 82×71×64．5 120

21．血液分類カウント装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

サンプル量 処理能力 カウント数 算定方式
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 μ／ 検体／h 数 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
備　　　　　　考

LADIC　12
（3T2．12） 1～999 加減算 100／0．1 17×25×12 1．5 16．8

白血球及び赤血球のカウント
可能

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MDT－120 1～999 加減算 100／1 13．8 12キー・デジタル表示

萱垣医理科工業
MMT－5〔〕OSHR 〃 〃 ノノ 120 オンライン仕様

テクニコン
H3　RTX

125 102 19 200／20 166×75×
143

317 3，980 網赤血球測定可
マ　イ　ルス　・三共

　　〃

H3　RTC
〃

80（CBC）

60（〃＋DIF）
〃 〃 136×75×

143
257 2，980 〃

　　〃
H2

120 102 〃 200／］5 173×60×
146

283 4，295
〃

　　〃
II1

〃
80（CBC）

60（〃＋DIF）
〃 〃 142×60×

142
260 3，848

22．血液像自動分類装置（lnstrument　for　Blood　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 測定法
カウント
数

消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

F410 12 lo 12×50×23 〔〕．5 11

ヱ　　ル　　マ　販　　売
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MICROX
（HEG－120）

120
50，IOO．
200，300．
4｛｝〔〕．500

100／20 122×75×120 390 6，300

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

セルダインアナライザー
3500SL 130～350 90

レーザー多角度

偏光散乱分離法
1，550 74×52×61 86

多項目自動血球分析装置NE－1500

サンプラーモード200

マニュアルモード125
90 RF／DC検

出方式
1，060 62×84×65 133．5

東　亜　医　用　電　子
　　　　〃
NE－8000

〃 120 DC／RF検
出方式

1，370 115×95．5×66 190

ノノ

　　　　〃
SE－9000

サンアラーモード捌

マニエアルモード1｛氾

い七ラリーモー削

〃 RF／DC検
出方式

1，860
110．8×61．8×
72

165

STKS－Retic 138
白血球8α｝｛｝

網状赤血1球32000
2，〔｝00 190×40×155 216

口　　　科　　　機
MAXM　A／L・Retic 75 〃 1，446 68×56×79 95．5
自動血球計数装置LC－121

150 70 電気抵抗法
　染色法

500 75．5×46×49 73 1，800

堀　場　　製　　作　　所

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

測定法 カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

F510 目視 36 20 24×24．5×160 1 58

ヱ　ル　マ　販　売

LADIC－31
（3T2－31） 1～999 100／0．35 36×40×14．5 15 60 骨髄像と白血球の切換可能

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MMT－421 加算 1～999 100／1 30×39×14 6．5 70 オンライン可

萱垣医理科工業
〃　－450SM 〃 〃 〃 31×41×27 7 95 〃

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オーソサイトロンアブソ
リュート

300 20，000／sec．
レーザーノロー
サイトメトリー
（FCM法）

100／25 95×60×57 150 1，920
電源ユニット及びプリンターは別

オートバイオサンプラーは別オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

EPICS　XL 指定なし
レーザーフロー

サイトメトリー
1，500 61．0×57．2×

50．8
63．5

日　　　科　　　　機
〃　　ELITE 〃 60 〃 4，000 142×167×129 360



2425．血液型自動判定装置（Blood　Type　Automatic　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 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

TORAYMAC　GR 20～50 240 凝集法 12ch 850 210×81×125 300

東　　　　　　　　レ

26．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

LADIC－S（3T2－S） 100／1 43×35×20 12 150
RS－232C又は20カレントループ伝送

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
遠心塗抹装置 血液量0．2m1，回転数4，700rpm 100／3 19×43×23 20 95
腸鍵轟（HEG－NST）

染色槽3槽，洗浄槽1槽，タイマ0秒～99分59秒設
定．50枚染色／回

〃 44．6×62×40 33 90
〃

オートセラドット
HLA用自動ドッティングマシン（抗血清，オイル自
動分注機）

50 65×35×48 25 430

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
オートセルドッター HLA用リンパ球・補体自動分注機　60穴72穴兼用型 80 36×36×32 20 160

イムノビーズウォッシャー Tセル・Bセル分離用，イムノビーズ用洗浄装置 〃 43×35×38 10 90 磁気ビーズ用
〃

9 12．0×3．7×7．0 0．5 7．8

浜松ホ　トニクス
キセノンフラッシュラン
プモジュール
C5602

高安定キセノンフラッシュランプと電源・トリガソケ
ットを一体化し，コンパクト化を実現しました。取り
扱い，装置への組み込みも容易です。





2627．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

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

希望価格
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

オートウェルガンマシステム

ARC－370M RIA各種 140 48×60×66 180

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　　　〃
ARC－1000M

ノノ 120 104×63×66 200

全自動RIA装置RIA－2000 市販RIAJR・
MAキット 20～200 項目による 20～500 1．5K 124×99×122 360 市販ビーズ固相・チューブ固

相キットの処理が可能
〃

28．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　tmmuno　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 μ／ μ／／検体 μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

全自動EIA装置AEC－2000 市販ビーズ固相EIAキット

20～200 項目による 20～500 1．5K 約124×99×122 約340
市販ビーズ固相キットの処理
可能

ア　　　　　ロ　　　　　カ

AIA　l200XL 19 10～125 120 1，000 99×64×123 300 2，800 東ソー社製
栄　　研　　化　　学

〃　－1200 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 2，400 ノノ

〃　－600 〃 〃 60 250 80×59×40 68 800 〃

〃

MTP－120 各種OD値 100～250
32sec．／プ
レート

150 27×36×21．2 ］o 135
オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

OLYDAS－120 10 120テスト 3K 125×75×135 450

オリンパス光学工業

QUARTUS（MPI－15） 12 5～80 180 25～400 1K 89×77×56．8 130 1，700 フルオートランダムアクセス
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

エルジアオート EIA全般
3項目×60
　バツチ

600 87×68×41 85 1，20〔〕

国　　際　　試　　薬
〃　　F300 ノノ

3項目（40）

34～50分
〃 76．5×71．5×

49．8
106 900

SjeiaオートリーダーII 138 39．5×37．5×
20．7

10 240

三　　光　　純　　薬

コマンダーPPC EIA全般
60テスト／
90秒

700 94×55×52 62
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マルチスキャン
バイクロマティック

プレート

　EIA
5秒／プレー
ト

］30 42×32×14 9 188 マイクロプレートリーダー
大　日　本　製　薬

OMNI 〃 1，000 66×69×140 165．9 1，780
オープン・リエージェントシ
ステム

AIA　6〔〕0 10～125 60 100／2．5 80×59×40 68 800
東　　　　ソ　　　　ー

〃　1200XL 120 〃／10 99×64×123 3〔〕0 2，800

IB－500　model－50 EIA全般
必要検査豪

　十50
項目による 項目による 600 73×61×116 185 1，280

東　　洋　　紡　　績

AIA．1200 21 10～125 120 1検体／1試
薬カツプ

1，000 99×74×123 300 2，400 東ソー社製
日　　水　　製　　薬

〃　－1200XL ノノ 〃 〃 〃 〃 〃×64×〃 ノノ 2，800 〃

〃　・600 〃 〃 60 〃 250 80×59×40 68 800 〃

ノノ

ノパパスマイクロプレー
トリーダー

1波長12秒
2〃　22〃

160 4］×45×14 15 198
日本バイオ・ラッド　ラ
ボラトリーズ

COBAS　CORE EIA全般 20～200 15〔〕 50～500 1，000 98×65×68 120 1，800

日　本　　ロ　シ　ュ

バイダス mVlト2
クラミジア

E2、撒

項目により
異なる

最大60
プレパツク
方式

10〔｝／6 81×53×41 65 1，500
日本ビオメリュー・バイ
テツク ミニバイダス ノノ 〃 〃　24 〃 〃／1．8 54×53×44 38 800

べ一リングELISA
プロセツサーIII

830以下
1115×FO×58
35×（0×24
31×37×40

？；23

1，980
オープン・リージェントシス
テム

ヘキス　トジャパン

エンチムンテスト
ES300

35 1～200 100 0～1〔〕00 880 98×60×55 93 1，500
べ一リンガー・マンハイ
ム 　　　〃

ES700
ノノ

5～〃 100～200 400～1000 1，300 119×77×117 240 2，800

テクニコン

IMMUNO　1
24 2．4～65 120テスト 200／20 165×74×137 426 ランダムアクセス

マイ　ルス　・三共

29．螢光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　lmmuno　Assay）

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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

サンオートFE
便中ヘモグ
ロビン

ろ紙 80 500 900 106×73．5×10LO 250 1，150
便中ヘモグロビンをフルオー
トで測定

三　　光　　純　　薬

エバネットEV20
FDP，ATIII

DD、CRP他 8～200
1テスト10分

6テスト20分
モノテスト
試薬（専用）

100／2 52×47×26 33 6項目ランダムアッセィ
ダ　イ　キ　ン　工　業
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ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト

AXSYMアナライザー
CEA，AFP，

HBsA織
80～120 1，800 159×83×120 275

IMXアナライザー
甲状腺，

ウィルス他
150

24検体／15～40

700 70×63×36 43

フローロカウント96
　特異的
非特異的1延

90秒／プレート

60 41．5×79×19 17．5 450

フ　ァ　ル　マ　シ　ア

オープスアナライザ 9 10～30 最大75 330以下 66．0×58．4×
40．6

34 700 ドライイムノアッセイ
ヘキス　トジャパン

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

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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

BNA プラズマ 40 225 40 300 94×48×54 55 1，700

ヘキス　トジャパン
BN100 プロテイン 〃 100 〃 400 94×40×51 〃 900

アレイ360
20項目オンライン

（6順目澄録口∫能 7～105
40～80テス
ト／時

47 100／4 9L4×61．2×
65．6

68 970
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

〃　360CE ノノ ノノ 〃 〃 ノノ ノノ 〃 1，220

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

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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

501X 20 3～80 130 100／20 126×75×105 230
エイ　アン　ドテ　イ　ー

LX－2500 26 50～300 130 50～300 100／50 75×126×105 230 2，600 A＆T社製
栄　　研　　化　　学

〃　－M 〃 5～250 45 〃 〃／30 60×55×44 47 980 〃

OC－SENSOR 便潜血 90 90 〃／20 60×40×46．5 40 480 多摩精機社製
〃

EL－1200 2～100 180テスト 500 100／13 115×76×117 150 2，500

協和メ　デッ　ク　ス
〃　－1060 〃～60 300　〃 300 〃／10 71×70×62 98 1，600

バイオトラック516
血中テオフ
ィリン

全血45 72 16．0×20．9×
9．6

3．5 60 血中テオフィリン濃度を3分
間で測定

三　　光　　純　　薬

LPIA－200 39 3～40 150 700 85×67×58．5 135 全自動免疫血清検査システム
三菱化成社製

ダイ　アヤ　ト　ロ　ン
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免疫凝集測定装置
PAMIA－20

20 10 60テスト 770 98×66×57 170

東　亜　医　用　電　子
　　　　〃

PAMIA－30
12 ノノ

45　〃 480 64×54×43．5 65

　　　　〃

PAMIA－100
20 〃 150　〃 1，050 161×76×123 223

〃

ヘモテクト（HT500） 便潜血 60 98検体／50
分

140 100／3．5
　本体70x66×48
ポンプユニット35x37x34

72
13

498
全自動専用機バーコードリーダ（オプション）

日　　本　　商　　事

32．化学発光免疫測定装置（lnstrument　for　lmmuno　Chemiluminesence）

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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

ルミスポット
AL－1000

AFP，CEA，

HBs，HBc 10～100 100 40 100／7．5 75×68×113 1，980 アロカ社製
栄　　研　　化　　学

イムライズ 10 120 110／10 63×102×41 109
エム・シー・メディカル

MAST専用ルミノメータ
（MM－100）

26 750 640 1，300 80 32．0×39．5×
20．5

14 400 MAST専用測定装置
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

ACS－180 10～200 180テスト 50～100 100／8．5 149×61×59 160 1，980

協和メ　デッ　ク　ス

ルミノマスター
LEIA－2000

14 30～100 120 300 100／15 160×77×125 420 3，300
三　　　　　　　　　　土ヒ　　　　　　　　　ノ、

JIA－FS150
ルミクイック

10 20～100 150 1，500
分析部95x73．9XlOL5

操作部64x65×142，5
280 全自動発光免疫測定装置

日本電子社製ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

Access

イムノアッセイアナライザー
24 10～100 100 100／1．5 　　本体

99．Ox1，147．0×61．0

本体
91

1，800
コンティニアスランダム方式

全自動化学発光酵素免疫測定装置
第　一　化　学　薬　品

ケミルミアナライザー
ACS180

13 10～200 180 100～450 850 149×59×61 160 1，980 全自動

チバ・コーニング

アマライトアナライザー 21 10～200
項目により
異なる

100／1．6 51×75×31．5 35 400
日本コダックダイアグノ
スティックス

JIA－FS150
　感染症マーカー他

20～150 150テスト 20～150 100／20 160×74×125 280 2，600 13分反応のCLIA方式
日　　本　　電　　子



30 ルミパルス1200
CA19－9
CA125
CEA他

10～10｛〕 120テスト
項目により
異なる

500 102×72×61 120 1，950

富　士　レ　ビ　オ

ベリラックス
アナライザー250

　ホルモン
腫瘍マーカー 50～100 600 300 150 74×61×50 57 750

ヘキス　トジャパン

33．螢光偏光装置（lnstrument　for　Polarized　Fluorecence）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

TDXFLXアナライザー
血中薬物濃
度他 50～500 20／20分 600 70×58×34 41

34．判定装置（lnstrument　for　lmmunoreaction　Assay）

測定範囲 判定法 光源 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

備　　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（Cm） kg 万円
自動読取機LP1200

凝集法 画像処理 蛍光灯 6〔｝0 78×42×78 72

東　　　　　　　　　レ

35．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

オートダイリューター
HAY－500

ダイリューターの高さを自由に設定できますので，プ
レートに傷をつけません。

100／1 53×49×31 30 210

萱垣医理科工業 オートドロッパー
MAG－500

0～300μ1まで9種類の分注量を自由に設定できます。 ノノ 〃 〃 〃

自動分注・希釈装置MAGY－1000 ドロッパーとダイリューターの両方に使用できます。ステンレスノ

ズルは針内独自の洗浄方法でコンタミがありません。
100／2 〃 33 320

〃

シ　グ　マ　精　　器 オラシュアー
検査のための純粋な唾液を採集します。輸送，長期保
存も可能です。

検体分注・希釈機
メガフレックス

4本プローブで高速処理。20μ1CV　1％以下ファース
トウォッシュにて洗浄

200 76．1×66．2×
42．8

55 980

テカ　ン　・　ジャパン
　　　〃
RSP－5051

リニアラックドライブ・チップ交換ユニット。バーコード検体管理

350 97．0×64．7×
50．0

84

　　　〃
インパクト

8連チップ交換にて，サンプル処理のスピードアッ
プ。バーコード対応

〃

検体分注・希釈搬送システム

マース

分注・希釈→インキュベーション→ウォッシャー→リーダー（EIA・FIAその他）ロボットアームによる搬送システム



比色計
スペクトラ1・II・III

96穴マイクロプレートリーダー赤血球凝集反応測定 100 28．5×17．0×
32．0

8．2 135～
185

ノノ

蛍光免疫測定装置フロースター

96穴，24穴，6穴プレート対応。IBM対応ソフト 200 45．0×60．0×
20．0

15 550

画像記録装置Mc　Pict

検査記録の管理システム ノノ 50．0×60．0×
30．0

20 650
〃

ウェスタンブロット自動染色装置

プロフィプロツト

試薬の分注・アスピレーション・振とう・インキュベーションがステップ毎に20プログラム入力可能

150 40．0×60．0×
45．0

10．5 450

96穴プレートウォッシャ
SLT　96PW

96穴プレートウォッシャー 50 30．3×22．5×
45．5

12．6 185
〃

500 12．0×10．0×
15．0

150 2，500

バ　イ　オ　テ　ッ　ク ALCS1000 EIA用抗原作成装置，反応系にも対応可

φ15×1．0 4．19 4．0～
9．5

浜松ホ　トニ　ク　ス
メタルパッケージ
光電子増倍管
R5600Uシリーズ

TO－8タイプメタルパッケージの中に入った世界最小
の光電子増倍管です。高感度，高速応答の特長を生か
したまま，全長を従来比1／7にしました。

15 8．8×17．0×3．2 0．5 12
〃

フォトンカウンティング
ユニツト
C3866

EIA，　FIAの微弱光計測（フォトンカウンティング）を
容易に行える小型で低価格なフォトンカウンタです。
装置への内蔵も簡単です。

φ3．8×12．5 0．24 未定
〃

　　　　　〃
ヘツド
H5920

光電子増倍管とフォトンカウンティング回路，局圧電
源を一体化した高感度光センサです。低圧電源を接続
し，出力をカウンタで計数することにより，S／Nの
良いフォトンカウンティング測光ができます。

150 79×58．5×39．5 50

富　士　レ　ビ　オ
マイクロプレートプロセ
ッサーファステック535

試薬の分注・検体希釈・プレート振とうを自動的に処
理。処理能力は分注時，希釈時各々1プレート／分。

150 34×60×25 18 298
〃

パターンリーダー
ファステック901S

マイクロプレート上の凝集像を計測し，陽性・陰性像
を自動的に読み取る装置。
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3436．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
備　　　　　　　考

センシタイター 蛍光測定法 620 68 1，360 英国・センシタイター社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベーター 220 90 640 センシタイター専用

オートセプターシステム
生化学反応

色調吸光度測定 40パネル 300 66×45×43 38．5 1，100
細菌検査管理ソフト標準装備

菌液分注器はオプション数種あり日本ベクトン・ディッキ
ンソン

バイテック自動細菌検査装置モデルJr，60，120．240

比色・比濁 30～240
（Jr）

100／82

　　（Jr）

166×55×52

（Jr）

68 1，400～3，900
日本ビオメリュー・バイ
テツク

ATBシステム
ネフェロ＋比
色法

100 〃／8 36×26×56（本体） 20 650

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

センシミックリーダー
SM－R100

最大720
乾燥薬剤ユニット式

可 約200 38．5×37．0×
17．2

約10 テルモ社製
ア　ス　カ　純　薬

MIC2000ドライシステ
ム

70秒／プレー
ト

ドライプレー
ト 可 100／2 68．0×64．0×

55．0
67 780

長　　瀬　　産　　業

センシタイター
プレートに分
注乾燥済

可 620 68 1，360 英国・センシタイター社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベーター 220 90 640 センシタイター専用

オートセプターシステム 40パネル ドライ 可 300 66×45×43 38．5 1，100
菌種により同定検査同時実施
管理ソフト分注器同定と同じ日本ベクトン・ディッキ

ンソン

バイテック自動細菌検査装置モデルJr，60，120，240

30～240 カード式 可
（Jr）

100／82 166×55×52 68 1，400～
3，900日本ビオメリュー・バイ

テツク
ATBシステム 100 ドライパネル 否 〃／8 36×26×56（本

体）
20 650

オートスキャン4 5秒／パネル
ドライタイプ

マイクロタイター
可 120 48．3×58．4×

25．4
18 800

バ　　ク　　ス　　タ　　ー
マイクロスキャン
WalkAwav　40

40パネル同時 〃 ノノ 1，100 96．6×73．7×
73．7

170 2，000

　〃
〃　　　96

96　　〃 〃 〃 〃 96．6×73．7×
94．0

182 3，300
〃



38．DNA測定装置（lnstrument　for　DNA　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
備　　　　　　考

ジーンアンプPCRシステム
9600－R

1，500 52×61×30．5 40．5 270 サーマルサイクラー
日　本　ロ　シ　ュ

39．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

100／9 124×82×74 125 250
ア　　　　　ム　　　　　コ バクトロン

ノーグローブ方式嫌気チャンバーシステム。従来品の
様にグローブごしに操作を行なう煩わしさをなくし
た。素手でチャンバー内作業の出来るシステム。

100／1 37×39×13 8 200～
290

〃 アンオキソマット
嫌気性・微好気性ジャーシステム。細菌の培養ガス組
成を自由に選択でき，20～70秒で完全な希望通りの至
適培養ガス組成を自動分配します。

バクテアラート120 100／6 87×6〔〕．5×87 152 900

オルガノンテクニカ
〃　　　　240

バクテアラート微生物検査システムは全自動の血液培
養検査装置で，オルガノンテクニカ社の特許による
CO2センサーで検体中の微生物の存否を24時間連続モ
ニタリングし，リアルタイムの報告が可能。

〃／7 87×60．5×174 193 1，500

全自動培地作成装置
CHK－5

300 86．0×60．0×
85．0

80
セントラルメディカルサ
プライ

細菌培養に使用する培養類，マル型，二分画型，角形シャーレに自動的に分注，1時間250枚作業可能，殺

菌環境下で分注の為，初めての方にも操作が容易。

150 3

口　　水　　製　　薬 NZRシステム
ハンドリーダ（ノギス方式）で，阻止円の大きさを読み
とり，感性度とMICを出力する。統計データ，報告
書出力可能。

1，150 127×56×60 222 1，300
日本ベクトン・ディッキ
ンソン

BACTEC
9120システム

血中のCO、をボトル底部に組みこんだセンサーに取
り込み，CO2の量に応じて生成される色素からの蛍光
強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自動
血液培養検査装置

100 78×114×108 400
日本ビオメリュー・バイ
テツク

VITAL自動血液培養装
置

蛍光減少法を採用した画期的な血液培養測定装置であ
る。

100 33×27×10 5．5 130

和　光　純　薬　工　業 トキシノメーター
MT－258

個人差のないエンドトキシン濃度が得られる比濁時間
分析装置。測定開始後，拘束されることなく最大8検
体同時測定可能
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3640．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

会　　　社　　　名
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

希望価格商　　品　　名

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

オスモスタット
OM－6040 20～30 60 0～2，000 150 34．0×36．0×22．2 16．5 190

京　都　第　一　科　学

浸透圧計SMO－1 20 150 0～1，600 90 24×26×13 6 76 ドイツ・クナウァー社製
真　　興　　交　　易 デジタル浸透圧計DI－

SMO
ノノ 〃 〃～2，000 ノノ 〃 6．3 130 〃

アドバンス浸透圧計3C2 44 300 〃 115／3 69×46×54 34 398 BCD，　RS232C御相談下さい
富　　士　　工　　業

〃　　　　　3D3
低濃度2分鹸体
高濃度3分／検体 200～250 0～4，000 110／1．5 32×42×30 11 198 RS232C出力

〃　　　　3MO 1分／検体 20 〃～2，000 115／0．75 19×30×38 10 〃 〃

ノノ

41．尿分析装置（Urine　Analyzer）

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

US－2100 720 8 試験紙反応 100／5．0 40．0×36．5×31．5 230 寺崎電気社製
栄　　研　　化　　学

スーパーオーション
アナライザーIISA－4230

140 Max．9 900 400 54．0×40．0×52．0 48 950
京　都　第　一　科　学 ミニオーションアナライザー

MA－4240
120 〃　8 50

本体350×315×13．0
オプションユニット12．2
×263×14　0

615

39．5

自動尿沈渣分析装置
UA－2000 600r80 赤血球

白血球他
約1．2m1 最大1，000 95．4×60×55 125

東　亜　医　用　電　子

クリニテックアトラス 200 12 100／2．5 72．4×64．8×66．0 59 960 色調，混濁を含む12項目フル
オート

マイ　ルス　・三共
〃　　　　200十 360 10 〃／1．5 35．4×51．5×20．7 13．6 199．8

白血球を含む最大10項目の測
定

〃　　　　100 60 〃 〃／0．22 39．4×32．0×11．2 3．9 39．8 〃

〃

プレテスターRM－505
360（5～9項目）

450（1～4項目）
9 50 37×28．5×9．5 6 205

和　光　純　薬　工　業



42．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

PSPDP PSP負荷 100／2 27×33×50 9 2波長測定方式
常　　　　　　　　光

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（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ア　ジ　ア　器　材 アトラスピッツ
クリニテック・アトラス（全自動尿分析装置）の専用容
器。機械に掛けた後，そのまま沈渣が行えるように，
目盛が付いています。

自動血液培養装置バクテアラート
100／5 87×60×128 190 1，500

ア　　　　ム　　　　　コ
血液培養ボトルを装置にセットするだけで，結果の判
定・プリントアウトまでを自動的に処理します。検出
時間の短縮，省力化が計れます。

100／0．35 36×40×14．5 15 80
数視野・全視野・毎視野分類，定性
分類，ダイレクトセット項目

オ　　　ム　　　ロ　　　ン LADIC－51
（3T2－51） 尿沈渣分類計数器：28～46項目まで分類可能

尿沈渣分類システム
Uマ00

100／2 31×41×27 7 520

萱垣医理科工業
尿沈渣の分類計数装置。オンラインにより定性データ
を見ながら分類結果の入力ができます。

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ Amlex－60
600 61．5×42．5×

62．3
40

尿中デルタアミノレブリン酸の自動装定装置。前処理
不要1H／60検体

（尿試験紙）

ウリエース
テ　　　　　ル　　　　　モ

尿中にアスコルビン酸が含まれてもブドウ糖検査値に
ほとんど影響がない。
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3844．自動ミクロトーム（Automatic　Microtome）
f　会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名

冷　　凍
室内温度

切削寸法
薄切厚み
範　　囲

消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

℃ mm ミクロン V／A W×D×II（cm） kg 万円
備　　　　　　考

サクラ凍結切片作製装置CM－502

一 30 170 0～20 100／10 67．0×80．0×122．5 150 310

サ　ク　ラ　精　機

（クリオスタット）

AS620 一 30 1～30 100／11 66×64×107 120 350
英川・シャンドン社製
チャンバー内をフォルマリンガスに
よる殺菌が可能日本電子輸入販売

ティシュー・テック

ミクロトームクリオスタット 一 30 26×31 2～20
50Hz　100／6．2

60〃　〃／75
67．3×67．3×121．9 100 298 清掃が簡単

マイ　ルス　・三共

45．自動包埋装置（Automatic　Embedding　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
備　　　　　　　考

シタデル2000 110カセット 68φ×62．5 52 265 閉鎖型自動包埋装置
英国・シャンドン社製

日本電子輸入販売
ハイパーセンターXP 180　〃 100／13．5 45×62×117 99 440

上部コンピューターで処理槽を5台
制御日∫

英国・シャンドン利製
ティシュー・テック
VIP　M1500

14 150 〃／8．8 50×58×130．5 123 530

マイ　ルス　・三共
　　　ノノ
VIPM3000

〃 300 〃／9．5 50×58×134 131 720

｝脱水，脱脂パラフィン浸透装置

46．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　　晶　　名

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

バリスティン24－4 24 64枚 100／5 86φ×60 60 220
コンパクト設計の為設置場所をとり
ません
央［　・シャンドン社製日本電子輸入販売

〃　　　XY 50 70〃 〃／10 108×71×57．5 100 350

多康化する染色に対応する染色装置

47．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

サクラ自動免疫組織染色
装置IHS－20

本体操作パネルを介した対話方式の為，プログラム入
力／操作が簡単です。4℃（オーバーナイト処理），室温
処理，37℃（加温処理）の3段階から処理温度を選択で
きます。

100／4．4 82．0×58．0×
68．5

102 590

サ　ク　ラ　精　機



ティシュー・エンベディング

コンソールIV
より使い易くなったパラフィン包埋ブロック作製装置 100／6．5 82．5×60×32．5 39．5 183

マイ　ルス　・三共 TBSカセットラベラー
E 固定包埋用カセット印字が簡単，明瞭に行えます。 〃／1．0 26×33×74 11．9 328

115／15 110×70×130 356 米国・NEOPATH社製
横　　河　　電　　機

細胞診自動スクリーニン
グ装置Auto　Pap　300 独自開発によるFOVコンピュータと細胞画像判読ソ

フトウェアにより子宮癌細胞の自動判別を行う。
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4248．心電図検査システム（Electrocardiogram　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

解析方式 チャン
ネル数

消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

FCP－4266L 3／6 160 42×49．8×19．4 18．5 410

フ　ク　ダ　電　子
〃　－2000A システムによ

り異なります
データマネージメント

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

温度分解能 操作時間 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

サーモビュア
JTG5310 0，013 0．8 100／2．5 カメラ13．5×28．5×15．6

　　36．5×49×14

　カメラ4．5

コントローラ9．5
750 24万画素の高画質

口　　本　　電　　子





4450．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）

磁　　　気
ディスク
容　　　量

メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名

C　P　U
メ　モ　リ
容　　　量

CRT
台　　数

プリンタ

台　　数

オンライン

分析計台数
検査項目数

処理検体

数／日
データ
保存日数 万円

備　　　　　　考

32M
（標準）

2．1G
（標準） ユーザの希望により無制限対応可能。 別途

伊藤忠テクノサイエンス

CLINILAN　Ver7．5
Pentium
24MB～

3．6G

RAID5 10～50 10～50 10～150 9，999 99，999 1年以上

エイアンドテイ　ー

オーシン 64MB～ 1．6GB～
任意増設
可

任意増設
可

任意増設
可

9，999 9，999
ディスク容量に依存180日～

大　　塚　　製　　薬

OLCOS　500 50台以上，接続可能 10，000
最大

60，000
制限なし UNIXを使用

オリンパス光学工業
〃　－ELS 1．6MB 100MB 1 1 1 900

MMT－122MOS 1～8
白血球
尿沈渣

1，000 320～

萱垣医理科工業

クリニケア400 8MB 80MB 1 2 2 150 200 120 800

島　津　製　作　所

WINC 32MB 1GB 任意増設
可

任意増設
可

任意増設
可

8，000 8，000 5年以上
ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

D－WORX（DMS） 640KB 40MB 1 2 IMX×5 360 9，999 90日

迅速検査

PCネットワークシステム 8～64MB
500MB
～8GB 5～250 3～10 5～20 1，000 1，000 1年～2年 サーバクライアント

Net　Ware対応
橘　　　　電　　　　気 小規模PC－LANシステム 　1．6

～9．6〃
80〃
～2〃

2～5 2～4 2～5 〃 500 6ケ月～1
年 LAN

オーダリング
医療情報システム 8～64〃 500〃

～8〃
5～250 5～40

サーバクライアント
Net　Ware対応

ノノ

健診システム
　1．6～9．6〃 80〃

～2〃
1 1～3 1～3 500

〃　　　（LAN） 8～64〃 500〃
～8〃

2～4 2～4 〃 〃
サーバクライアント
Net　Ware対応

〃

輸血検査システム 640KB～
9．6MB 100MB～ 1 1～2

ドクター支援システム 〃 〃 1 院内パソコンでドクター支援
〃

病理検査システム
　1．6～9．6MB 80MB～2GB

2～5 2～4 LAN対応

細菌検査システム 〃 〃 〃 〃 〃

〃

請求事務処理システム
　640～9．6MB

100MB～ 1 1～3
ノノ

医療画像管理システム Macintosh
〃



45

血液検査用データ処理装置DPS－2000 i486D×2／　32MB

1GB 1 1 6 　72
（1検査室） 2，000

40，000件又

は1．095日
東　亜　医　用　電　子

　　　　〃
〃　－2100

i386D×2
32〃

〃 〃 〃 ノノ
72×2

（2検査室）
〃 〃

SE－9000
スキャッタグラム対応
搬送システム対応

　　　　〃
〃　－2200

i486D×2
32〃

〃 2 2 13 　72
（1検査室）

〃 〃

〃

　　　　ノノ
〃　－2300

i486D×2
32〃

〃 〃 〃 〃
72×2

（2検査室）・
〃 〃

搬送システム対応
SE－9000スキャッタグラム対応

尿検査用データ処理装置
UDPS－200

　i486
1．6十8MB 40MB 1 1 8 60 1，000 30，000 一般検査

〃

MLS－16A lMB 20MB 1 1 2 128 400 90日

東芝メ　ディ　カ　ル
”　－30B 4〃 134〃 2 2 4 200 600 3万検体

〃　－30B／S 12〃 425〃 ～
6

～
6

～ 12 〃 1，000 12　〃
〃

尿沈渣ノート

CS－02U
32bit

2MB 80MB 1 （1） （1） 90 300 3ケ月 30 ホスト接続可
（）はオプション

富田システムズ 血液分類ノート
〃　－02B

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

検査データ処理システム
〃　寸2X

〃 300MB 〃 1 1 400 999 4万検体 150～ 生化学，血液，尿一般向け
ノノ

　　　　〃
〃　－22X

ノノ 〃 〃 〃 （3） 〃 〃 〃 198～ 〃

緊急検査システム
〃　－32E

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 260～ Windows対応
〃

微生物検査システム
〃　－32V

〃 〃 ノノ 〃 〃 8菌株 100 1年間 280～ MRSA統計含む
Windows版

LANシステム
特注システム

任意 任意 2～ 任意 制限無
ディスク
容量

〃

〆

SUN臨床検査総合シス
テム

8MB～512
MB

200MB～
60GB 4～256 4～256 2～128

100～6，0
00

500～10，
000以上

3ヶ月～5
年

2，500

～2億
UNIX－C　EWSシステム
クライアント／サーバシステム
サイベース標準長　　瀬　　産　　業

PC－LACS（サーバ） 64MB～ 1．2GB～ 1～ 1～ ～9，999 ～ 9，999
ディスク容

量による
EWS／PC98べ一スのクライ
アント／サーバシステム

日　　本　　電　　気
ノノ　　（クライアント） 11．6MB～ 240MB～ 1～

JCS－05 1．6MB 40MB 1～ 1～ 1～
最大60検
響

480 6ケ月 500～
日　　本　　電　　子

ノノー20L 8MB 300MB 2～ 2～ 3～
取大150項
目順体

最大1，0
00

〃

1，250～

Netware386

〃－20L／M 〃 〃 〃 〃 1年～
1，400

～
　　〃
無停電電源装置

〃

〃　－20LL 12MB 500MB 〃 〃 ノノ

1，700～

〃

〃－20LL／M ノノ ノノ 〃 〃 ノノ
1，850

～
〃

〃

ALPHA－NET
総合版

1．6

～14MB
1．0

～3．OGB
2～80 1～80 ～80 9，999 9，999 ～80ヶ月 NETWARE対応

日本サイ　ワー　ド 　　ノノ

生化学血清 1．6MB 500MB 1～10 1～10 ～20 300 1，000 ～60〃
PEER－TO－PEER
LAN対応



46 　　〃
血液

〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 　　　〃
像カウンター機能〃

　　〃
尿・一般

ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ 　　　ノノ

沈渣　　〃

ALPHA－1 〃 3f〕OMB 1 1 3 300 1，000 ～ 48ケ月 特定分析機向けシステム
〃

HILAS－400シリーズ 7MB～ 200MB～ 1～ 2～ 3～ 250～
300検体～

100日～
日　立　製　作　所

〃　　WSシリーズ 8〃　～ 〃 1～ 2～ 150～

100検体～

〃

〃

〃　　CSシリーズ 11．8MB～ 240MB～
ノノ 〃 1～ 300～ 〃 〃

ピー　・エム　・エル
マイケルくんII 6MB以上 340MB ご相談

下さい
パソコンLAN対応可能な検
査情報トータルシステム

MELAS 8MB～ 500MB～ 1～ 1～ 1～ 9，999
100～4，000

99ケ月
三　　菱　　電　　機

Microsoft⑱Windows対応の
オープン型クライアント／サーバシステム

51．周辺機器・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

O　M　R
シ　ー　ト
サ　イ　ズ

O　M　R
読み取り
速　　　度

バーコード
ラ　ベ　ル
サ　イ　ズ

バーコード

印字速度 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

アステックコーポレーシ
ョン

バーコードプリンター
UTiCODER2107 127mm／秒 210 21．4×35．9×

29．0
10 小型・高速で鮮明印字

　　　　〃
UTiCODER2104T 40　〃 150 43．6×30．0×

18．5
9 スタンドアロンでの使用も可

磁気／バーコードリーダー

SKT－3003
キーボードインタフェース

〃

ラベルプリンター
BP－200

横幅～106m／m

高さ～200〃
60mm／秒
100　〃

100 25×38×27 11 55
小　林　　記　　録　　紙

OMR
SR－90

ハガキサイズ

　～B4
120枚／分 220 41．6×76．8×20 20 160

セ　　コ　　ニ　　ッ　　ク OCR
SCR－802

JISカード
　～A4

　ANK
40文字／秒

120 41．6×59．2×29 〃 250

バーコードラベラー
BL－100 60×30mm 100mm／s 250 23×49．8×27．2 16

東　亜　医　用　電　子

ユニットラベラー
UL200

5秒／患者 150 20×58×45 35 387 最大9台まで連結して運用可
能

長　　瀬　　産　　業
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52．検体前処理システム（Sampge　Processing　System）
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名
型　　式　　名 特　　　　　　　　長

万円
備　　　　　　考

アステックコーポレーシ
ョン

採血管オートラベラー
MODEL　A－1

ホストコンピュータより伝送される検査依頼データに基づき最大8種類の採血管の中から必
要な採血管を選択し検体ラベルの発行・貼付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンで
す。

〃 　　　　〃
TTP－6701

院内各科に分散設置して，必要な時に必要な数だけ採血管に検体ラベルの発行・貼付け処理
を自動的に行なうオートラベラーです。

ア　　　　　ロ　　　　カ
検体前処理自動分注装置APS－1020 バーコードによる管理をチューブ単位で実現したラック搬送形高精度検体仕分けシステム。

1検体に発生した多項目のサンプリングを連続処理する事ができるユニット方式。レイアウ
トフリーなアッセイエリア等で検査室のニーズに対応できる

〃
検体大分け分注システム
APS－5000

各元検体に貼付したバーコードラベルから直接IDを読み取り分注を行う仕分けチャンネル
は1ユニット当り2チャンネルで8チャンネルまで増設が可能5連ノズル／1チャンネルに
より約1，000サンプル／時の高速処理が可能

〃 検体前処理システム
検査部内の省力化，効率化，迅速化を図るため，検体検査の前処理である，遠心分離，開
栓，分注の3つの工程を自動化したシステムです。システムは機能毎にユニット化。APS－
1010，APS－1020の接続が可能です。

〃

検体前処理自動分注装置APS－1010 バーコードによる情報との照合をチューブ単位で実現したラック搬送形検体仕分け分注シス
テムです。1検体に発生した多項目のサンプリングに応えるレイアウトフリーなアッセイエ
リアなどで検査室のニーズに応えます。

オリンパス光学工業 検体前処理システム 前処理の遠心・開栓・分注を高速処理で行い，分析装置へ搬送するシステム。自動化によ
り，繁雑な作業の省力化，データの信頼性，感染に対する安全性が向上。

萱垣医理科工業
分注指示器FYT－101MOS

小数で多項目な検査を正確に分注するために，またワークシートレスへの実現のため視覚的に分注を指示します。

500

分注システム 高速分注装置。しかも血清量測定が自動で行える為，血清全量分注が可能です
グ　ン　ゼ　産　業

受付システム バーコードラベルの自動貼付機を備え必要な枚数だけ発行します

PRED－A　I チップ自動交換方式で，検査毎に，新しいチップを使用するのでキャリオーバーゼロです。
シ　グ　マ　精　器

〃　システムII
上位コンピューターによりシステム側パソコンにワークシート情報を伝送し，ランダムアク
セス分注します。

〃 〃　システムIII
バーコードによるID番号認識とランダムアクセス分注ができます。本体内にバーコードリーダー自動検体ラック送り装置が内蔵されています。

〃
検体自動搬送ラインシス
テム

様々な分析装置に直接検体を挿入可能な，フリープラン方式のベルト搬送ラインシステムで
す。

〃

自動採血管バーコードラベラー 入力されたデータに基づき，一患者毎最大4本の採血管に，バーコードラベルを貼付け，同
時に採血指示表と手貼用バーコードラベル6枚を供給します。
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テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
BC－ROBO－510
　　〃　　－520
　　〃　　－530

患者情報をバーコード化し採血管に自動貼付。各種の採血管に対応出来ます。貼付位置可変
検査項目により自動的に採血管を選択し，情報をバーコード化し採血管に貼付けます。16種
類の採血管を自動選択

テ　　　　　ル　　　　　モ

ベノジェクトII
オートオープナー
XX－VP901
　〃　903

自動的に開栓を行うことで，開栓業務の効率化及び感染防止に役立つ（処理能力＝1，000本／
h）

東　亜　医　用　電　子
HSトランスポーテーシ
ョンシステム
SE－Alpha

多項目自動血球分析装置SE－9000と自動塗抹作製装置SP－1を接続することにより，検体の
自動供給を行い，血球計数8項目，白血球分類10項目，血球粒度分布解析52項目および塗抹
標本作製までを完全自動で行うことができる。

〃

USトランスポーテーシ
ョンシステム
US－Alpha

自動尿沈渣分析装置UA－2000，全自動尿定性分析装置SA－4230，尿検査用データ処理装置
UDPS－200を接続することにより，尿化学定性検査・尿沈渣分析の自動測定を行うことがで
きる。

東芝メ　ディ　カ　ル TLA－100
検体検査の前処理工程の繁雑な作業を簡素化し，しかも作業上での人為ミスを極力少なくす
るシステムです。

長　　瀬　　産　　業 PREP－AI
チップ自動交換方式で，検体ごとに新しいチップを使用するので，キャリオーバーゼロで
す。

シグマ精器社製

日　　本　　電　　子 JLA－500T
検体前処理，検体搬送，精密機器分注，検体保存等の一連の検査工程を自動化。また各種自
動分析装置を搬送ベルトラインに接続することができる

日　立　製　作　所
日立検体検査自動化シス
テム

検体受付・分類・遠心分離・開栓・仕分分注・精密分注・搬送・分析計接続・閉栓・収納・
検体取り出しなど，各機能ユニットの組み合わせと，情報処理システムにより臨床検査のトータルオートメーション実現

ピー　・エム　・エル
フロンティア自動分注シ
ステム

高速大量処理：1日約5万検体を5時間で処理。多種類分配：1検体から約150種類（標準仕
様，増減可能）の多様な項目群へ分取分配。フェールセーフ・フールプルーフ・フレキシビ
リティ・拡張性・縮小性・パーパーレスといった特徴を有します。

和　光　純　薬　工　業 Hem前処理システム
MA－701

最大540検体／hを処理可能な便潜血前処理ステーション。採便容器の開栓からマイクロプレートへの検体のサンプリング，試薬の分注を自動で処理することができる。
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5053．マイクロピペット（Micropipette）
1　　商　　品　　名

　　型　　式　　名

分注容量 方式 精度 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
μ1 固定・可変 W×D×H（cm） kg 万円

備　　　　　　考

Easy　Pipet 0．5～19，950 可変 ±0．5％
本体18，0×4．8×5．⑪

コントロールボックス
　108×83×300

12 連続分注，8連マニホールド分
注，排出の3モード，高精度

医学生物学研究所

エクセルオートピペット 5～500 可変 0．2％ 6．9～14．5

三　　光　　純　　薬

エッペンドルフピペット
3190

10～1，000
　9種類

固定 ドイツ・エッペンドルフ社製

　　　　〃
4800

1～2，500
16種類

〃 〃

　　　　〃
4810

0．5～10他
　6種類

連続可変 〃

〃

　　　　〃
バイオマスター4830

1．00～10．00

　1種類
〃

専用マスターチップ使用
ドイツ・エッペンドルフ社製

　　　　〃
4720

1．00～10．00m1
　　1種類

〃 ドイツ・エッペンドルフ社製
〃

　　　　ノノ
4780

　　　10～5m／
7種類のコンビチップで24種
類の容量設定

連続分注 〃

オートクレーバブル
ベンチメイト

0．5～5，000 可変 3．2

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

DNA（ドゥナ）ペット 2．0～25 〃 〃

SOCOREX
ディスペンサー

100～10，900 可変 〈±0．5

ニットーボーメディカル
　　〃
マイクロピペット

0．4～1，094 固・可 ＜±0．1

フィンピペット容量固定型
チップインジェクター付

1～5，000
（15タイプ）

固定 ≦1．0 2．1 ラボシステムズジャパン社製

日　　本　　商　　事 　　　〃　　　デジタル
可変型

0．5～10，000
（6　〃　）

可変
≦0．3～1．0
（再現性）

3．2，

4．0，4．5
ノノ

　　　〃
ステップ可変型

5～1，000
（3　〃　）

〃 ≦1．0 2．95 〃

ノノ

　　　〃
ステペット

10～1，000
（16段階）

〃 〈0．8～1．5 4．6 〃

　　　〃
ディスペンサー

20～2，000 〃 〈1～2 6．2 〃

〃

〃　　　PD
2～12

（2タイプ）

10～60

〃 ＜0．2（μ1） 3．8 〃

〃　　　テラサキ 1～5 〃
（誤差）

＜0．25μ1
9．8 〃

〃

FP－900
デジタルピペット

　5～50
40～200

200～1．000

ノノ 18．0 〃
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フィンピペット
ダイリュータ

　希釈比
1：1～1：200

〃 （0．2～5．0） 14．5 〃

〃

　　　〃
エレクトロニック

5～1，000 〃 〈0．4～1．0 6×23 0．18 9．8 〃

　　　ノノ

バリチャンネル
　　〃
（3タイプ）

ノノ ＜0．08～0．42 14．0，17．0 〃

〃

　　　〃
イージーステッパー100 25～100 〃 ＜2～4 4．6 〃

〃　　　P℃．R
0．5～25

20～200
〃 3．3 〃

〃

〃　　　　カラー
0．5～1，000
（4タイプ）

〃 3．2，4．0 〃

　　　〃
デジタルACL

0．5～10，000
（6タイプ）

〃
3．6，

4．3，4．8
〃

〃

　　　〃　　　カラー
容量固定型

10～1，000
（10タイプ）

固定 ≦1．0 2．1 ノノ

EDP　2 0．5～2，500 可変 ＜0．8％ 5．8×8．0×28．0 0．23 3．98～ 米国・レイニン社製
和　　　　研　　　　薬

〃　プラス 0．5～10，000 ノノ ＜0．6％ 6．3×8．2×28．0 0．28 7．8～ 〃

54．分注装置（Dispenser）

分注容量 処理能力
チャン
　ネル数

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

センシミックイノキュレーター

SM－IlOO
100 45 100／2 52×39 31 未定 テルモ社製

ア　ス　カ　純　薬

ランダムアクセスワークステーション

APS－780

　　10～200
仕様により異なる

　約96／5分
条件により異なる

1 1K 100×74．7×78 　150
本体のみ

96穴マイクロプレート他プレート専用分注装置

ア　　　　　ロ　　　　カ
　　　　　ノノ

APS－935
10～1，000
　　ノノ

290
〃

〃 〃 86×80×61
120
〃

同時希釈機能を有する

　　　　　〃
APS－720S　II

〃
600
〃

2 〃 150×95×167
400
〃

ラックバーコード対応
〃

BISTEQUE　105 10～1，000 1 100 55×55×50 30 チップ方式
コ　ス　モ　テ　ッ　ク

〃　　　203 5～210 12 〃 60×45×40 25 ノノ

〃　　　601 ノノ 〃 250 80×66×60 85 〃　　（スタッカー付）
〃

〃　　　605 〃 4 300 105×62×74 80 〃　　（検体分注）

オートサンプラー
SGR100 5～LOOO 300 1 100 82×76×56 60 440 ステージ上であればパターン

設定は任意
三　　光　　純　　薬

マイクロラボSPE 10～1，000 300 8 700 102×66 80 300～800
ジーエルサイエンス

PSD／2モジュール 1～2，500 600 1 25 6．2×10．67 1．4 15～20



52 PRED－AI 10～1，000 340 1 700 90×63×48 85 チップ交換方式
シ　グ　マ　精　器

電動分注システム
5221 0．5μ1～50m1

ダ　ィ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

ガーディアンSP－1 5～3，000 600 2 100／2 76．6×72．6×
45．0

70 700～
東洋紡エンジニアリング

〃　　　　〃　－2 ノノ 〃 〃 〃 1L4×72．6×
45．0

90 1，000～

チップガーディアンSP－1 10～1，000 400 〃 〃 76．6×72．6×
45．0

70 800～
〃

〃　　　　　〃－2 〃 ノノ 〃 〃
11．4×72．6×
45．0

90 1，100～

自動分注機LP1200

10～300 300 12 800 115×90×125 250

東　　　　　　　　　レ

NSS－1000 10～1，000 54．5×60．0 32 450
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－7000 5～235 30．3×64．5 42 185

ロボスタットIII 10～1，000 1，200 5 700 69×65×35 57

日　本　D　P　C

オートドロッパー
EDRつ6

0～3〔｝0 8・12 80 44×50×27 25 198

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
　　ノノ

〃　－300
〃 96 100 42×45×23 〃 280

55．希釈装置（Diluter）
チャン
　ネル数

希釈方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ディジペッター
APS－212

50 16×18×26 8 サンプルダイリューター
ア　　　　　ロ　　　　　カ

セロオートDIII チップ方式 70 46×39×34 24 175 分注，希釈，洗浄

国　　際　　試　　薬

ピペットステーション
SGR　400

12 ピペット法 300 105×70×60 84 580
サンプラー付ストツカー付

三　　光　　純　　薬
　　　〃
〃　300

〃 〃 150 80×60×65 92 480 分注，希釈の連続枚数処理

　　　〃
〃　250

〃 〃 100 68×58×42 43 330 分注，希釈の連続動作
〃

マイクロラボ500 150 16×18 4．7 52～65
ジーエルサイエンス

〃　　　1000 40 17×23 8．5 115～
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PREP－AD 2 シリンジ 1，200 103×63×48 90

シ　グ　マ　精　器

自動分注機
LPI1200

12 800 115×90×125 250

東　　　　　　　　レ

マイリューター 18．4×19．7 11 120

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

オートダイリューター
EDL－96 8．12 回転式 80 44×50×27 25 198

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
ハルクスー1 〃，10 ピペット式 〃 32×42×33 〃 168

56．洗浄器（Washer）
分注容量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

マイクロプレートウォッシャー

ACW－96 100～1，000 29×42×20
ア　　　　ロ　　　　カ

MESACUP
Auto　Washer 50～400

96ウェル3回／3
分

100／0．3 27．9×36．8×21．3 4．53 63 小型軽量

医学生物学研究所

オーソCW－2 12／240sec 100／5 31．8×35．6×36．8 16．4 110 クームス自動洗浄器
オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

スクマット3 可変 28／　〃 220 27×41×33 20．0 180 〃

プレートウォツシャー

MPW－200N
80枚 100／3 66×46×101 70 110 プレートの洗浄

萱垣医理科工業

ガラス器具用全自動洗浄
機

1，280本／回 200／30 90×70×82 125 286 強力噴射循環式
乾燥ユニット付き

久　保　田　商　事

TW－50 800 100 33×46×45 35

三　　光　　純　　薬

マイクロプレートウォッシャー

S8／121 0～1，000 1，000 30 27×45×12 8 98 マイクロプレート8，12
大　日　本　製　薬

TW－50 1，000～6，000 3，000 10 33×46×45 35

日　本　D　P　C

自動洗浄装置

ウルトラウォッシュPLUS 50～500 100／5 20．1×40．9×25 8 140 米国・ダイナテック社製

日本電子輸入販売



54 オートミニウォッシャー
AMW－2

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

　　〃

〃　－24
〃 2，500 〃 〃 〃 87 〃　　　　16，24

セラウォッシャー
MW－96X

0～2，000 3，000 80 40×32×20 18 140 ミキシング付
ノノ

　　ノノ

〃－96R
〃 〃 〃 30×40×18 14 125

　　〃
〃　－96F

〃 〃 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ
〃

オートセラウォッシャー
AMW－96S

〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型

ビーズウオツシヤー

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

〃

　　ノノ

〃　－25A
ノノ 〃 〃 ノノ 11 92．5 ノノ

57．振渥装置（Shaker）
同　　時セット数 しんとう

回　　数
試料容量 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 検体数 回／分 μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ミキサー5432
24本40〃

2，000 30 18．5×18．5×14 2．8 ドイツ・エツペンドルフ社製
ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

TS－200 200 180 5 42×11×7 10

日　本　D　P　C

シェーカーインキュベーター

AM89A

マイクロプレート4枚

100　～　200
RPM

100／1．25 30×43×18 7．3 68 米国・ダイナテック社製
温調可能。～60℃

日本電子輸入販売

58．蒸留水自動製造装置（Automated　Apparatus　for　Preparing　Distilled　Water）

採取容量 熱源 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 1／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

ピュアライト
PRO－150

130以上 100／15 50×50×160 130 179

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ
　ノノ
〃　－100 75〃

ノノ 50×45×120 100 153

｝生化学自動分析装置に接続可能なオプション用意

TK式再蒸留装置
TKS－20

20 蒸気 100／1 125×90×170 150 490

萱垣医理科工業
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59．撹拝器（Mixer・Stirrer）

採取容量 処理能力 撹絆方式 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 1／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

タッチミキサー
MT－5C

回転 100／1 13×15×16 3 5．1 試験管振盟器
萱　医　理　科　工　業

60．滅菌器（Apparatus　for　Sterilization）

処理能力 熱源 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

乾熱滅菌器
KSH－60PM

電気 100／15 75×67×89 77 28．7 1501

萱垣医理科工業

61．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

処理能力
同　　時セット数

回転数 試料容量 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 検体数
（本）

回数／分
（rpm） m1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

備　　　　　　　考

オーソCF－III 可変 12 High
12，000

100／0．7 23×27×25 1．0 25．8
オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

ハイキャパシティ
冷却遠心機8850

1，950m／ 130 3，000 15 100／30 59×66×92 150 120 大型チューブラック方式専用
の遠心機

久　保　田　商　事 インバータユニバーサル
　〃　　　5900

1，000〃 48 3，500 ノノ 〃／20 48×62×93 110 63．5
メンテナンスフリーのブラシ
レスモータ使用

自動ハンドリング
遠心機4900

340本／時 80 3，000 〃 200／30 140×110×161 670 未定
質量測定とバランス配置を自
動計算

ノノ

サンフユージSR 12 3，400

1，500
100 30×26×29 5 19．5 輸血検査用

三　　光　　純　　薬
ラボクリットMT－1000

マイクロプ
レート
　16枚

2，500 200 47×50×45 32 36 マイクロプレート用

遠心機5415 18～30 250 21×28．5×28 7．3 ドイツ・エッペンドルフ社製
ダイ　アヤ　トロ　ン

〃　5410 12 100 21．5×29×22 7．5 〃

冷却遠心機5402 18～30
モーター350
冷却機200 60×47×29 41 〃

〃

遠心機5416 4～192 800 40×44×31．5 26．5 〃

冷却遠心機5403 1，200 61×50×32 60 〃

〃



5662．恒温槽（lncubater）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

℃ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

萱垣医理科工業
KTH－30P ±0．1 電子式 100／6 50×34×27 5 8．8 恒温水槽

サンサーモII ±0．5
ステンレス式
均等対流板式

300 30×25×18 6．2 輸血検査用
三　　光　　純　　薬

サンサーモミニ ±0．1 マイクロコンピ
ューター制御

250 48×34×34 15 48 小型CO2インキュベーター

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

コマンダーダイナミック
インキュベーター

±0．5 温風循環 600 58×37×66 41

63．乾燥器（Dryin9　Chamber）

温度精度 熱源 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

KEF－60PM 電気 100／15 75×67×89 77 32．3 1501

萱垣医理科工業

64．医療廃棄物処理装置（Disposing　Apparatus　for　Clinical　Laboratory　Waste）

処理対象 処理時間 滅菌の方法 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 h／工程 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ヴェルテル200 医療廃棄物 4 乾熱滅菌 100／10 51×82×103 80 330

協和メ　デッ　ク　ス
〃　　　100 〃 ノノ 〃 ノノ

36×26×25 8 26

セーフティパル
　注射針プラスチック

0．6 熱風循環式 3，000 74×80×123 440 650

三　　光　　純　　薬

65．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

固相抽出加圧送液システ
ム

38×13 1．4 48

ジーエルサイエンス シリンジ
マイクロシリンジ各種
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テフロン切換コック，フラ
ンジ，フレアー式バルブ

〃

送液ポンプ全溶媒型各種

積　水　化　学　工　業 ハリポンオート
全自動真空採血針離脱収納器。AC／電池併用電源。各
社ホルダー及び採血針に使用可能

19．6×19．6×
25．3

ダイ　アヤ　トロ　ン サーモミキサー
5436／5437

1台で撹絆とインキュベーションの2つの機能を備え
ています。サーモミキサー5436はエッペンドルフL5
m1チューブに，サーモミキサー5437はエッペンドル
フ2．Om1チューブにそれぞれ適応します。

107 18．5×18．5×
15．5

3 ドイツ・エツペンドルフ社製

テ　　　　ル　　　　　モ
ベノジェクトII
（真空採血システム）

採血から廃棄まで一貫して検査業務がクローズドの状
態で行えることで，血液感染のリスクを軽減できる。

東洋紡エンジニアリング
RO純水製造装置（TRO型）

ROとイオン交換により，局純水が大容量得られ，し
かもイオン交換樹脂が10倍長持ちし，経済的且つ25cm巾のコンパクト設計です。ラボ用純水及び生化学

自動分析装置に最適です。

〃 RO純水製造装置
（TRO－120E型）

生化学自動分析装置用に開発した新製品です。RO，イオン交換，タンクを内蔵し大容量（120／／hr造水）大

貯水槽（1001）を持つにもかかわらずコンパクト設計で
す。

試験管，管瓶 再生使用からディスポ用まで各サイズがあります。試
料の保存，分析用に最適です。

日　電　理　化　硝　子
フリージングコンテナ

冷房保存やその他の収納ケースとして，各種容器に対
応しています。

試験管立て 耐薬品性・耐腐食性に優れた，ステンレス・ワイヤー
製です。低棚タイプもあります。

〃

日本コダックダイアグノ
スティックス

アマライトプロセッシン
グセンター

アマライトアッセイでの検体サンプリング，試薬分注
からインキュベート，洗浄までを自動的に処理する

100／5．0 95．5×67．0×
43．5

75 500

カルチャーチューブ 透明度に優れたPS製と，オートクレープ可のPP製
あり。 12×75mm 米国・クオリティ社製

ピ　ー　エ　ム　機　器
プラスチックピペット

PS製ピペットで綿栓付き。目盛り大きく（マイナス
目盛）全て滅菌済み。

スペイン・ユーロチューブ社
製

ループ PS製ニードル付き。プラスチックペーパー包装，全
て滅菌済み。

〃

〃

マイクロタイタープレー
ト U，平，V底の3種類。全て滅菌済み。 〃

ラテックス手袋
局品質ラテックス製，内側パウダー加工で透湿性で
す。 米国・ウェスト社製

〃

スナップシールチューブ
ロック（2段）キャップ付マイクロ遠沈管。煮沸や凍結
時に最適。

〃

トランスファーピペット
PE製ワンピース型。－40℃保存及び液体の移送に適
します。

米国・クオリティ社製
ノノ

チツプ
エッペンドルフ，ギルソンの各種ピペットに対応する
高品質チップ

〃
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601．生化学（1）
　　　　会社名

項　目

医学生物学研
究所

エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 オルガノンテ
クニカ

カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業

AST（ALT） JSCC準拠試
薬法 UVレート法

L一アスパラギン
酸，L一アラニン

IFCC準拠試
薬法 UV・レート法 IFCC準拠試

薬法，他1 SSCC法，他1

ALP P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

〃
P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

JSCC準拠試
薬法

P一ニトロフェニ
ルりん酸基質法

GSCC準拠試
薬法

ノノ

ACP DCNP基質
α一ナフチルり
ん酸基質法

Kind－King法 DCNP－P基質
法

ADA 酵素法

ALD 果糖一L6一二り
ん酸基質法

AMY GaLG5－pNP
基質法 G，－PNP法 B－G5－CNP

Gal－G、CNP，B－GボCNP プロツクドpNP－G，基質法

G5－CNP法
B－G，PNP法，
他1

3KB－G5CNP
法，他3

GUN グアニン基質

γGTP
L－rグルタミルーPNA基質法 L・γ一グルタミル

P．ニートロアニリ　ド
基質．法

γグルタミルー

DBHA基質法
γ一グルタミルーP一ニ

トロアニリド基質法
IFCC準拠試
薬法

P一ニトロアニリ
ド基質法，他1

CK Oliver変法 UVレート法 UV法 01iver変法 GSCC準拠試
薬法

CK－NAC法，
他1

CHE DTNB法
ブチリルチオ
コリン基質法 p－HBC基質

P一ヒドロキシベンゾ

イルコリン基質法

よう化ブチリルチ

オコリン基質法

ベンゾィルチオコ
リン基質法，他1 DTNB法，他1

LDH UVレート法 SSCC準拠 UVレート法 L→P GSCC準拠試
薬

Wrδblewski
変法

GSCC準拠試
薬法

P→L（NADH）－
UV法，他1

LAP L一ロイシルー
PNA基質法

L一ロイシルーニト

ロアニリド基質法
L一ロイシンア
ミド基質

L一ロイシルー
DBHA基質法

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法
〃

P一ニトロアニリ
ド基質法，他1

CKアイソザイ
ム

免疫阻害法

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

Alb BCP法，　BCG
法 BCG法 BCP BCG法 BCG法，他1 BCG法 BCG法，他1

UN ウレアーゼ，

GLDH法
ウレアーゼ，

GLDH法
クロマトグラ
フ法

URL－POP－
POD法

ウレアーゼー

GLDH法
ウレアーゼGL
DH法，他1

ウレアーゼ，
GLDH法，他2

UA ウリカーゼ・

POD法
酵素法 ウリカーゼー

POD法
ウリカーゼー
POD法

ウリカーゼ・

POD法
酵素法

CRE 酵素法 酵素法 〃 CRTN－CRT－
SOX－POD法

Jaffe法 酵素法，他1 〃　，他2

NH3 GLDH法
T－－Bil 酵素法

安定化ジアゾニウム塩法 安定化ジアゾニウム塩 アゾビリルビ
ン法

安定化ジアゾニウム塩法 安定化ジアゾニ
ウム塩法，他1

TG
遊離グリセロール消去法 遊離グリセロー

ル消去酵素法
酵素法

遊離グリセロール消去法 遊離グリセロール消去法 遊離グリセロール消去法

酵素法，他2

PL 酵素法 〃 PLD－COD－
POD法

酵素法 酵素法 〃　，他1

NEFA 〃 ACS－ACOD－
POD法

〃 〃

T・－CHO 酵素法 ノノ 酵素法 酵素法 CE－CO－POD
法

ノノ 〃 酵素法，他1

IIDL－CHO
リンタングス
テン酸Mg法

K一アガール分
離酵素法

デキスト硫酸，

Mg
ポリエチレング
リコール沈澱法

デキストラン
硫酸法 K－Ager法

胆汁酸及び分画 酵素法
酵素サイクリング
法（総胆汁酸測定） 酵素法 酵素法

Glu HK－G6PDH
法

GOD　・POD
法 HK法 GOD－POD法 Gluc－DH法 ノノ



シアル酸 酵素法 酵素法 NRH－NAL－
POP－POD法

酵素法 〃

フルクトサミン
NBT還元法（ピー
・エム・エル）

乳酸 酵素法

ビルビン酸 〃

Cl 酵素法

Ca OCPC法 O－CPC法 酵素法 0℃PC法 0－CPC法 OCPC法

Mg 〃
キシリジルブ
ルー法

キシリジルブ
ルー法

キシリジルブ
ルー法

IP ノノ
シュークロースホ
スホリラーゼ法

酵素法，他1 リンモリブデ
ン酸UV法

酵素法

Fe
ニトロソーPS－

AP法 TPTZ法
ニトロソーPS－
AP法，他1

フェロジン法 クロマゾール
B法

TIBC
鉄結合トランス
フェリン測定法 Ramsay変法 〃

UIBC
ニトロソーPS－

AP法
ニトロソーPS－

AP直弊
フェロジン法 〃

Cu
バソク　ロイン
スルホン酸法

NAG CNP－NAG基
質法

酵素法

17－KS 神戸川変法

17－OHCS
フェニルヒド
ラジン比色法

hCG LA法
尿中微量アルブ
ミン

免疫比濁法 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

1．5AG
酵素法・

PROD－HRP法

ミオグロビン
ラテックス凝
集法

1．生化学（2）

61

　　　　会社名

項　口

協和メデック
ス

国際試薬 三光純薬 三和化学研究
所

常光 セロテック
ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品 ダコ・ジヤパ
ン

チバ・コーニ
ング

AST（ALT）
MDlI　uV法
LDIl　UV沙、（JS・
cc準拠試薬），他2

JSCC準拠試
薬法，他1

MDH－UV法／
LDII－UV法

UV・レート
法，他2

IFCC勧告法
準拠試薬 UV法

ALP GSCC勧告法
P－NPP法
（〃　），他2 MEG法

フェニルリン
酸基質法

P一ニトロフェニル
リン酸基質法，他1

GSCC勧告法
準拠試薬，他

P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

ACP
α一ナフチルリ
ン酸法

Kind－King法

ADA
酵素法（GLDH一竪瑞A一

ALD DII－UV法）
酵素法

AMY マルトペンタ
オース法

B－G5－PNP
法，他2 IPG7F法

Bloked－G7－
pNP基質法

B－G5－CNP
法，他3

6－N3G5CNP
基質法，他

Blocked　PNP
G7基質法

GUN
酵素法（XOD一ウリカーぜPOD系）



62 γ一GTP rGlu－DBHA
法

γ一Glu－DBHA・BOD法，他1 SSCC準拠試
薬法

レγ一グルタミルー3一カ

ルボキシー4NA基質法

γ一グルタミルーP一ニト

ロアニリド基質法，他1

γ一グルタミルー

CNA基質法
ルグルタミル

P一ニトロアニリド基質法

CK UV法（JSCC
準拠試薬）．他1

GSCC準拠試
薬法

クレアチンリ
ン酸一UV法

UV・レート
法，他1

GSCC勧告法
準拠試薬 UV法

CHE
P一ヒドロキシベン

ゾィルコリン法 DMBT法，他3 DHBC－UV法
ヨウ化チオブチ
ルコリン基質法

BTC－DTNB
法．他3

3，＋ジヒドロキシベ
ンゾイルコリン基質
法．柴田・高橋法

プロピオニルチ
オコリン基質法

LDH L→PUV法（JSCC
準拠試薬），他2

GSCC準拠試
薬法

P→LNADH－
UV法

UV・レート
法．他1

ロブレスキー・ラ・デュー法，他

UV法（L→P）

PK ピルビン酸オ
キシダーゼ法

MAO アリルアミン
基質法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP
L一ロイシルつ一NN一
ジスルホプロピルアこノアニリド法

レLeu－DBHA－BOD法，他1 GSCC準拠試
薬法

レロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法

L一ロイシルーP一ニトロ

ァニリド基質法，他1

GSCC勧告法準拠試
薬，L一ロイシル乎一ニ
トロアニリド基質法

ALPアイソザ
イム

PAG・ディス
電気泳動法

電気泳動法

AMYアイソザ
イム

阻害抗体法，他
1

インヒビター
法

〃

CKアイソザイ
ム

阻害抗体法 〃

LDHアイソザ
イム

プロテアーゼ
阻害法

アガロース電
気泳動法

〃

TP’ ビウレツト法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレツト法 ビウレツト法 ビウレツト法

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

血清蛋白分画 電気泳動法 電気泳動法

UN ウレアーゼ
GLDH法

Urease－GL－
DH法，他1

ウレアーゼ，
GLDH法，他1

ウレアーゼーGL・
DH・UV法（アン
モニア消去）

ウレアーゼ・
UV法，他1

ウレアーゼ・イン
ドフェノール法

ウレアーゼ・

GLDH法
UA ウリカーゼ

POD法
ウリカーゼ法 ウリカーゼ，

POD法

酵素法（ウリカーゼーPOD系）

酵素法 酵素法 酵素法

CRE ザルコシンオ
キシダーゼ法

酵素法，他1 酵素法，他1 　〃　（SOX－
POD系）

〃　，他1
酵素法，ヤッフ
ェ法

ヤツフェ法

NH3 GLDH　・UV
法

T－Bil 酵素法，他1
安定化ジアゾニウム塩法

ジアゾ法
アルカリアソビ
リルビン法，他1

アゾ法

TG LPL・GK・
GPO・POD法 GK－GPO法 FG消去酵素

法，他1

酵素法（GPO－POD系ブ

リーグリセロール消去） GPO酵素法
遊離グリセロー
ル消去法，他2

酵素法（GPO
法）

PL PLD・CLOD・
POD法

PLD－POD法 PL－D・COD法
　〃　（PLD－
POD系）

酵素法 酵素法

NEFA ACS・ACO・
POD法

ACS－ACOP－
SCEP法

　〃　（ACS－
ACO系）

酵素・UV法，
他1

〃

T－CHO
CHER・CHOD・POD法

COD－POD法 CE・CO法
　〃　（CE　－
COD－POD系）

酵素法 〃 酵素法

HDL－CHO
デキストラン硫酸・リンタングステ

ン酸法

PG（ポリエチレング

リコール法），他1
デキストラン
硫酸Mg法

リンタングス
テン酸一Mg法

〃　，他1
デキストラン硫酸・

M〆＋分画，酵素法

胆汁酸及び分画 3α一HSD・テ
トラ法

酵素法（3館HSD一ジ

アホラーゼ比色法） NPS法 酵素比色法

Glu HK・G6PDH・
UV法 GLU－GLK法 HK－G6PDH

法，他1

酵素電極法
（簡易小型血糖測
定システム）

　〃　（HK　－
UV法）

〃 ヘキソキナー
ゼ法，他1

UV法（ヘキソ
キナーゼ法）

シアル酸 ピルビン酸オ
キシダーゼ法 UV法

　〃　（LDH－
UV法）

〃

乳酸
乳酸オキシダーゼ法 5－Br－PADAP

法

ビルビン酸 ピルビン酸オ
キシダーゼ法
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HbAl 全自動HPLC
法

電気泳動法

HbAlc 〃 HPLC法

Na 電極法 ISE法

K ノノ 〃

Cl 〃
免疫比濁法，他
1

〃

HCO3 ラッテクス免
疫比濁法

Ca OCPC法 OCPC法 0－CPC法 UV・レート法 OCPC法 OCPC法

Ca＋＋ 免疫阻害法

Mg
グルコキナーゼ・G

6PDH・UV法
酵素法 酵素法 キシリジルブ

ルー法
キシリジルブ
ルー法

IP PNP・　XOD・
POD法

〃 SP－UV法
酵素法（XOD一 デキストラン硫酸・Mg・

リンタングステン酸法

酵素法，フィス モリブデン酸ア
ンモニウム法

Fe ニトロソ・PS・

AP法
フェレン法

譲踊妄（ニトロソーPSAP法）

酵素比色法

多…÷舌ミ5ラ竃色法

TIBC 炭酸マグネシ
ウム吸着法

UV・エンドポ
イント法，他1

UIBC ニトロソ・PS－

AP法
フェレン法 酵素法 フェロジン発

色法

NAG CNP－NAG基
質法

hCG
免疫比濁用，EIA用原料

尿中微量アルブ
ミン

免疫比濁法
ラッテクス凝集法
（目視）

ノノ

Lp（a）
ラッテクス凝集免
疫比濁法

ケトン体

轟1羅（血清．分画）

1．生化学（3）

　　　　会社名

項　目
デンカ生研 日水製薬 ニツトーボー

メディカル
ニプロ 日本商事 日本DPC 日本ロシュ ヘキストジャ

パン
べ一リンガー
・マンハイム

AST（ALT） JSCC勧告法
準拠試薬

UV法（JSCC
勧告法準拠） UV法 UVレート法

（ISCC準拠）
JSCC勧告法
準拠試薬，他2

UV・レート法（IF
CC準拠法）

IFCC準拠，他
1 UV・レート法

ALP GSCC法
Bessey－Low－
ry法

p一ニトロフェ
ニルリン酸法

KIND－KING
法

〃　，他3
P一ニトロフェニル
リン酸基質法
（IFCC準拠法）

〃

ACP 合成基質法
カラー／Rate
法

ADA UV－Rate法 酵素法

ALD UV一酵素法 UV／Rate法

AMY BG7PNP法
酵素法（ブロック
G，pNP基質法）

B－G5－CNP法

他1，Gal－G，－PNP法

G5一ρCNP基質酵
素可視レート法

GAL－G5－4NP B－G7－PNP
法．他1 BG7－PNP法

γ一GTP
Glu－3－CA－4－

NA基質法 SZASZの条件
L一γ一グルタミルー3一
カルボキシー4一ニト
ロアニリド法

酵素法
㌶NA法・ rグルタミルーP一ニ

トロアニリド基質法
IFCC準拠，他
1

γ一グルタミルー3一カ

ルポキシー4一ニトロ
アニリド基質法

CK GSCC法 UV法
ヘキソキナー
ゼ，G6PDH法

〃 JSCC勧告法
準拠試薬，他1

UV・レート法（NAC
活性化法） GSCC準拠 JSCC勧告法



64 CHE DTNB法
合成基質（DH－
BCI）法

〃
ヨウ化ブチリルチ
ォコリン法，他1

カラー／Rate
法

LDH UV－Rate法 ピルビン酸基
質UV法 UV法 L→P法 JSCC勧告法

準拠試薬．他4
UV・レート法（SF－

BC準拠法）
SFBC準拠，他
1

PK UV／Rate法

LCAT 酵素法，他1

LAP Nage1法 GSCC法 酵素法 L－pNA法・
GSCC GSCC準拠

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法

ALPアイソザ
イム

インドキシル・

NTB法
小麦由来レク
チン沈澱法

AMYアイソザ
イム

免疫阻害法

ODH・MTT法
免疫阻害法

CKアイソザイ
ム

CK　MB
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法）

ノノ
ジアホラーゼ，

NTB法
ノノ 〃

LDHアイソザ
イム

〃 〃

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレット法 ビウレツト法

Alb BCG法 BCP法 BCG法
カラー／END－

POINT法
UN

ウレアーゼ・PK・

POPG・POD法
ウレアーゼ URL－LDH法

UV法（ウレアーゼ，

GLDH）他1 酵素・UV法 UV／Rate法，
他1

UA 酵素法 ウリカーゼー
POD法

ウリカーゼー
POD法（液状）

酵素法・

TOOS，他2
酵素法

カラー／END・

POINT法

酵素法（ウリカーゼ・POD法）

CRE 〃
CRN，CR，SO－

D，POD法
酵素法

　　　ノノ

他1
ヤツフェ法 酵素法，他1 〃

NH3 酵素法

T－Bil 酵素法
安定化ジアゾニウム塩

酵素法，他2 ジアゾ法 DPD法

TG
　〃
（グリセロール消
去法）

フリーグリセ
ロール消去法

酵素比色法（グリ
セロール消去法）

GPO・酵素法，
他1

酵素法 酵素法
酵素法（フリーグ
リセロール消去）

PL 〃
酵素比色法（液
状）

酵素法・

DAOS、他1
〃

NEFA
ACS，ACOD，P・

OD
ACS－ACO酵

T－CHO 酵素法 酵素法

C。叢⑩P聾蕪．．＿

酵素比色法

議法．DAOS，他1

酵素法 酵素法 酵素法

HDL－CHO 〃
リンタングステ
ン酸改良酵素法

蓼㌢テ簸テ他壌lM望8去 ヘパリンーCa リンータングステン

酸一マグネシウム法 沈澱法
デキストラン硫酸・リン

タングステン酸・Mg法

Glu HK－G6PDH
法

酵素法 ヘキソキナー
ゼ．G6PDH法

酵素比色法

浩讐Glc．DH

酵素UV法 HK法，他1 ヘキソキナー
ゼ・End法

シアル酸 酵素法 〃 酵素UV法 UV一酵素法

フルクトサミン NBT比色法
カラー／2ポイ

乳酸

旨V罐NDP。、NT法

ビルビン酸 〃

HbAl 電気泳動法

HbAlc 免疫阻害比濁
法

Na 酵素法

K 〃
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Cl 〃

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 MTB法 OCPC法

Mg 酵素法 マグノレッド
法

IP 〃 酵素法 酵素法 酵素法（液状） 酵素法・EMS－
E，他1

リンモリブデ
ン酸直接法

Fe Nitroso－

PSAP法
ニトロソー

PSAP法
標準法 フェロジン法

TIBC ノノ 炭酸マグネシ
ウム吸着法

UIBC ニトロソー

PSAP法
Cu バソクプロイ

ン法
DiB＋PAESA
法

NAG FNP一レート
法

トランスフェリ
ン

ラテックス凝
集法

hCG EIA法
（1ステップサンド
イツチ法）

尿中微量アルブ
ミン

免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

ジゴキシン FELA

テオフィリン FIA

フェニトイン ノノ

フェノバルビタール

〃

カルバマゼビン 〃

1．生化学（4）

　　　　会社名

項　目
山之内製薬 和光純薬工業

AST（ALT） JSCC準拠法

ALP PNP基質法

ACP 2一クロルー
PNP基質法

ALD UV－Rate法

AMY BG5P基質法

γ一GTP 合成基質法

CK GSCC準拠法

CHE
ヨウ化ブチリルチ

ォコリン基質法

LDH Wrδblewski－
LaDue法



66 MAO 色素基質法

LAP L－LPNP基質
法

ALPアイソザ
イム

アガロースゲ
ル電気泳動法

AMYアイソザ
イム

BG5P基質一阻
害剤法

LDHアイソザ
イム

アガロースゲ
ル電気泳動法

TP ビウレット法

Alb BCG法

UN ウレアーゼ・
GlDH法

UA ウリカーゼ・
TOOS法

CRE 酵素法

NH3 藤井・奥田法
変法

T－Bil バナジン酸酸
化法

TG 酵素法

PL 〃

NEFA 〃

T－CHO 〃

HDL－CHO
リン・タングステン酸

Mg塩沈澱法

胆汁酸及び分画 酵素比色法

Glu 酵素法

シアル酸 〃

HbAlc アフィニティーク
ロマトグラフ法

Cl Schales－Scha－

les法

Ca OCPC法

Mg キシリジルブ
ルー法

IP 酵素法

Fe Nitroso－PS－
AP直接法

UIBC バソフェナン

Cu

馬多燐。イン法

Zn S－Br－PAPS
法

17－OHCS
Porter－Silber
変法



hCG EIA法
尿中微量アルブ
ミン

（アルブミライサー）

EIA法
免疫比濁法

67



682．免疫血清（1）
　　　　会社名

項目

医学生物学研
究所

エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 オルガノンテ
クニカ

カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業

梅毒反応 HDPA法
ラテックス凝
集法

CRP 免疫比濁法，他
2 LIA法 LIA，TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

　　　〃　　　　　　　，

他2

ASO 〃 〃 ノノ ラテックス凝
集比濁法

　　　ノノ　　　　　　　，

他1

RF ラッテクス凝
集法

ノノ 〃 〃 ノノ
　　　〃　　　　　　　，

他2

IgG 〃 〃 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA ノノ　　　　ノノ　　　， 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 ノノ

IgM ノノ　　　　〃　　　， 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

C3・C4 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

IgE EIA法
LIA，EIA，RIA
法 EIA法

ρLipo TIA法 免疫比濁法 ヘパリンーカル
シウム法 K－Ager法

Apo　A 〃

Apo　B 〃

Apo　C 〃

Apo　E ノノ

AFP EIA法 LIA法
LIA，EIA，CLE－

IA，RIA法 EIA法

CEA 〃
EIA，CLEIA，R－

IA法
ノノ

NSE RIA法

フェリチン LIA法
LIA，EIA，RIA
法 CLEIA法 EIA法

β2M EIA法 〃 〃 ノノ

PAP EIA，RIA法 酵素法

CA19－9 〃 EIA法

HBs（Ag・Ab） CLEIA法 ELISA法 〃 R－PHA法

HBe（Ag・Ab） 〃 〃

HBc（Ab） CLEIA法 〃 PHA法，他1

HC（Ab） RIA，ELISA法 〃 EIA法

HIV（Ab） 〃

ATL 蛍光抗体法
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インスリン EIA法 RIA法 EIA法

GH EIA，RIA法

T3・T4 RIA法 CLEIA法 EIA法

　　　　“コルチソール 〃

TSH 〃 CLEIA法 EIA法

LH 〃 ノノ ノノ

プロラクチン ノノ 〃

FSH ノノ ノノ

カルシトニン RIA法

HCG LIA法 CLEIA法 EIA法

HPL 〃

PSA CLEIA法

T3U 〃

エリスロポエチ
ン EIA法
糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） LIA法 免疫法，化学法 免疫法

Lp（a） 免疫比濁法 LIA法

BCA225 EIA法

FT3，FT4 EIA法

CA50

ミオグロビン EIA法

ミオシンL鎖 ノノ

2．免疫血清（2）
　　　　会社名

項目

協和メデツク
ス

国際試薬 三光純薬 三共 三和化学研究
所

住友製薬 積水化学工業 セロテック
ダイアヤトロ
ン

第一一化学薬品

梅毒反応 ラテックス法 HDPA法 RPR，TPHA
（PA）法 RPR法

ラテックス免
疫比濁法

カーボン凝集
法

CRP
　　　〃　　　　　　，

他1
免疫比濁法

免疫比濁法，ラ
テックス凝集法

ラテックス凝
集法（目視） 免疫比濁法 ラテックス免

疫比濁法・他2
免疫比濁法

サイロイドテス
ト

ASO ラテックス法 ラテックス凝
集法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫比濁法，他1

ASK



70 RF ラテックス法 免疫比濁法 ラテックス凝
集法（目視）

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫比濁法，他2

IgG ラテックス法，
他1

〃 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA 〃 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 〃 〃

C3・C4 〃 ノノ 〃 ノノ

IgE ノノ EIA法
化学発光酵素
免疫測定法

ラテックス免
疫比濁法

〃

β一Lipo TIA法 免疫比濁法
免疫比濁法，他
1

ヘパリン比濁
法

Apo　A ノノ 免疫比濁法

Apo　B 〃 〃

Apo　C
ノノ

Apo　E 〃

IAP
免疫比濁法，SRID法

AFP 化学発光法 EIA法
化学発光酵素
免疫測定法

ラテックス凝
集法（目視）

ラテツクス免
疫比濁法

CEA ノノ 〃 〃 〃

NSE

フェリチン
ラテックス法，
他1 EIA法

化学発光酵素
免疫測定法

ラテックス免
疫比濁法。他1

β，M ラテックス法 〃 〃
ラテックス免
疫比濁法

PIVKA－II EIA法

CA19－9
ラテックス免
疫比濁法

HBs（Ag・Ab） ラテックス法 EIA法 PA法
〃

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） EIA法 PHA法
HC（Ab） 〃

ATL EIA法 PA法，　EIA
法，WB法

インスリン EIA法
化学発光酵素
免疫測定法

ラテックス免
疫比濁法

GH EIA法

T3・T4 化学発光法 EIA法
化学発光酵素
免疫測定法

TSH 〃 ノノ ノノ

LH ノノ 〃 〃

プロラクチン ノノ 〃



FSH 〃 EIA法 〃

HCG 〃 〃 ラテックス免
疫比濁法

HPL ノノ

E2 化学発光法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） ラテックス法 F－EIA法

ラテックス凝
集法

ラテックス凝
集反応

特異IgE EIA法

GRF 〃

TBG 化学発光酵素
免疫測定法

ミオシン 〃

エストロジェン
ラテックス免疫比濁法

Ag ラテックス凝
集法（目視）

2．免疫血清（3）
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　　　　会社名

項目
ダイキン工業 ダイナボット チバ・コーニ

ング 大日本製薬 ダコ・ジヤパ
ン

デンカ生研 東亜医用電子 東ソー 日水製薬 ニットーボー
メディカル

梅毒反応

CRP FIA法 免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料 ラテックス凝

集法
免疫比濁法 免疫比濁法

ASO 〃 〃 〃

RF 〃 〃 〃

IgG 濁度法
免疫比濁用，EIA用原料

免疫比濁法 〃 ノノ

IgA 〃 〃 〃 ノノ ノノ

IgM 〃 〃 〃 ノノ 〃

C3・C4 ノノ 〃 〃 〃

IgE MEIA，他 CLIA法 〃 ラテックス凝
集法 PAMIA法 EIA法

EIA法
（1ステップサンド
イッチ法）

β一Lipo Heparin－Ca
法

免疫比濁法

Apo　A
免疫比濁用，EIA用原料

免疫比濁法

Apo　B 〃 〃

Apo　E 〃

AFP MEIA法，他 CLIA法
免疫比濁用，EIA用原料 ラテックス凝

集法 PAMIA法 EIA法
EIA法
（］ステップサンド
イツチ法）

CEA ノノ 〃 〃 〃 〃 〃



72 NSE ノノ

フェリチン MEIA法，他 CLIA法 〃 ラテックス凝
集法 PAMIA法

EIA法
（1ステップサンド
イッチ法）

エラスターゼー1 RIA法

β2M MEIA法，他
免疫比濁用，EIA原料 ラテックス凝

集法 PAMIA法
EIA法
（1ステップサンド
イツチ法）

PAP 〃　，他 EIA法 〃

CA19－9 〃 PAMIA法 〃 ノノ

CA125 ノノ

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab） ノノ

免疫比濁用，EIA原料

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） 〃　，他
免疫比濁用，EIA用原料

PAMIA法
HC（Ab） 〃

HIV（Ab） EIA法

アルドステロン RIA法
レニン・アンジ
オテンシン

ノノ

インスリン MEIA法，他 PAMIA法
EIA法
（ワンステップサ
ンドイツチ法）

GH RIA法 〃

T3・T4 MEIA法，他 CLIA法
免疫比濁用，EIA用原料

EIA法 EIA法
（競合法）

コルチゾール FPIA法 〃

TSH MEIA法，他 〃

免疫比濁用，EIA用原料

EIA法
EIA法
（ワンステップサ
ンドイッチ法）

LH 〃 〃 ノノ 〃 〃

プロラクチン 〃 〃 〃 〃

FSH 〃 〃
免疫比濁用，
EIA用原料

〃 〃

HCG 〃　，他 〃
ノノ EIA法

（ワンステップサ
ンドイッチ法）

E2 MEIA法 〃 EIA法
（競合法）

E3 FPIA法
糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） 原料抗体

PSA CLIA法

1－PTH 〃

PA EIA法
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2．免疫血清（4）

　　　　会社名

項目
ニプロ 日本コダック 日本商事 日本DPC

日本ビオメリ
ュー・バイテ
ツク

日本ロシュ 富士レビオ ファルマシア
ヘキストジャ
パン

べ一リンガー
・マンハイム

梅毒反応

CRP 免疫比濁法 免疫比濁法 NIA，　TIA法 免疫比濁法

ASO ノノ

RF 〃

IgG 免疫比濁法 〃　　　ノノ　，

IgA 〃
〃　　　ノノ　，

IgM 〃 〃　　　〃　，

C3・C、
〃　　　〃　， 免疫比濁法

IgE EIA法 EIA法
富士レビオ

CLEIA法 EIA法
EIA法，　NIA
法 EIA法

ρLipo

Apo　A NIA，TIA法

Apo　B
ノノ

AFP EIA法
EIA法，ラテッ
クス免疫比濁法

富士レビオ

CLEIA法
EIA法，　RIA
法，NIA法 EIA法

CEA CLEIA法 EIA法
ノノ EIA法，　RIA

法
〃

フェリチン EIA法 〃 〃 〃

β2M 免疫凝集法 EIA法

CA19－9
EIA法，ラテッ
クス免疫比濁法

富士レビオ

CLEIA法 EIA法

CA125 EIA法 〃 〃

CA15－3
ノノ

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab） CLEIA法 EIA法 EIA法 〃

HBe（Ag・Ab） ノノ 〃 〃

HBc（Ab） CLEIA法 〃 〃 〃

HIV（Ab） EIA法 〃

ATL

アルドステロン RIA法

インスリン 〃 EIA法



74 T3・T4 CLEIA法 〃 EIA法 EIA法

コルチゾール 〃 ノノ 〃 〃

TSH 〃 ノノ

EIA法
富士レビオ

CLEIA法
ノノ

LH 〃 〃 ノノ ノノ

プロラクチン 〃 RIA法
ノノ ノノ

FSH 〃 EIA法 〃 ノノ

HCG ノノ RIA法 〃 ラテックス凝
集法

〃

E2 〃 ノノ 〃 〃

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

金コロイド着
色法，他1

FT3，FT4 CLEIA法

T3U 〃

TBG 〃

プロゲステロン 〃 RIA法

IgM－HBc ノノ

〃－HA 〃

アンドロステン
ジオン RIA法

DHEA－S 〃

テストステロン 〃

2．免疫血清（5）

　　　　会社名

項目
山之内製薬 和光純薬工業

ASO 免疫比濁法

RF 〃

IgG 〃

IgA 〃

IgM 〃

C3・C4 〃

IgE EIA法

ρLipo 免疫比濁法



Apo　A 〃

Apo　B 〃

AFP EIA法

CEA 〃

NSE 〃

フェリチン 〃

β2M 〃

CA19－9 〃

HBs（Ag） イムノクロマ
ト法

R－PHA法・
PHA法

インスリン EIA法

T3・T4 セディア法 〃

コルチゾール ノノ
Porter－Silber
変法

TSH EIA法

LH IRMA法

プロラクチン 〃

FSH 〃

HCG EIA法
糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

金コロイド凝
集反応

α一hAND EIA法

TBG ノノ

PA ノノ
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763．血液凝固・線溶（1）
　　　　会社名

項目名

医学生物学研
究所 栄研化学 オルガノンテ

クニカ
カイノス 極東製薬工業 協和メデツク

ス
国際試薬 三光純薬 ダイキン工業 ダイアヤトロ

ン

PT 凝固時間測定
法 凝固時間法 凝固時間測定

法

PTT 〃 〃 〃

トロンボテスト ノノ 〃

ヘパプラスチン
テスト

凝固時間測定
法

ノノ 〃

プロテインC EIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1

プロテインS ノノ

ATIII LIA法 合成基質法 ラテックス法 PPAMA法，
凝固時間法 FIA法

ラテックス免
疫比濁法，他1

α2PI ノノ

LPLMA法 〃

PLG LIA法 ノノ ラテックス法 〃 合成基質法

FDP－T ELISA法 免疫比濁法 ラテックス凝
集法

ラテックス凝
集法 FIA法

ラテックス免
疫比濁法

FDP－E ラテックス凝
集法 LIA法 〃

D－Dダイマー ノノ ラテックス凝
集法，他1 FIA法

　　　〃　　　，

他1

Fbg LIA法
凝固法時間測
定法

ラテックス法 トロンビン時
間法

トロンビン時間
法でのFbg定量

塩析法

TAT EIA法

PIC 〃 ラテックス凝
集法

F5DP EIA法

FV 凝固時間法

FVIl 〃

FVIIl 〃

FIX ノノ

FX ノノ

FXI 〃

F】m 〃

FXII ラテックス免
疫比濁法，他1
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3．血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名
第一化学薬品 ダコ・ジヤパ

ン
東亜医用電子 日科機 ニットーボー

メディカル
日本商事

日本ビオメリュー・バイテ

ック

ヘキストジャ
パン

べ一リンガー
・マンハイム

和光純薬工業

PT
PT法（Quick一段法）

凝固法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間測定
法

トロンボプラ
スチン法

PTT APTT法活性化
（エラジン酸）

ノノ 〃 〃 〃 エラジン酸法

トロンボテスト ノノ

ヘパプラスチン
テスト

ノノ

プロテインC 発色性合成基
質法

免疫比濁用，EIA用原料

合成基質法 凝固時間法
　〃　，合成基
質法．EIA法

プロテインS 〃 〃　，EIA法

ATIII 発色性合成基
質法

ノノ
合成基質法（クロ
モストレート法）

合成基質法・
TIA法

合成基質法
凝固時間法，発
色性合成基質法

合成基質法 免疫比ろう法

α2PI 〃 ノノ 〃 発色性合成基
質法

〃

PLG 〃 〃
合成基質法（クロ
モストレート法）

〃 ノノ 〃

FDP－T ラテックス法 免疫比ろう法

D－Dダイマー
ラテックス法，

EIA法
Fbg トロンビン時

間法 TIA法 凝固法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間測定
法

トロンビン時
間法

TAT ELISA法
PTフィブリノーゲン

凝固法（クロッ
ト法）

APTT 〃

ヘパリン 〃

プロコンプレッ
クス

〃

ヘバトコンプレ
ツクス

ノノ

アンチプラスミ
ンα2AD

合成基質法（クロ
モストレート法）

FII 凝固時間法

FV 〃

FVII 〃

FVIIl 発色性合成基
質法

〃

FIX 〃

FX 発色性合成基
質法

〃

FXI 〃

1
F）皿 〃



784．血中薬物（1）
　　　　会社名

項目名

協和メデック
ス

第一化学薬品 ダイナボット 大日本製薬 チバ・コーニ
ング

日本コダック
ダイアグノス
ティックス

べ一リンガー
・マンハイム

山之内製薬 和光純薬工業

ジゴキシン 化学発光法 EMIT法 FPIA法 CLIA法 CLEIA EIA法
（セディアージゴキ
シンII）

セデイア法

ジギトキシン 〃

フェニトイン EMIT法 〃

（’セデイア．フェニ
トイン）

セデイア法
フェノバルビタール

〃 〃 〃

プリミドン 〃 〃

カルバマゼピン 〃 ノノ

（セディア．カルバ
マゼピン）
セデイア法

エトサクシミド 〃 〃

テオフィリン 〃 ノノ

（セディア　テオフ
ィリン）
セデイア法

VB12 化学発光法 CLIA法

葉酸 〃 〃

エンドトキシン
比濁時間分析
法

バルプロ酸 EMIT法 EIA法

リドカイン 〃

プロカインアミ
ド

〃

N一アセチル

プロカインアミド
〃

ジソピラミド 〃

ゲンタマイシン 〃

トブラマイシン 〃

アミカシン 〃

一

メトトレキサー
ト

〃





80自動分析装置用試薬（1）
医学生物学研
究所

栄研化学 エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業 協和メデック
ス

国際試薬　　　　　会社名

機種名
生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一7050シリーズ 7 29 1 20 30 9 27 27 4 28 10 23 4 42 19

〃　－7150 7 32 3 20 30 9 27 27 4 28 10 23 4 42 19

〃　－7250 7 32 3 20 28 3 27 26 1 28 8 23 4 41 10

〃　－7350 7 32 3 20 28 3 27 26 1 28 8 23 4 41 10

〃　－7070 7 32 3 20 30 9 27 27 4 28 10 23 4 42 19

TBA－Sシリーズ 1 31 2 20 22 1 26 1 28 8 23 4 41 10

”　－60R 6 32 3 20 24 1 27 27 4 28 8 23 4 40 10

〃－20R／30R 6 30 3 20 25 3 27 27 4 28 8 23 4 42 19

〃　－Mシリーズ 6 32 3 20 21 1 27 26 1 28 8 23 4 39 10

CL－20 32 3 20 27 27 4 28 8 23 4 39 10

〃　－7000 6 32 3 20 24 1 27 27 4 28 8 23 4 41 10

〃　－7100 6 32 3 20 24 1 27 27 4 28 8 23 4 41 10

〃　－7300 6 32 3 20 25 3 27 27 4 28 8 23 4 41 19

クリナライザーRXシリーズ 1 32 1 18 24 1 27 26 1 28 5 23 4 39 10

〃　　－RSシリーズ 6 32 1 18 25 1 27 27 4 28 5 23 4 40 19

AU－5000シリーズ 1 28 1 20 21 3 28 26 1 28 8 23 4 39 10

〃－550／500 28 1 43 6 5 28 23 4 19

〃　－510 7 28 1 23 3 44 6 27 4 28 8 23 4 40 10

テクニコンーSSR 28 1 15 27 4 28 8

〃　　－CHEM1 28 1

COBAS－MILA－S 7 28 1 15 26 3 27 4 28 9 23 4 39 19

〃　－FARA 6 28 1 15 20 27 4 28 8 23 4 39 10

〃　－BIO 6 28 1 15 20 27 4 28 8 23 4 39 10

チバ・コーニングー550 28 1 9 3 28 8

スーパーZ 6 28 1 21 8 24 3 27 4 28 8

口立一736 27 3 26 1 28 9 39 10

日立一705 28 9 28 9 42 19
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TBA－80FR 27 4 28 9

〃－20FR／30FR 27 4 28 8 42 19

クリナライザーHRシリーズ 27 4 28 5 39 10

AU－800 27 4 28 8 42 19

自動分析装置用試薬（2）

三光純薬 セロテック ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品 チバ・コーニ
ング デンカ生研 日水製薬 日本商事 日本ロシュ 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

日立一7050シリーズ 21 3 31 4 29 13 29 18 31 16 23 9 34 6 25 1

〃　－7150 21 3 31 4 29 13 29 18 31 16 22 9 34 6 25 1

〃マ250 21 3 31 4 30 10 32 1 30 8 23 9 34 6 25 1

〃　－7350 21 3 31 4 30 10 30 8 23 9 34 6 25 1

〃　－7070 21 3 31 4 29 13 32 16 23 9 34 6 25 1

TBA－Sシリーズ 21 3 31 4 30 4 29 33 15 34 6 25 1

”　－60R 21 3 31 4 28 11 19 33 16 34 6 25 1

〃－20R／30R 21 3 31 4 28／29 12／15 18 18 33 16 20 9 34 6 25 1

〃　－Mシリーズ 21 3 31 4 31 3 18 33 15 21 6 34 6 25 1

CL－20 21 3 29 1 24 34 6 25 1

〃　－7000 21 3 33 4 29 6 31 30 15 19 9 34 6 25 1

〃　－7100 21 3 33 4 29 6 30 15 19 9 34 6 25 1

〃　－7300 21 3 31 4 27 12 30 15 19 9 34 6 25 1

クリナライザーRXシリーズ 21 3 30 1 28 6 19 30 15 21 3 34 6 25 1

〃　　－RSシリーズ 21 3 31 1 29 6 21 30 15 23 4 34 6 25 1

AU－5000シリーズ 21 3 33 4 28 3 28 1 22 4 34 6

〃－550／500 44 8 33 26 13

〃　－510 44 8 31 4 28 10 2 7 34 6 25 1

テクニコンーSSR 26 1 22 4 34 6 25 1

〃　　－CHEM1 25 1

COBAS－MILA－S 32 4 26 7 24 13 21 9 34 6 23 5 25 1

〃　－FARA 32 4 27 3 24 13 34 6 25 1



82 〃－BIO 32 4 19 24 13 34 6 25 1

チバ・コーニングー550 32 4 1 45 20 34 6 25 1

スーパーZ 31 4 25 8 26 13 22 9 34 6 25 1

LPIA－100 36

〃　－200 36

日立一7170 29 13 34 6

〃　－736 34 6

TBA－FRシリーズ 29 13 34 6

クリナライザーHRシリーズ 28 1 34 6

AU－800 34 6

自動分析装置用試薬（3）
べ一リンガー
・マンハイム

山之内製薬 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

日立一7050シリーズ 19 7 24 2 8 28 5

〃　－7150 23 7 24 2 8 29 11

〃　－7250 22 7 24 2 22 1

〃　－7350 22 7 24 2 22 1

〃　－7070 19 24 2 8 24 4

TBA－Sシリーズ 15 24 2 25 4

”　－60R 20 24 2 21

〃　－20R／30R 21 24 2 6 20 3

〃　－Mシリーズ 24 2 29 5

CL－20 24 2

〃　－7000 24 2 23

〃　－7100 24 2 23

〃　－7300 24 2 29 5

クリナライザーRXシリーズ 23 23 2 31 2

〃　　－RSシリーズ 24 23 2 17

AU－5000シリーズ 24 2 31 2



〃－550／500 23 1

〃－510 24 2 23 1

テクニコンーSSR 3

〃　　－CHEM1

COBAS－MILA－S 23 2 8

〃　－FARA 23 2 8

〃　－BIO 4

チバ・コーニングー550 24 2

スーパーZ 24 2

TBA－80FR 29 11

日立一7170 23 1

クリナライザーHRシリーズ 32 2

AU－5200 22 1

83





ty．WtWh
by

　　　パ
聯　 嚇裕れ

　著

　　？・

謹w

紗嚇ご⊇ぷ

　〉　　　　　　　　　　　　　磁．t．
⊇麟㌦藩　灘＿，耀難一，



86栄研化学（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リピッドセーラム1 脂質7項目 正常 ○ 3m／×5 7，500

〃　　　　II 脂質5項目 異常 ノノ 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 ノノ 〃 5，500

BLセーラム B－L 正常 〃 〃 7，500

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

〃　　　　II－A IgG，　A，　M，　C3，　C、 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　　II－B CRP、　ASO，　RF 〃 〃 〃 〃

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ（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
　　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

オーソ・リキッドリファレンス血清
　　　　　　　　1・II

酵素・脂質・蛋白・含窒素等26項目 正常・異常 ○
（1m1×30）×2レ
ベル

40，000 液状（キャリブレーション用）

〃　　　リファレンス血清
　　　　II

ノノ 〃 〃 （1m1×50）×2〃 〃 〃

〃　　　　ノーマルコントロ

　　　　ール
酵素・脂質・蛋白・含窒素等50項目 正常 〃 1m1×60 20，000 液状

〃　　　アブノーマルコン
　　　　トロール

〃 異常 ノノ ノノ 〃 ノノ

〃　　　　ノーマルV ノノ 正常 〃 5m1×20 30，000 〃

〃　　　　アブノーマルV ノノ 異常 〃 ノノ 〃 〃

オーソ・イムノロジーコントロール 免疫血清蛋白 正常・異常 ノノ
（1m1×3）×2レベ
ノレ

28，000 凍結乾燥品

〃　　・リキッドイムノロジーコン

　　　トロール
〃 〃 〃 （1m1×5）×2〃 48，000 液状

〃　・トリレベルTDMコント
　　　ロール

抗てんかん剤，循環器用剤，毒物物質 〃 〃 （5m1×3）×3〃 25，000 ノノ

〃　・リガンドアッセイコントロ
　　　ール

RIA・EIA用30項目以上 〃 〃 ’（3m／×5）×3〃 55，000 〃

〃　・コントロール尿1 無機物質・金属・ホルモン等（妊婦尿） 項目により異なる ノノ 25m／×10 37，000 ノノ

〃　　　　尿II 〃　　　　　　（非妊婦尿） 〃 〃 〃 〃 〃

オーソ・グリコヘモグロビンコント
　　　　ロール

ヘモグロビン・グリコヘモグロビン 正常・異常 〃 （1m1×5）×2 39，000 〃

〃　・高ビリルビンコントロール T－Bil，　D－Bil等20成分 異常 〃 3m1×10 18，000 〃

〃　・高脂質コントロール 脂質等 〃 〃 5m1×10 44，000 〃

〃　・CK／LDアイソザイムコン
　　　トロール

CK，　LDアイソザイム 項目により異なる 〃 1m1×5 18，000 〃
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〃　・プラズマレニンコントロー

　　ル
アンジオテンシン1，アルドステロン 正常・異常 〃

（3m1×5）×2レベ
ル

44，000 コントロール血漿

〃　・髄液コントロール クロライド，蛋白質泳動用 項目により異なる 〃 3m1×10 39，000 〃

オルガノンテクニカ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

バリデイトN 電解質・酵素・脂質他 正常 ○ 5m1×10 15，000

〃　　A 〃 異常 ノノ 〃 〃

ベリハイリファレンス 血液凝固能測定用標準血漿 〃 1．Om1×10 13，000
凝固因子活性値はW．H．0標準血漿に
基づき，アッセイされています

〃　　1 血液凝固能測定用管理血漿 正常 ノノ 10，000
安定化剤を含む新鮮王常ヒト血漿の凍
結乾燥品です。
測定値は【1三常域を示しま 蓋少。せた凍

〃　　2 〃 中等度異常 〃 〃
第－IL　VII．　IX，　X因子を
結乾燥品です。
測定値は中等度異常域を示します。

〃　　3 〃 高度異常 ノノ 〃 　　　　　　　〃
測定値は高等度異常域を示します。

ブラッドG．A．S．コントロール 血液ガス・電解質分析用コントロール 3濃度 ○ 30アンプル 23，000

〃　　　　　レベルIV 〃 高酸素加 〃 10アンプル 12，000

（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
　　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

Beckman　Decision　l　KAINOS」
　　　　　　　　　　Multipack

生化学項目全般
低値，中間値，高
値

○ 20m1×6 45，000

〃　　　　Level　I 〃 低値 ノノ 20m1×4 31，000

〃　　　　　　　II 〃 中間値 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　III 〃 高値 〃 〃 〃

Ultimate　C4 ビリルビン標準値 4mg／d1 〃 2m／×10 20，000

〃　　C8 〃 8　〃 〃 〃 〃

〃　　C20 ノノ 20　〃 〃 〃 〃

Ultimate－D　Level　1 ビリルビンコントロール 低値 ノノ 3m1×10 39，000

》　　　2 〃 中間値 〃 〃 〃

〃　　　　　3
ノノ 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　4 〃 高値 〃 〃 〃

1．D．－Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 〃 2m／×6 44，000

〃　　（Abnormal） 〃 異常 〃 〃 〃
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尿コントロールLevel　1
AMY，　Ca，　Cl，　CRE，　Glu，　Pi，　K，　Na，

TP，　UN，　UA、　Osmolalitv
正常 〃 10m1×3 33，000

〃　　　　　2
AMY，　Ca，　Cl，　CRE，　Glu，　Pi，　K，　Na，

TP，　UN，　UA、　Osmolalitv，　M－ALB
異常 〃 〃 〃

片山化学工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ローゼルム 酵素・脂質他 正常 ○ 5m1×10 12，500 OLYMPUS　AU510／560，500／
550専用

ハイゼルム 〃 異常 〃 〃 ノノ 〃

リピッドゼルム 脂質 〃 〃 2m1×10 10，000 〃

TZゼルム 膠質 ノノ 〃 3m1×〃 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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

クオリトロールCK－MB CK，　CK－MB 異常 ○ 20，000

極東製薬工業（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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

LIX　LEVEL－1 酵素・脂質他 低域異常～正常 ○ 20m1×4 31，000
米国・ベックマン社製
販売：極東製薬工業（株）

〃　　　2 ノノ 正常～高域異常 〃 〃 ノノ 〃

〃　　　－3 〃 高域異常 〃 〃 ノノ 〃

ID－ZONE　NORMAL 蛋白分画 正常 〃 2m1×6 44，000 〃

〃　　ABNORMAL
ノノ 異常 〃 〃 〃 〃

ULTIMATE　C20 ビリルビン 〃 2m1×10 20，000 〃

〃　　　C8 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　　C4 〃 〃 〃 〃 〃

マルチメイトDレベル1 トータル・ダイレクトビリルビン 正常 〃 3m1×10 39，000 〃

〃　　　　レベル2 〃 異常 〃 〃 〃 ノノ

〃　　　　レベル3 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

〃　　　　レベル4
ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ
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高脂質コントロール血清 脂質 ノノ 5ml×10 60，000

国際試薬（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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

モニトロール・Lレベル1 酵素，脂質，電解質　他 正常 ○ 5m1×6 10，000

〃　　　　レベルII ノノ 異常 ノノ 〃 〃

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質　他 正常 〃 5m1（乾燥）×10 18，000

〃　　　　・II 〃 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　　・1・X 〃 正常 × 10m1（乾燥）×10 16，500

〃　　　　・II・X 〃 異常 〃 〃 〃

ビリトロール Bil 〃 ○ 2m1（乾燥）×6 6，000

リピトロール 脂質 〃 ノノ 〃 20，000

CK／LD蛋白分画コントロール CK，　LDHアイソザイム，特殊蛋白分画 項目により異なる ノノ 1m1（乾燥）×10 50，000

イムノアッセイコントロール 免疫血清（RIA，　EIA，　TDM） 3濃度 ノノ 5m1×2×3濃度 45，000

髄液コントロールLレベル1 髄液検査用 正常 〃 3m1×6 40，000

〃　　　　レベルII 〃 異常 〃 〃 〃

尿化学コントロール，レベル1・II 尿化学検査用 2濃度 〃 10m1分×5×2レ
ベノレ

50，000

ISEトロール1・X 電解質用 正常値下限付近 × 3m1分×5 4，500

〃　　　II・X 〃 正常値上限付近 〃 〃 〃

三光純薬（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

EXA　Liquid　Normal 酵素・脂質他 正常 ○ 1m1×100 31，000 液状コントロール

〃　　　Abnormal 〃 異常 〃 〃 〃 ノノ

EXA　Liquid　5　Normal ノノ 正常 〃 5m1×25 35，000 〃

〃　　　Abnormal 〃 異常 〃 〃 〃 〃

EXA　NormaI 〃 正常 〃 5m1用×6 8，500 F．D．品

〃　Abnormal
ノノ 異常 〃 〃 〃 ノノ

〃　IM－N 免疫項目 正常 〃 2m1×4 21，000 液状コントロール
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〃　IM－A 〃 異常 〃 ノノ 28，000 〃

〃　Ligand 腫瘍マーカー・ホルモン他 3レベル
ノノ （5m1用×4）×3 35，000 RIA・EIA総合コントロール

〃　lipid 脂質専用 異常 〃 5m1×6 23，000 脂質専用コントロール

EXA　urine　I HCG・クレアチニン・蛋白他 正常 〃 25m／用×6 18，100 尿検査用　　〃

〃　　II 〃 異常 ノノ ノノ 19，500 〃

EXA　bilirubin ビリルビン他 〃 ノノ 3m1用×6 9，600 高ビリルビンコントロール

〃　GHb
ヘモグロビン
グリコヘモグロビン 2レベル 〃 （1m1用×3）×2 21，000

グリコヘモグロビンコントロー
ル

〃　STRAIN 標準菌株 （20disk／vial）×4 12，000 精度管理用菌株ディスク

（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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

〃　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 〃 〃 〃

イオン電極用常用標準血清
ISE－CRS

Na＋，　K＋，　Cl一 高，中，低 ノノ 1．5m1×20本 16，000 冷凍品

住友製薬（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
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

アクエックー10
IgG　IgA　IgM　C3　C4

CRP　RFASO　CEA　AFP
高値，低値 ○ 2m1×4 40，000

液状で長期間安定している。高
値．低値別売

〃　　一タイプII CEA　AFP　BMGフェリチン 〃 〃 〃 28，000 液状で長期間安定している。

（株）セロテック

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

〃　　　5E 〃 異常 〃 〃 18，000

リピッドーS 脂質 〃 2m／用×8 11，000

リピッドーL5N 〃 正常 〃 5m／用×6 22，000

〃　　　3E 〃 異常 〃 3m1用×〃 50，000

ウリコンーL5N 尿化学項目（13項目） 低値域 〃 5m／用×〃 8，000
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〃　　5E 〃 高値域 〃 〃 10，000

キャリブレーターM4 血清UN，　CRE，　IP，　Ca 〃 〃 〃

（株）ダイアヤトロン

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

セラケムノーマルコントロール血清 酵素・脂質・電解質他 正常 ○ 5m／用×12 18，000
米国・フィッシャー社製
販売：ダイアヤトロン

　　　“〃　　アフノーマルコントロール
　　血清

〃 異常 〃 〃 ノノ 〃

イアトロセーラIM　I 免疫血清 正常 〃 2m1用×4 18，400
ヤトロン社製
販売：ダイアヤトロン

〃　　　　IM　II 〃 異常 〃 ノノ 〃 〃

〃　　　IM ノノ 正常・異常 〃 1m1用×5
　〃

39，800 〃

〃　　　　TI壬1 凝固・線溶マーカー 正常 〃 0．5m1用×6 12，000 ノノ

〃　　　　TH－II ノノ 異常 〃 〃 〃 〃

第一化学薬品（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 正常 ○ 5m1用×10 18，000 ノルウェー・Nycomed社製，
販売：第一化学薬品

セロノルム 電解質・酵素・脂質・他 〃 〃 5m／×5 9，000 〃

パソノルムH 〃 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　L 〃 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム 〃 正常 〃 10m1用×6 16コ00 〃

セロノルム・ファルマカAED
　　　　　　　　　　　治療域

血中薬物（抗てんかん薬） 治療域 〃 5m／用×10 20，000 〃

〃　　　　　中毒域 ノノ 中毒域 〃 〃 〃 〃

セロノルム・ファルマカCAD
　　　　　　　　　　　治療域

血中薬物（循環器系薬） 治療域 〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　中毒域 〃 中毒域 〃 〃 ノノ 〃

セロノルム・リピッド 血清脂質 正常 〃 3m～用×6 11，000 〃
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ヒト血清タンパク
／【キャリブレーター】

Alb，α1一アンチキモトリプシン，　C3c

IgA，　G・M他全14項目
正常 ○

lml
lm1×20

3，000

39，000
液状

　　　〃
／【コントロール血清】，高濃度域

Alb，α「アンチキモトリプシン，　C3c
IgA，　G・M他全13項目

項目により異なる 〃
； 10，000

150，000
〃

〃
ノノ 〃 〃

； ；
〃

縣孟嘉振㍑ダ】シ是耕欝）／【キャリブレーター】

CRP 〃 1m1 6，000 〃，160mg／1付近に設定

　　　　　〃
／【コントロール血清】，高濃度域

〃 正常 〃 〃 9，000 〃，100mg／1　〃

　　　　　〃
／【コントロール血清】　低濃度域

〃 〃 〃 〃 〃 〃，30mg／1　〃
ヒト血清α1一ミクログロブリン｛プロテインHC）／【キャリブレーター】

α1－Microglobulin 〃 ノノ 19，000 〃，530mg／1　〃

ヒトAFP（α「フェトプロテイン）
／【スタンダード】 AFP 〃

；㌫110m1 15，000
27，000

108，000

ノノ

ヒト血清アポリポプロテインA－1，B
／【キャリブレーター】 アポリポプロテインA－1，B 〃 0．5m1×6 48，000 凍結乾燥品

　　　　　〃
／【コントロール】

ノノ 〃 〃 54，000 〃

ヒト血清リポプロテイン（a）
／【キャリブレーター】

LP（a） 〃 1m1×1 10，000 〃

ヒトHBAIc
／【コントロールセット】 HBAIc 正常，異常 〃 〃

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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール血清「生研」 生化学 異常 ○ 3m1×10

キューセラN 〃 正常 ノノ 15m1×5

〃　　AN 〃 異常 〃 ノノ

イムノキューセラ1－（L）「生研」 免疫 〃 〃 3m1×5

〃　　　　一（H）「生研」 〃
ノノ ノノ ノノ

イムノキューセラII－（L）「生研」 〃 〃 ノノ ノノ

〃　　　　一（H）「生研」 〃 〃 〃 〃
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（株）日科機

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

S－CALキャリブレーター・キット
WBC，　RBC，　Hgb，　Hct，　MCV，　MCHM，

MCHC，　PLT，　MPV
正常 ○ 6m1×2本 24，000

米国・コールター社製血球計数
用

4C　PLUSトライ，・パック6m1 測定機種に対応 正常・異常 〃 〃×3本×4 58，000 ノノ

〃　　　　・パツクVI 〃 〃 〃 〃 30，000 ノノ

5cセル・コントロール 〃 〃 〃 3．3m1×3本×4 53，000 〃

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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コンセーラ 酵素・脂質・電解質その他 正常 × 3m1用×25本
15m1用×15本

8，400

21，800
凍結乾燥品

〃　　A ノノ 異常 〃 ノノ
10，600
27，500

〃

スイトロールN 〃 正常 ○
5m1用×6本〃　用×20本 6，000

18，000
ノノ

〃　　　A ノノ 異常 〃 ノノ
9，000

27，000
ノノ

ツインーコンセーラ ノノ 低値，高値 〃 5m1用×各10本 14，000 〃

イムノーコンセーラL 血漿蛋白 低値 〃 2m1用×6本 18，000 〃

〃　　　　H 〃 高値 〃 〃 24，000 〃

〃　　　　RF－L RF 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　RF－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

〃　　　　ASO－L ASO 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　ASO－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

リピッドーコンセーラ 脂質 〃 〃

2m1用×6本〃　用×20本 7，200

22，000
〃

L一コンセーラN 酵素・脂質・電解質その他 正常 ×
5m1×40本
10m～x20本
30m1×10本

22，OOO
18，00｛｝

24　000
凍結プール血清

〃　　　A 〃 異常 〃 〃
26，000
22，000
28000

〃

〃　　　　1 〃 低値 ノノ 〃
27，OOO
22，000
27200

凍結プール血清・2濃度管理用

〃　　　II 〃 高値 〃 〃
36，000
30，000
36000

〃



g4日本商事（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

ネスコール・．X 脂質・酵素・電解質・糖質その他 正常 × 3m1×20
15m／×10

5，900

13，000
製造：化学及血清療法研究所

〃　　－XA 〃 異常 〃

ノノ〃

12，000

27，000
〃

セラクリアーIIE 酵素 正常・異常 ○ 正常域3m／×5
異常域3m1×5

26，000
製造：化学及血清療法研究所
「ヒト型酵素コントロール］

〃　　－N 脂質・酵素・電解質・糖質その他 正常 〃 3m／×10 9，500 製造：化学及血清療法研究所

〃　　－NA ノノ 異常 ノノ ノノ 〃 ノノ

〃　　－LP 脂質 〃 〃 3m／×5 9，300 ノノ

ユニプラズマトロール・ノーマル 血液凝固能測定用管理用血漿 正常 〃 1m1×8 8，500
製造：ビオメリュー社（フラン
ス）

　　　　　・アブノーマ〃　　　　　　ル

〃 異常 〃 〃 12，000 〃

カリプラズマ 〃 正常 ノノ 〃 10，000 〃

〃　　　インデックス100
血液凝固能測定用
管理用正常血漿

ノノ ノノ ノノ 24，000 〃

ユニプラズマトロール
　　　　　　　　　インデックスP

　　　〃
管理用異常血漿

異常 ノノ ノノ 〃 〃

カリプラズマクィック プロトロンビン時間検量線用血漿 ノノ （0．5m1×3）×4 12，000 〃

ネスコートHE・ALP4
アルカリフォスファターゼアイソザイム
の電気泳動用位置マーカー

〃 1m1×4 15，500

〃　　　　・P－AMY
アミラーゼアイソザイムの電気泳動用位
置マーカー

〃 ノノ 〃

HbAlコントロール・ノーマル グリコヘモグロビン 正常 ノノ 0．1m／用×4 36，000

〃　　　　・アブノーマル 〃 異常 〃 〃 〃

ヘモグロビンコントロール ヘモグロビン 正常 〃 0．5m1×6 6，600

日本DPCコーポレーション

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

CON6 エストラジオール，テストステロンなど
のホルモン

低，中，高 ○ 6m1×2 20，000

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

ライフォチェックHbA2コントロ
　　　　　　　ール

IlbA2，　IlbF，　HbS 高・低 ○ （1m1×2）×2 60，000 凍結乾燥品
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〃　　全血コントロール シクロスポリン，葉酸，鉛 高・中・低 〃 2m1×6 12，000
凍結乾燥品，それぞれのレベル
は別包装で販売

〃　　　Benzo／TCAコント
　　　　ロール血清

ベンゾジアゼピン系，三環系抗うつ剤 高・低 〃 5m1×3 20，000 〃

〃　　　　局ビリルビンコント
　　　　ロール血清

小児検査用直接・間接，総ビリルビン，テオフィ

リン，カリウム，マンガン，マグネシウム等
〃 ノノ 4m1×6 22，000

液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

〃　　　　イムノロジーコント
　　　　ロール血清

アルブミン，ASO，　C3，　C4，　CRP，　IgA等

免疫検査項目
〃 ノノ 1m1×6 25，000 〃

〃　　　　アルコールコントロ
　　　　ール血清 エチルアルコール 高・中・低 〃 2m1×6 26，500 〃

〃　　　脂質コントロール血
　　　　清

HDL一コレステロール，総コレステロー
ル．トリグリセライド等脂質関連項目

高・低 〃 3m／×6 10，000 〃

〃　　　試験紙尿コントロー
　　　　ル

尿ディップスティック測定項目 〃 ノノ （10m1×5）×2 13，000 液状品

〃　　　CK／LDアイソエンザ
　　　　イムコントロール血清

CK－BB，　CK－MB，　CK－MM，　LDH等
CK，　LDアイソエンザイム

〃 〃 1rn　1×6 24，000
液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

〃　　　リウマチ因子コント
　　　　ロール血清 RF ノノ 2m1×6 20，000 液状品

〃　　　　HIV－1コントロー
　　　　ル血清

P15，　P18，　P24，　P32，　P51，　P55，　P
65，gP41－43，　gP120，　gP160

高・低 〃 （1m1×3）×2 34，000 ノノ

血液ガスコントロール pCO、，　pH，　PO、
アシドーシス
ノーマノレ

アルカローシス
〃 1．7m1×50 30，000

液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

〃　　プラスE1，　E2，　E3 pCO2，　pH，　pO2，　Na＋，　K＋，　Ca2＋ 〃 ノノ 〃 35，000 〃

〃　　プラスE4 〃 過酸素 〃 〃 〃 液状品

〃　プラスE（グルコースレベ
　　ル付き）

pCO2，　pH，　pO2，　Na＋，　K＋，　Ca2＋，　HCO，

クロール，グルコース等
高・中・低 ノノ 1．7m1×30 〃

液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

ライフォチェックイムノアッセイコ
　　　　　　　　ントロール血清

薬物，ホルモン，腫瘍マーカーなど65項
目以上

高・中・低 ○ （5m1×4）×3 38，000 凍結乾燥品

〃　　　腫瘍マーカーコン
　　　　　トロール血清

CEA，　CA19－9，　APPなど腫瘍マーカー
全般

高・低 〃 （2m1×3）×2 48，000 〃

〃　　　TDMコントロー
　　　　ル血清

テオフィリン等主要薬物37種類 高・中・低 〃 （5m1×4）×3 28，000 ノノ

〃　　　糖尿病検査コント
　　　　ロール

HbAlc 高・低 〃 （0．5m1×3）×2 35，000 〃

〃　　　　フルクトサミンコ
　　　　ントロール血清 フルクトサミン 〃 ノノ （1m／×10）×2 30，000 ノノ

〃　　　生化学コントロー
　　　　ル血清

生化学検査項目60項目以上 〃 〃 5m／×12 18，000
凍結乾燥品
それぞれのレベルは別包装で販売

〃 ノノ 〃 × 5m1×25 21，000 〃

〃　　　定量用尿コントロ
　　　　ール

物理化学，化学一般，特殊物質
内分泌，毒物等60項目以上

〃 ○ 10m1×10
25m1×〃

15，000
25，000

〃

〃　　　重金属測定用尿コ
　　　　ントロール

各種重金属，有機溶媒代謝物 〃 〃 25m1×10 25，000 〃

〃　　　内分泌コントロー
　　　　ル血清

ドーパミン，エピネフリン，ノルエピネ
フリン

〃 10m1×10 30，000 凍結乾燥品

〃　　　髄液コントロール ヒト脳脊髄液 〃 3m1×6 20，000 〃

〃　　　ドラッグフリー血
　　　　清

薬物不含（検体希釈用） 10m1×10 47，500 ノノ

〃　　　トキシフリー尿コ
　　　　ントロール

〃 ノノ 30，000 ノノ

〃　　　妊娠検査コントロ
　　　　ール血清

hCG，ホルモン，　AFP，フェリチン 高・中・低 ○ （5m1×4）×3 18，000 〃

〃　　　貧血症コントロー
　　　　ル血清

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

〃 3m1×6 16，000
局感度TSH検査用として，TSHは低値異常範囲に調整



g6日本ロシュ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

コントロール血清N「ロシュ」 一般生化学項目 正常 ○ 5m1×28

〃　　　P「ロシュ」 〃 異常 〃 ノノ

リピッドコントロール血清「ロシュ」 脂質項目 ノノ 〃 5m1×6

キャリブレーター1「ロシュ」
ALB，　T－BIL，　Ca，　CREA，　GLU，　Fe，　IP，

TP，　BUN，　UA
〃 3m1×28 マルチ用スタンダード

T標準血清「ロシュ」 IgG，　IgA，　IgM，トランスフェリン，ア
ルブミン，C、，C4，ハプトグロビン

〃 0．5m1×3 TIA用スタンダード

CK－MBコントロール「ロシュ」 CH－MB，　CK 異常 ノノ 2m1×5

フルクトサミンコントロール「ロシ
ュIII フルクトサミン 正常，異常 〃 1m1×6

コントロール血液（L）
RBC，　WBC，　Hb，　Ht，　PLT，　MCH，　MC－

V、MCHC
低値異常 〃 2m1×4 血球計数装置用

〃　　　（N） 〃 正常 ノノ 〃 〃

〃　　　（H） 〃 高値異常 〃 〃 〃

コントロール血液MBX－21　Low 〃 低値異常 〃 〃 〃

〃　　　　　Normal 〃 正常 〃 〃 〃

〃　　　　　High ノノ 高値異常 〃 〃 〃

富士メディカルシステム（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

富士ドライケムコントロールQP－L
19項目（酵素，Glu，　Bunなど）
富士ドライケムで測定できる項目（CRP，　LAP以
外）NH3，　Hb

○ 3m1×6 10，800
凍結乾燥一20℃保存。冨士ドライケム

5000シリーズ，3000シリーズ専用

〃　　　　　QP－H ノノ 〃 〃 〃 〃

ベックマン（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

デシジョンレベル1 生化学一般 正常域（低レベル） ○ 20m1×4本
液状で使用し易く経済的。－15～－20
℃で保存します。（凍結しません）

〃　　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 ノノ 〃

〃　　　　　3 〃 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　マルチ 〃 レベル1，2，3混合 〃 20m1×2本×3レ
ベル

〃



トライアッドレベル1 〃 正常域 × 20m1×20本 〃

〃　　　　　　2 〃 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　3 〃 　〃　（クリティ
カルレベル）

〃 〃 〃

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2m1×6本 〃

〃　　アブノーマル 〃

A／G比異常パターン

〃 ノノ
〃

アルチメイトーDレベル1 総／直ビリルビン測定用 低レベル 〃 3m1×10本
液状で使用し易いアンプル包装。－15～－20

℃で保存します。（凍結しません）

〃　　　　　　2 〃 中レベル 〃 〃 〃

〃　　　　　　3 〃 高レベル 〃 〃 〃

〃　　　　　　　4 〃 異常高レベル 〃 〃 〃

アルチメイトビリルビンキャリブレーター　　　　　　　　C4

総ピリルビン測定用 4mg／d1前後のレ
ベル

〃 2m1×10本
液状で使用し易いアンプル包装。－15～－20
℃で保存します。（凍結しません）米国NIST
（SRM916）で検定されています。

〃　　　　　C8 〃 8mg／d1　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　C20 総ビリルビン測定用 20mg／d1　〃 〃 2m1×10本 〃

ビジルPRXレベル1 タンパク・薬物測定用 低レベル 〃 5m1×4本
液状で使用し易い。タンパク・薬物27項目一15～2ぴCで保存します。

〃　　　　　2 〃 中レベル 〃 〃 〃

〃　　　　3 ノノ 高レベル 〃 〃 〃

ビジルPlusレベル1 ASO／CRP／RHF測定用 低レベル 〃 5m1×3本 液状で使用し易い。2～8℃で冷
蔵保存

〃　　　　2 〃 中レベル 〃 〃 〃

〃　　　　3 〃 高レベル ノノ 〃 〃

べ一リンガー・マンハイム（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

プレチノルムIM ホルモン・腫瘍マーカー
薬物．他（20項目） 正常 ○ 3m1×4

プレチパスIM 〃 異常 〃 ノノ

腫瘍マーカーコントロール 腫瘍マーカー（9項目） 正常，異常 〃 〃

プレチクロット1／II PT，　APTT，　Fbg，　HQ 〃 〃 1m1×各3

プレチクロム1／II AT－III，　PLG，プロテインC 〃 〃 〃×各6

97



98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の

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 酵素・脂質・窒素化合物・無機質・他 正常 ○ 5m1×10

〃　　　　　IIワコー 〃 異常 ノノ ノノ

コントロール血清1ワコー ノノ 正常 〃 〃

ノノ　　　　IIワコー 〃 異常 〃 〃

LYPHOCHEK－IA ホルモン・腫瘍マーカー・薬剤他 レベル1・II・III
各2

〃 5m1×6 Bio－Rad社製

ライフォチェック腫瘍マーカーコン
トロール

腫瘍マーカー レベル1，2
各3

ノノ 2m1×6 〃
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…アイ・エム・アイ株式会社
〒343越谷市流通団地3－3－12

設立年月日 昭和49年5月16日

資　本　金 5億5，425万円

代表者名 代表取締役社長積賀一正

従業員数 150名

工場所在地 〒340 ：八潮市南後谷383－1

技術センター　TEL：0489－31－0541

研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門 プロジェクト営業部

TEL：0489－88－4411　　FAX　O489－88－4734

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM一プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，1パックで血液

ガス（pH，　PCO2，　PO2），電解質（Na＋，　K＋＋，　Ca＋＋），ヘマトクリットの7

項目を同時測定。

〔取扱い商品〕

成人用長期人工呼吸器…CV4000α，　BEAR5，　BEAR3

小児用　　　〃　　　…Bear　Cub

ポータブルベンチレーター…LP10，　LP6Puls

麻酔システム…Vip302，202

呼気ガス分析装置…カプノマックウルティマ

麻酔ICUモニタ…カーディオキャップII

代謝モニター…デルタトラック

SpO2／CO2モニター…オスカー－2

超音波メス…ソノメディックDX－201－T

電気メス…TD411

洗浄・殺菌装置…パスツールマチック

無菌乾燥装置…ドライヤー43，44

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

設立年月日

資　本　金 1，000万円

代表者名 岩佐和彦

従業員数 45名

工場所在地 〒229 相模原市田名49

TEL：0427－62－2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門 本社営業部

TEL：0427－23－4670　　FAX　O427－28－0163

〔展示主要商品〕

沈渣用スピッツ／アトラスピッツ

特長：アトラスピッツは，クリニテック・アトラス（全自動尿分析装置）

の専用容器です。機械に掛けた後，そのまま標準法にて沈渣が行なえるよ

うに設計されています。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ類各種

■試験管類各種（プラスチック製）

■スポイト類各種

■喀タン処理器各種

■滅菌検査コップ各種

■オートクレープ滅菌処理用バック

■キャップレス・サンプルカップ立各種（特注可）

■キャップレス・試験管立（特注可）
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アスカ純薬株式会社
〒IOI東京都千代田区神田須田町2－4

設立年月日

資　本　金

代表者名
従業員数
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：03－3254－0576　　FAX　O3－3254－0665

〔展示主要商品〕

感受性試験装置／センシミック

特長：微量液体希釈法の応用による，薬剤を6濃度に配列した乾燥薬剤ユ

ニットを用いる薬剤感受性試験検査薬。このユニットを用い，種々の薬剤

を自由に組み合わせて簡便にMIC測定が出来る。室温1年間保存可能。

〔取扱い商品〕

株式会社アスデリクコーポレー＝／gt7

〒553大阪市福島区野田5－17－22

設立年月日 昭和59年3月23日

資　本　　金　　2，000万円

代表者名　上嶋一生
従業員数　　20名
工場所在地　　〒

TEL：

研究所所在地　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL：06－466－1677　　FAX：06－466－1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL　A－1

特長：検査依頼データに基づき一患者毎に，必要な採血管を選択し，バー

コード検体ラベルを印字発行・貼付け，ラックに収納する，全自動マシン

です。検体の取り間違いミスを防止し，患者の待ち時間を短縮します。

〔取扱い商品〕

■採血管バーコードラベル自動貼付装置：MODEL　A－1

　・病院の中央採血室で使用する，全自動タイプ

■採血管バーコードラベラー（簡易型）：TTP－6701

　・各科で使用する，お手軽タイプ

■病院用磁気カード／バーコードリーダー：SKTシリーズ

　・診察券（磁気）とカルテ／採血管（バーコード）をこれ1台で処理。

■バーコードラベル発行プリンター：UTiCODERシリーズ

　・大学病院と共同開発しました。

■バーコードリーダー：AT－1125

　・キーボードインターフェース内蔵の高性能リーダー

■患者案内端末（再診受付機）
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▲AN　fy；．7ム7
　　　　　　　　　　　　　〒102東京都千代田区飯田橋4－8－7

設立年月日 昭和26年1月18日

資　本　　金 8，424万円

代表者名 代表取締役社長坂田陽一郎

従業員数 310名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 科学第一部

TEL：03－3265－4265　　FAX　O3－3262－8630

〔展示主要商品〕

血液培養検査装置／バクテアラート

特長：血液培養ボトルを装置にセットするだけで，結果の判定・プリント

アウトまでを自動的に処理します。検出時間の短縮，省力化が計れます。

〔取扱い商品〕

血液培養検査装置（バクテアラート）

嫌気チャンバーシステム（バクトロン）

嫌気性・微好気性ジャーシステム（マートアンオキソマットシステム）

グルコース測定器（ヘモキュー）

細菌同定システム（ラップアイディ・ANA）

　　　　　　　　（ラップアイディ・NH）

　　　　　　　　（ラップアイディ・STR）

　　　　　　　　（ラツプアイディ・SSu）

　　　　　　　　（ラップアイディ・NF＋）

ACoka アロカ株式会社
〒181三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　金 22億4，000万円（1993年3月31日現在）

代表者名 取締役社長細美昌平

従業員数 1，138名（1993年3月現在）

工場所在地 〒386 上田市踏入2　－10－19　上田日本無線㈱内

TEL：0268－25－1001

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 第5営業部

TEL：0422－45－5502　　FAX　O422－48－5886

〔展示主要商品〕

検体前処理システム

特長：○検体検査の前処理である採血管の遠心分離，開栓，分注の3工程

　を自動化。

○システム構成はユニット方式により，使用施設の規模に合わせたレイア

　ウトが選択でき，増設も可能。

○採血した元検体をセットするだけで，検体バーコードを読み取り，任意

　のラックへ自動分注を行うので，省力化と検体取り違えを一挙に解決。

○独自のセンサー技術で検体間のキャリーオーバ防止，液面検出，ツマリ

　検出などを行い，元検体から目的の子検体へ正確な分注が可能。

○サンプリングチップの選択，アッセイエリアのレイアウトなど，検査室

　の現場に合わせた運用ができる。

〔取扱い商品〕

■検体検査装置

　全自動EIA装置，全自動RIA装置
　検体大分け分注システム，自動分注装置

　マイクロプレート関連装置，発光測定装置など

■超音波診断装置

■核医学診断装置

■放射線測定装置

■治療・手術装置



∈RC株式会社イーアールシー
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒332川口市西青木5－8－6

設立年月日 1988年8月3日

資　本　金 4，000万円

代表者名 白戸鴻三

従業員数 41名

工場所在地 〒332 川口市西青木5－8－6

TEL：048－259－0711

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 東京営業本部

TEL：03－3861－8977　　FAX　O3－3861－5787

〔展示主要商品〕
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脱気装置／オンラインデガッサー

特長：高速液体クロマトグラフィー装置，生化学自動分析装置に取り付け

ることにより，分析精度の向上に大きく役立ちます。

〔取扱い商品〕

高速液体クロマトグラフィー装置用

　　　　　　　　　　　　　オンライン脱気装置ERC－3000シリーズ

　　　　　　　ノノ

　　　　　　　　　　　　　超高感度示差屈折計ERC－7500シリーズ

生化学自動分析装置用　　　　オンライン脱気装置ERC－3Lw

MB■」株式会社医学生物学研究所

〒460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 7億7，600万円

代表者名 数納幸子

従業員数 150名

工場所在地 〒458 名古屋市緑区鳴海町字四本木16－・3

TEL：052－622－5261

研究所所在地 〒396 ：伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL：0265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：052－971－2081　　FAX　O52－971－2337

〔展示主要商品〕

リボ蛋白（a）測定試薬／TAC－3テストLP（a）

特長：①疎水性基導入抗体の使用により，高い感度と優れた再現性を実現

致しました。②広い測定範囲を有しています。③すべてのイソホームを測

定可能です。④共存物質の影響を，ほとんど受けません。

〔取扱い商品〕

・自己抗体検査試薬

　IF法：ANA，　AMA／ASMA，　DNA，セントロメア

　EIA法：ds／ssDNA，　ENA，ミトコンドリアM2，カルジオリピン

　DID法：ENA
・ 免疫比濁法試薬…TAC2，　TAC3

　測定項目：IgG／A／M，　C3，　C4，　CRP，　LP（a），Tf，　Hpt，α1AG

　対応機種：日立，オリンパス，東芝，COBAS
・ フローサイトメトリー用試薬

　ヒト白血球タイピング用試薬（仏イムノテック社），抗Fas抗体

・ 免疫組織染色用試薬，抗体

・ 全自動マイクロプレートウォッシャー　　・電動ピペット
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C：T（：伊藤鑑テクソサイエンズ株式会社

〒154東京都世田谷区駒沢1－16－7

設立年月日 1972年4月1日

資　本　金 5億円

代表者名 代表取締役社長佐武廣夫

従業員数 1，515名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 システム営業第4部東日本医療システム営業グループ

TEL：03－3419－9255　　FAX　O3－3419－9249

〔展示主要商品〕

臨床検査情報処理システム／Sun臨床検査システム

特長：Sunワークステーションの強力なコンピューティング・パワーの処

理環境のもと，長期連続的なデータ管理，グラフィックによる画像処理，

精度管理など充実したフォローアップ機能を装備し，検査の総合的自動化

をバックアップ。

〔取扱い商品〕

システムの特徴

●臨床検査の総合的かつ高度な自動化。

●UNIX－Cバージョンによる多重処理。

●総合的データベースとして「サイベース」の標準的組みこみ。

●マルチウィンドによるマルチジョブシステム。

●リアルタイムQC高速処理化による，短時間報告の実現。

●バーコードシステムの採用。

●LANシステム（イーサネットや光通信）による高速ネットワーク化。

乾商事株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒596大阪市都島区東野田町1－5－15

設立年月日 昭和35年6月1日

資　本　金 1，650万円

代表者名 代表取締役村田　修

従業員数 25名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 開発G

TEL：06－352－4321　　FAX　O6－358－2276

〔展示主要商品〕

ニッサンアノン300

特長：両性活性殺菌剤，抗菌力の巾が広い。蛋白汚染が混入しても殺菌力

が低下しにくい。毒性が低く刺激性がない。pHの影響を受けることが少

なく金属プラスチックその他の材質に対し腐食性がない

〔取扱い商品〕

ビスタCL，ハイアライCA，イルソープピンク，イルソープピンク泡，

イルソープDP－70



9⑫株式会社エイアンドテイー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒191日野市日野320－11

設立年月日 昭和53年5月

資　本　金 3億7，000万円

代表者名　　　松崎駿二

従業員数　 250名

工場所在地 〒023－11　〔江刺工場〕江刺市岩谷堂字松長根63－2

TEL　O197－35－0005

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先　　担当部門 営業本部

TEL　O425－85－7015　　FAX　O425－86－9804

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINlLOG

特長：分析装置群とコンピュータシステムに搬送システムを加えたひとつ

のオートメーションシステムとして全体を一括して視野に置いた合理的シ

ステム設計構築思想

〔取扱い商品〕

CLAA準拠検体搬送システム：CLINILOG

総合検査情報システム：CLINILAN

全自動免疫化学分析装置：501X

電解質分析装置：EAO5　EAO6T／R

グルコース分析装置：グルコローダーNX　GAO3T／R

血液凝固分析装置：CGO1

ラテックス試薬：イムノティクルスオートシリーズ

マイクロタイター試薬：イムノティクルスMYCO

　　　　　　　　　　　イムノティクルスTP　イムノティクルスRF
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雌罐・株式会社エイヴィエル
　　　　　　　　　　　　〒113東京都文京区本郷3－2－3TIKビル

設立年月日 1993年8月13日

資　本　金 1，000万円

代表者名 ユルグアンデラウァー

従業員数
工場所在地 〒 スイスシャフハーゼン市，

オーストリアグラッツ市，米国アトランタ市

TEL：

研究所所在地 〒 オーストリアグラッツ市，米国アトランタ市

TEL
商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL　O3－5800－3866　　FAX　O3－5800－3868

〔展示主要商品〕

自動血液ガス分析装置／AVL　995－一一Hb

特長：40，ul（最少25μ1）の超微量測定一世界最少一可能。微量測定で試薬

の消費が少なく経済的でメンテナンスが簡単な高性能装置。AVLの電極

は精度，安定性，長寿命で業界をリードしている。

〔取扱い商品〕

高級形全自動血液ガス分析装置

　AVL　995－Hb／AVL　995／AVL　990

普及形自動血液ガス分析装置

　AVLコンパクト1

普及形pH測定専用装置

　AVL　9110

高級形自動電解質分析装置

　AVL　988－3／AVL　988－4

普及形自動電解質分析装置

　AVL　9120／AVL　9130／AVL　9140



「06

♂宗研化学株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷1－33－8

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　金 44億6，200万円

代表者名 黒住忠夫

従業員数 797名

工場所在地 〒329－01：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221

研究所所在地 〒329－Ol：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－57－0700

商品間合せ先 担当部門 機器システム部

TEL：03－3634－3989　　FAX　O3－3634－4706

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定装置／Lumispot　AL・一一1000

特長：①全項目統一，15分で測定終了②4タイプの反応形式採用，15分
の迅速対応③ビーズ固相法の特性を活かした新撹拝機構（反応槽加振方

式）　④最大8項目のランダムアクセス，1時間当り100テストの処理分
析

〔取扱い商品〕

■尿自動分析装置／US－2100

　US－2100はウロペーパー“栄研”シリーズの呈色を検出するディテク

　ターにカラーCCDセンサを採用し，マルチ項目を3種の波長で一括測
　定する尿自動分析装置です。

　特長：①最大720テスト／時間の高速処理能力②ノン・ウォーミング
　　　　アップで直ちに測定開始③ウロペーパーのセットはタイミング
　　　　・フリー　④最大1，000検体のデータメモリ機能⑤見やすい大

　　　　型ディスプレイと使いやすい操作パネル⑥データマネジメント

　　　　可能

■US　一一般検査システム／US－SYSTEM
　特長：①受付業務の終了を待たずに測定　②測定データは即システムで

　　　　プリントアウト　③測定中でも沈渣入力可能　④沈渣入力端末，

　　　　プリンタ増設，ホストコンピュータへの接続可能

微脇レエムシーメデイ加株鵡社
M（MIO　（At　　　　　　　　　　〒160東京都新宿区大京町22PJビルディング

設立年月日 平成元年10月16日

資　本　金 2億円

代表者名 有吉純夫

従業員数 75名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 臨床検査事業部

TEL　O3－3357－7855　　FAX　O3－3357－6178

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光測定装置／イムライズ

特長：発光基質AMPPDにより安定した発光とCLEIAによる高感度ア

ッセイ，独自の洗浄法によるB／F分離を採用し，12項目同時分析，120

テスト／hが可能，試薬と検体の完全バーコード管理，項目依頼が不要な

簡単操作

〔取扱い商品〕

■臨床化学自動分析装置：スーパーZ，スーパーZ828

■電解質分析装置：NOVA　CRTシリーズ

■血液凝固測定装置：アメルング・KCシリーズ，全自動血液凝固測定装

　　　　　　　　　　置アマックス／アムガ

■赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ

■全自動免疫化学発光測定装置：イムライズ

■血小板凝集能測定装置：ヘマトレーサーシリーズ

■臨床検査試薬：○生化学関係試薬／スーパーZ用試薬（マットスーパ

　　　　　　　　　ーシリーズ）

　　　　　　　　○血液凝固関係試薬，○免疫化学発光試薬（イムライズ

　　　　　　　　　専用試薬）○血液凝固関連コントロール血漿
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ヱルヲ癌『亮禎旋式●硫τ
　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島2－31－6

設立年月日 平成4年1月29日

資本金　2，500万円
代表者名 下坂　宏

従業員数　　32名
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：03－3818－6261　　FAX　O3－3818－6280

〔展示主要商品〕

スロンボエラストグラム／クロット・トレーサー

特長lTE　700はマイクロプロセッサー及びLCDディスプレイを搭載し

た新しいスロンボエラストグラムの測定器です

〔取扱い商品〕

1）自動血球計数装置　2）血球計算盤　3）血液凝固検査機i器　4）電解質自動

分析装置　5）血糖計　6）ビリルビンメーター　7）光電比色計　8）分光光度

計　9）ミクロトーム　10）ゴニオメーター　11）各種デスポ商品

鯵 大塚製薬㈱診断事業部
〒101東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日 1964年8月10日

資　本　金 60億円

代表者名 大塚明彦

従業員数 4，902名

工場所在地 〒771－01：徳島市川内町平石字夷野224－18

TEL：0886－65－1721

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品間合せ先 担当部門 診断事業部システム販売課

TEL：0886－65－8802　　FAX：0886－65－3613

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／オーシン（OHClN）

特長：病院トータルシステムの一環として「検査部門」を位置づけし，効

率化を最大限に行い，「検査室コンピュータ」「検査機器（方法）」「人材」の

一体化により，精度の向上と検査データの迅速報告，ユーザーサービスの

向上を目指した検査トータルシステムです。

●検体番号をいかした，ワークシートレスの検体検査の確立

●ランダム測定を前提とした検査業務の管理

●分析機器との柔軟かつ簡単な接続

●EWS（エンジニアリング・ワークステーション）によるシステム構築

〔取扱い商品〕

■臨床検査システム「オーシン」（OHCIN）

■健診管理システム「カムワン」（CUM－1）
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塞た汐WスfiツP・シス仏ズ株端
Ortho　　　〒135東京都江東区東陽6－3－2イースト21タワー

設立年月日 1981年3月24日

資　本　金 10億円

代表者名 法華津寛

従業員数 154名（1994。5．20現在）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 マーケティング本部

TEL：03－5632－7322　　FAX　O3－5632－7323

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／コアグラブRA

特長：試薬をセットしたままでの24時間スタンバイ機能を備え，国産機と

しては最大の処理能力を有するフルオート機である。さらに，ワンタッチ

スタートシステムにより，操作面の簡素化を実現した機種である。

〔取扱い商品〕

・ オーソTテスト
・ オーソHテスト
・ オーソOK　Comboシリーズ
・ オーソサイトロンアブソリュート

・ スクマット3

・ オーソバイオクローン抗E，抗e，抗C，抗e
・ オーソHCV　Ab　ELISAテストII
・ オーソHCV　Ab　PAテストII
・ オーソHCV　Ab　IRMAテスト
・ オーソHCV　Ab　IRMAテストII
・ ケモセロEIA「HCV　NS－Ab」

・ケモセロEIA「JCC－2」

橋 小野薬品工業株式　　　　　　　会社

〒541大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日 昭和22年

資　本　金 173億5，500万円

代表者名 上野利雄

従業員数 1，954名

工場所在地 〒418－01　富士宮市北山字東下組5221

TEL：0544－58－2111

研究所所在地 〒618 大阪府三島郡島本町桜井3－1－1

TEL：075－961－1151

商品間合せ先 担当部門 本社試薬部

TEL：06－222－5551　　FAX　O6－227－1668

〔展示主要商品〕

アミラーゼ測定試薬／ダイヤカラー・リキッドAMY

特長：新基質ガラクトース・G4CNPを用いることにより，　G5と同じ水

解パターンを示します。

〔取扱い商品〕

クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCRE）

カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・Ca）



omRonオムロン株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門3－4－10

設立年月日 昭和8年5月10日

資　本　金 386億8，775万円（1993年9月末現在）

代表者名 代表取締役社長立石義雄

従業員数 21，340人（関係会社含む1993年9月末現在）

工場所在地 〒515 松阪市久保町1855－370オムロン松阪㈱

TEL：0598－29－0660

研究所所在地 〒615 示　　　尿　　ノ　山ノ　町24
　オムロンライフサイエンス　tit’

TEL：075－316－2212

商品間合せ先 担当部門 医用システム営業部

TEL：03－3436－7055　　FAX　O3－3436－7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MICROX（HEG－120N）

特長：オムロンは昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置を開発。パタ

ー ン認識方式の決定版としてMICROXの新型（HEG－120N）システム

が加わりました。高精度分析モードの新設や操作性の向上を図りよりユー

ザフレンドリーに新登場。

〔取扱い商品〕

血液細胞自動分析装置……MICROX　HEG－120N

血液標本自動作製装置一・・MICROX　HEG－120NAS

遠心塗抹装置・…・…………・HEG－NSP

自動染色装置………………HEG－NST

集中管理装置………………LADIC－S

白血球分類計数器…………LADIC－12

骨髄像分類計数器・……・・…LADIC－31

尿沈渣分類計数器…………LADIC－51
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OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒163－91東京都新宿区西新宿1－22－　2新宿サンエービル

設立年月日 1919（大正8）年10月12日

資　本　金 406億8，828万円．（1994年4月現在）

代表者名 代表取締役社長岸本正壽

従業員数 6，499名（1994．4月現在）

工場所在地 〒396 ：伊那市大字伊那5128

TEL　O265－72－1111

研究所所在地 〒192 八王子市久保山町2－3

TEL：0426－91－7111

商品間合せ先 担当部門 オリンパス販売株式会社

TEL：03－3375－6333　　FAX　O3－3375－6377

〔展示主要商品〕

臨床検査トータルシステム

特長：OLCOS500を中心として，受付・検査・報告までをトータルにデー

タ管理をし，検体前処理システムや各種分析装置による検査の自動化を実

現するトータルシステムです。

〔取扱い商品〕

° ㌶1°｝生化学分析装置

・ OLYDAS－120　自動酵素免疫分析装置
・ AES620　自動電気泳動装置
・ OLCOS－ELS　泳動像解析システム
・ OLCOS500臨床検査システム



1「0　　地球の’1命　　臼

薩i－ーオルカ1株式会社
〒113東京都文京区本郷5－5－16

設立年月日 昭和21年5月

資　本　金 82億円

代表者名 前田容克

従業員数 1，000名

工場所在地 〒300－26　つくば市緑ヶ原2－3（テクノパーク豊里）

TEL：0298－47－8381

研究所所在地 〒335 ：戸田市川岸1－4－9

TEL　O48－446　1391

商品間合せ先 担当部門 機器事業部　第2部

TEL：03－5689－5127　　FAX　O3－5689－5177

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライトPRO－150

特長：各社生化学自動分析装置への純水供給装置として本商品は活用され

ています。家電感覚の手軽さで，臨床検査に携わる人々が簡単に扱える装

置として開発上市されました。

〔取扱い商品〕

超純水装置「ピューリックシリーズ」　キャビネット形純水装置「ミリク

リアシリーズ」「ピュアライトシリーズ」　カートリッジ純水器「Gシリー

ズ」　RO装置「オスモクリアシリーズ」　自動再生純水装置「AMCシ

リーズ」　自動再生軟水装置「SATシリーズ」　ろ過装置　病院向蒸留

器「オルジェッターホスピタルシリーズ」　自販機向け浄水器「オルガノ

フィルター」　家庭用浄水器「オルペットR」　細菌検査用ホモジナイザ

ー 「ストマッカー」　高速ホモジナイザー「クレアミックス」　ポケット

形電気伝導率計・pH計「スキャンシリーズ」　ハンディタイプ電気伝導

率計「スイケンサ」

その他大型超純水装置，大型ろ過装置，排水処理装置

囲オルガノンテクニカ株式会社

　　　　　〒160東京都新宿区歌舞伎町2　－3・1－1　1第2モナミビル

設立年月日 1975（昭和50）年12月20日

資　本　金 1億6，900万円

代表者名 木村征夫

従業員数 53名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 マーケティング部プロダクトマネージメント課

TEL　O3－3232－4333　　FAX　O3－3232－3976

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／MDA－180

特長：MDA－180は，凝固，合成基質および免疫検査を常にコンピュー

タにより機器本体の動作を連続的にモニターしながら，ランダムアクセス

またはバッチ処理にて全自動で検査を行ないます。

〔取扱い商品〕

■全自動血液培養検査装置：バクテアラート微生物検査システム

■血液凝固測定装置：コアグーA一メイト　シリーズ

■血液凝固・線溶試薬：シンプラスチンオート，プラテリンエクセル

　LS，フィブリクイック，シンプラスチンーH，フィブリノスチコン，

　ベリハイシリーズ，因子欠乏血漿，フィブリノスチカFgDP，　FbDP，

　TDP
■免疫血清試薬：ヘパノスチカHBsAgMc　II，ヘパノスチカanti－HBs

　II，バイロノスチカanti－HTLVIII，　HCV　EIAキットUBI

■精度管理用物質：ブラッドG・A・Sコントロール，バイデイトN／バ

　イデイトA
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K18．株式会社力イノス
　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島4－2－1

設立年月日 昭和50年5月1日

資　本　金 5億2，425万円

代表者名 杉山茂

従業員数　210名
工場所在地 〒309－16　笠間市稲田弥六内3－5笠間西工業団地

TEL　O296－74－4811

研究所所在地 〒414 伊東市岡字旭1274－7

TEL　O557－36－9155

商品間合せ先　　担当部門 学術課

TEL　O3－3816－4480　　FAX　O3－3816－6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：完全自動EIA分析装置，180検体／hr，同時12項目，検査所要時間

22分（サンプリングからデータプリントアウトまで）

〔取扱い商品〕

生化学試薬／“カイノスオートシリーズ”CRE－EN試薬，　BUN　EN

試薬，胆汁酸測定試薬カイノス，CRE－L試薬（液状）“アクアオート

カイノス”GLU試薬，　UA試薬，　CHE試薬　他1，5－AG測定試薬

EIA試薬／“MagneticParticleEIA”AFP，　CEA，　CA－50，　T3，　T4，

TSH，　IgE，β2－MG，　FERRITIN，　INSULIN，　MYOGLOBIN，　MYO－

SIN－L，　FT3，　FT4，1｛CG，　PRL，　FSH，　LH，　CA19－9他

免疫血清検査試薬／“同時多項目アレルゲン特異IgE抗体測定”マスト

イムノシステムズ　“クラミジアトラコマチスIgA，　IgE抗体測定”ヒタ

ザイムクラミジアAb

輸血検査試薬／抗A，抗B，抗D血清，クームス血清，ガンマーペグ，

プロメリン溶液，デュエットプラスディエゴA　他血球試薬

K〈］，庁山化学工業硫五宕証

〒541大阪市中央区道修町2－5－10

設立年月日 昭和23年8月9日

資　本　金 3，000万円

代表者名 片山三郎

従業員数 150名

工場所在地 〒660 尼崎市東難波町3－26－22

TEL　O6－481－6769

研究所所在地 〒660 尼崎市東難波町3－26－22

TEL　O6－481－6769

商品間合せ先 担当部門 研究開発部

TEL　O6－481－6769　　FAX　O6－482－1506

〔展示主要商品〕

オリンパス専用試薬／シリーズ品

特長：高濃度専用試薬

〔取扱い商品〕

GENOMIX，　MICROMIX
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⑯萱垣竺鷲鷹≡
設立年月日 大正7年5月1日

資　本　金 2，000万円

代表者名 萱垣啓

従業員数 50名

工場所在地 〒113 東京都文京区本郷3－14－16

TEL：03－3812－5285

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3812－5285　　FAX　O3－3815－1297

〔展示主要商品〕

希釈ノズル装置／MAGY－1000

特長：ステンレスノズル針を採用し，針内等独自の洗浄方式でコンタミキ

ャリーオーバーがありません。チップ不要で低コストです。

〔取扱い商品〕

血液検査器械　臨床データ集中管理システム，デジタル分類計算器，血球

　　　　　　　試算盤各種，ディスポーザブル製品

化学検査器械　デンシトメータ各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置

血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキ

　　　　　　　サー，プレートウォッシャー，プレートインキュベータ

　　　　　　　ー，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅

　　　　　　　毒診断器具

バイオ関連器械　モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

病理検査器械　パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトーム，病理検査器具

一般検査器械　実験室設備（実験台各種），TK蒸留器，崩壊度試験器，

　　　　　　　薬局方試験器，局方試験器具

宰関東化学株式会社
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－2－8

設立年月日 昭和19年11月13日

資　本　　金 10億円

代表者名 野澤俊太郎

従業員数 1，300名

工場所在地 〒259－11：伊勢原市鈴川21

TEL：0463－94－8531

研究所所在地 〒 同上

TEL：0463－95－5624

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬部

TEL：03－3667－8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

メルクリキッドシリーズ

特長：試薬調製の不要な液状タイプで，安定性に優れています。現在グル

コース，尿酸，GOT，　GPT，　CK，γ一GT，　ChE，　CRE（酵素法），鉄，　UIB－

C，TG，コレステロールの12項目を発売中です。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び，日

立7150，7250，7070，7170の専用試薬，東芝60R，20R，30R用専用試薬，

日本電子RXシリーズ専用試薬等各種自動分析装置専用試薬）コントロ

ール血清，培地及び素材，血液培養システム，クラミジア測定キット，家

族計画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種ク

ロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，その他特

殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）
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o株式会社Sz’酬
　　　　　　　　　　　　　〒812福岡市博多区博多駅東1－16－31

設立年月日 昭和59年3月

資　本　金 1，000万円

代表者名 岡部忠男

従業員数 60名

工場所在地 〒426 静岡県藤i枝市八幡字広通550－1

TEL：054－644－4100

研究所所在地　’　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 企画開発部

TEL　O92－474－2678　　FAX　O92－474－4365

〔展示主要商品〕

アルビDRT－01／ラクナール3

特長：リラクセーションチェア

〔取扱い商品〕

電気製品医療用具

⊂欝京郁第一科学
　　　　　〒601京都市南区東九条西明田町57

設立年月日 昭和38年9月26日

資　本　金 9，900万円

代表者名 土井茂

従業員数 582名（パートを含む）

工場所在地 〒520－33　滋賀県甲賀郡甲南町大字柑子梅田1480

TEL：0748－86－6833

研究所所在地 〒 本社に同じ

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業推進部

TEL：075－672－6386　　FAX　O75－671－8289

〔展示主要商品〕

Hi－AUTO　AIc／HA－8131

特長：①1検体当り3分間の最高速処理能力。②ゴムキャップ付真空採血

管をそのままセットして測定可能。③不安定型HbAlcを除去して安定型

HbAlcのみを測定。④ベルトラインシステムなどにも対応。

〔取扱い商品〕

①全自動スーパードライシステム：スポットケム（SP－4410）

②電極式電解質測定装置：スポットケムSE（SE－1510）

③自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi　AuToA，c（HA　8121）

④自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi－AuToAlc（HA－8140）

⑤自動グリコアルブミン測定装置：Hi　AuToGAA（GAA　2000）

⑥自動グルコース測定装置二Glucose　AUTO＆STAT（GA－1140）

⑦全自動尿分析装置：スーパーオーションアナライザーII（SA－4230）

⑧尿自動分析システム：ミニオーションアナライザー（MA－4240）

⑨自動浸透圧測定装置：Osmotic　Pressure　AUTO＆STAT（OM－6030）

⑩自動浸透圧測定装置：オズモスタット（OM－6040）
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⑧極東製薬工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日’　昭和8年

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数　235名
工場所在地 〒318 高萩市上手綱朝山3333－26

TEL　O293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先　　担当部門 営業推進部・技術サービス室

TEL　O3－3270　1645　　FAX　O3－3270－1799

〔展示主要商品〕

HCV関連抗体検出用試薬／シンペップHCV－ElA

特長：合成ペプチドを使用しているので，非特異反応が少なく，シャープ

な判定が可能です。早期に抗体の陽転を検出します。また，短時間法で45

分，長時間法で60分で測定が可能です。

〔取扱い商品〕

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

生化学的検査試薬

自動分析機用試薬（ランピア・ビアンコーレシリーズ）

血清学的検査用試薬及び検査機器

自動分析装置（550－EXPRESS）

血清分離用血液凝固促進剤

真空採血管（インセパックシリーズ等）

組織培養用血清及び培地（DM培地シリーズ）

生培地（バイメタルメディアシリーズ）

その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

空中浮遊菌測定装置（エアーサンプラー）

セキスイメディカル関連商品

自動細菌塗抹装置（スパイラルプレーター）

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

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 古屋　晃

従業員数 250名

工場所在地 〒411 静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88　6000

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 本社学術部

TEL　O3－3297－8104　　FAX　O3－3297－8114

〔展示主要商品〕

全自動EIA測定装置／ID－1000

特長：フィルターを固相に用いたセミドライ方式のEIA法により，6分

の反応で結果が得られます。同時5項目測定で最大214テスト／hの高速

処理が可能です。

〔取扱い商品〕

☆生化学検査（酵素法・液状試薬　デタミナ　Lシリーズ）

　TC・FC・TG・PL・IP・UA・CRE・ChE・GLU・ALP・Fe・

　UIBC
☆免疫血清検査（ラテックス法　エクステルシリーズ）

　IgG・A・M，　C3，　C4，　CRP，　ASO，　RF，　AFP，　CEA，フェリチン，

　β2MG，　FDP，　HBs抗原・抗体，　TP抗体

○免疫血清検査（プレートEIA法）

　HTLV－1，　DUPAN－2，クラミジア

○免疫血清検査（化学発光法ACS－180用試薬）

　TSH，　T3，　T4，　FT4，　IgE，　CK－MB，　CEA，　LH，　FSH，　HCG，　PRL，

　フェリチン，葉酸，VB12
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κL屡07頂 久保田商事株式会社
〒ll3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
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 営業部

TEL：03－3815－1331　　FAX　O3－3814－2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：■インテリジェントな頭脳とハイテク機能を搭載した未来型の遠心

機です。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するの

で，チューブラックにセットする採血管の本数は任意の本数でも運転でき

ます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売

と，ドイツ・ミーレ社のガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸

入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ライン

ナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

■取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，

ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心

機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラ

ボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生

装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種

CLE郎■『ζ回　gu■w竃X」‘株式舎社

〒541大阪市中央区淡路町2－1－10－404

設立年月日 昭和50年8月23日

資　本　金 2，000万円

代表者名 矢野鉦三

従業員数 31名

工場所在地 〒567 茨木市横江1－12－14

TEL　O726－34－6470

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品間合せ先 担当部門 業務大阪市中央区淡路町2－1－10－404

TEL：06－227－1915　　FAX：06－227－1918

〔展示主要商品〕

クリーン99

特長：各検査室で使用される自動分析装置のライン，セル，サンプルカッ

プ及び試験管，ピペット

肪の洗浄及び消毒。

〔取扱い商品〕

クリーン99K－200

クリーン99K

ニューハンドアウエイ

検査用ディスポ器材

プレート 等に付着した血液，血清，蛋白，脂
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0グンゼ産業株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒101東京都千代田区九段南2－3－1

設立年月日 昭和6年10月31日

資　本　　金　　　71億8，600万円

代表者名　四方義明
従業員数　 1，000名

工場所在地　　〒

TEL：

研究所所在地　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 機械部

TEL：06－944－2619　　FAX：06－943－1541

〔展示主要商品〕

検体前処理装置／高速分注・仕分け装置

特長：血清学・生化学・その他検査の前処理システムとして，血清分注，

定量分注，及び検査項目別に自動仕分けする省力化装置です。

〔取扱い商品〕

・ 自動血清分注・仕分け装置

・ 液量自動測定装置・自動ブタはずし機

・自動仕分け装置

・ チューブ自動供給装置

・ チップ自動供給装置

・ サンプルカップ自動供給装置

・ 自動バーコードラベル発行・貼付装置

・ その他省力機

国際試薬株式会社
lNTERNATIONAL　RMGENrs　CORPOR酊10N

　　　　　　　〒651神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日 1969年12月16日

資　本　金 26億5，000万円

代表者名 西峯　正

従業員数 375名

工場所在地 〒651－22：神戸市西区高塚台4－3－2

TEL　O78－991－2211

研究所所在地 〒651－22：神戸市西区室谷1－1－2

TEL：078－991－2212

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：078－231－4151　　FAX　O78－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F300

特長：1．全自動タイプ　2．同時最大3項目　3．1ラウンド40テスト／50分

　　　4．見やすいディスプレイを使用した優しい対話方式入力
〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

　血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか

　血液凝固関係試薬：PT，　APTT，フィブリノゲン，複合因子T，　H，　AT

　　－III，　FDP，　PLG，因子欠乏血漿，ほか

　輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，　Rh式，ほか），クー

　　ムス血清，ほか

　血清学関係試薬：HBV測定用，　HCV測定用，　AFP測定用，ほか
　酵素免疫測定用試薬：エルジアシリーズ，エルジア・Fシリーズ

　生化学関係試薬：酵素検査用，自動分析機用，コントロール血清，ほか

　その他：染色関係試薬，一一般検査関係試薬，検査室用洗剤

■臨床検査用機器

　血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグレックス700

　酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジア・F300，エルジア
　　リーダー，エルジアウォッシャー

　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ
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◎コス宅株試≡ネエ
　　　　　　　　　　　　　　〒171東京都豊島区南長崎1－9－18

設立年月日 1970年12月

資本金　700万円
代表者名 雨宮正剛

従業員数
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　O3－3952－9212　　FAX　O3－3952－9231

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／FED－6400

特長1300検体／時間の長高速処理で，10000検体メモリー。低コストで，

大幅な節約ができます。分画修正，精度管理等画面上で簡単に操作でき

ます。

〔取扱い商品〕

○全自動電気泳動分析装置

　　FED　6400

　　FED－3200

　　FED　V
Oデンシトメーター

　　D－607CRT付（3．5インチフロッピーディスク付）

　　F－808（蛍光可）

　　F－808－2（紫外可）

　　D－101

0全自動洗浄機

　　スーパーウォッシャーS－100N

株式会社コスモテック
〒lOj東京都千代田区岩本町3－7－H

設立年月日 昭和62年12月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 前田義雄

従業員数 8名

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　O3－5687－5787　　FAX　O3－5687　5980

〔展示主要商品〕

サンプリング分注希釈装置／BlSTEQUE　605

特長：血球凝集反応，ELISAなどの血清分注からコントロール分注，試

薬分注，希釈などの繁雑な分注工程を自動化するために，4連可変ピッチ

ノズル機構（ピベッティング方式）を装備した，マイクロプレート専用分

注装置です

〔取扱い商品〕

■自動分注希釈装置　　　BISTEQUE　105

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　201

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　202

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　203

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　601

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　701

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　801

■細胞転写・塗抹装置　　CELTEQUE　lO1



川8

⑪小林記録竺鷲曇焦15
設立年月日 昭和21年4月1日
資　本　　金　．　4億5，000万円

代表者名 小林祥浩

従業員数 1，900名

工場所在地 〒448 刈谷市小垣江町北高根115

TEL：0556　21　5361

研究所所在地　．　〒460 名古屋市中区栄3　2　9明治屋ビル4F

TEL：052－262－6601

商品間合せ先’　担当部門 第1営業企画部医療グループ

TEL　O52　262　6601　　FAX　O52－251－5584

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／BP－200

特長：バーコードの他，漢字，英文字，数字，カタカナ等がプリントでき

ますので理想的な検体ラベルを設計することができます。さらに印字速度

が100mm／秒対応可能となりました。

〔取扱い商品〕

1．システム開発

　　　臨床検査システム

2．自動分析装置オンライン接続用インターフェース機器

3．臨床検査自動化システム用各種装置

　　　検体ラベル用バーコードプリンターBP－200

　　　検体ラベル自動貼り付け装置VL　100

4．医療用コンピュータ用紙，OMR，　OCR用紙，検体用ラベル各種

　　　検査依頼書，検査報告書，心電計脳波計用各種記録紙

闘　　　　サ⇔ラ精機株式嘗示土
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－1－9

設立年月日 明治4年2月

資　本　金 9，900万円

代表者名 代表取締役社長綾田昭二

従業員数 250名

工場所在地 〒387 更埴市鋳物師屋75－5

TEL　O262－72－2381

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先’　担当部門　’　メディカル事業部

TEL：03－3231－1610～1　　FAX　O3－3241　9869

〔展示主要商品〕

自動免疫組織染色装置／サクラ自動免疫組織染色装置

特長：本体操作パネルを介した対話方式の為，プログラム入力／操作が簡

単です。4℃（オーバーナイト処理），室温処理，37°C（加温処理）の3

段階から処理温度を選択できます。

〔取扱い商品〕

病理・電顕・細胞診・血液・血清等各種検査用機器，バイオテクノロジー

関連機器，高圧蒸気滅菌装置（各種），中央材料室・手術室関連機器
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共特式書註
　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－5－1

設立年月日 大正2年3月

資　本　金 409億円

代表者名 河村喜典

従業員数 6，740名

工場所在地 〒140 東京都品川区広町1－2－58

TEL：03－3492－3131

研究所所在地 〒 同上

TEL： ノノ

商品間合せ先 担当部門 医療品部学術情報課

TEL：03－5565－3603　　FAX　O3－3545－2986

〔展示主要商品〕

ルミノマスター搬送システム

特長：（1）前回値のある項目は自動希釈して測定します。（2）ディスポチップ

使用によりバイオハザードを防止します。（3）検体の取り違え等を未然に防

止します。（4）結果の迅速な報告は患者サービスの向上につながります。
〔取扱い商品〕

1．臨床検査薬
1．

2．

3．

4．

生化学検査用試薬

CAPカラーテスト「三共」，　LAP　AKオート「三共」

血清免疫用試薬

α一FPテスト「三共」，血中薬物濃度測定TDAシリーズ
ヘパノスチカ類，バイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬（14項目）

血液検査用試薬
PT，　APTT，　FIB，　ATIII，α2PI－N，　PLGオート「三共」

TBテスト「三共」，　HPテスト「三共」

一般検査用試薬　工一ムス製品

II．臨床検査用機器

ルミノマスター，コアグマスターII，クリニテック類，

タイド，アントセンス，クリニテックアトラス，DCA2000
III．病理検査用機器

オート・スリッパー200，ミクロトームクリオスタット，

VIPM1500／M3000，　TEC　IV

u三光峰≧繊町1＿6
設立年月日 1954年5月26日

資　本　金 52億6，248万円

代表者名 代表取締役社長渡辺　瞭

従業員数 310名

工場所在地 〒300－11　茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12

TEL　O298－89－2241

研究所所在地 〒273 船橋市海神町2－3－21

TEL：0474　34　8991

商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL　O3　3863　3271　　FAX　O3－3864－5644

〔展示主要商品〕

サンオート　ヘモ

特長：サンオートヘモは，蛍光酵素免疫測定法を測定原理としたフルオー

トシステムの便中ヒトヘモグロビン測定試薬です。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉エイテストモノP－II，エイテストIgGRF，サンオートヘモ，

ニューセロクリットHBs・抗HBs，ニューセロクリット抗HTLV－1，

ニューセロクリットTP，アラスタットIgEシリーズ，輸血関連製品，ト

ロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，アルブシュア，ニューエ

イテストATL，エイテストALTWB，サンテスト，片山AUシリーズ，

EXAリキッドコントロール，サンテストAMY－N，バイオトラックテ
オフィリン，サンテスト液状試薬シリーズ，セパジーン，エス・クロン，

クローニングメデューム，クラボウ正常ヒト細胞シリーズ，FBS（CCT
・ CCS）

〈機器・器具〉サンオートFE，ロボスタットIII，　TH－50，　TW　50，

バイオトラック516，ピペットステーションSGRシリーズ，セーフティ

パル，サンクロットST，サンサーモPCR，サンサーモミニ，エクセル

オートピペット，フォトB－HメーターV型



12°

多株式会社≡和化学研究所
　　SKK　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒461名古屋市東区東外堀町35

設立年月日 昭和28年12月1日

資　本　金’　1億108万円

代表者名 谷本慶二（代表取締役社長）

従業員数 1，411名

工場所在地 〒486 春日井市下条町1212－1〔名古屋工場〕

TEL：0568－81－3148
研究所所在地　．　〒511－04　　〔三重研究所〕三重県員弁郡北勢町塩崎363

TEL：0594－72－6221

商品間合せ先　　担当部門 試薬部

TEL：052－951－8130　　FAX　O52－951－7650

〔展示主要商品〕

Lp（a）／イノテックLp（a）

特長：各種自動分析装置に適応可能／微粒子ラテックスを用いているため

広範囲の測定が可能／試料の前処理（希釈）が不要／ELISA法との相関

が良好

〔取扱い商品〕

イノテックLp（a）／ケトレックス「三和」／KETO－34011／ケトフィルム

／ケトメーター／ケトンテストA「三和」／ケトンテストB「三和」／グ

ルテストセンサー／グルテストE／HBs抗原テスト「三和」（Latex）／

CRPテスト「三和」（Latex）／CRPテストA「三和」／CRPテストTA

「三和」／H・RAテスト「三和」／アルブミンテスト「三和」（Latex）／

AFPテスト「三和」（Latex）／U一テストII　7／U　テストII5

套wv精器継会社
　　　　　　　　　　　　　　〒140東京都品川区北品川1－22－17

設立年月日 昭和57年7月15日

資　本　金 1，140万円

代表者名 岩田昭嘉

従業員数 20名

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　3474　9591　　FAX　O3－3474－9582

〔展示主要商品〕

自動採血管バーコードラベル／PREP－LAX

特長：入力されたデータに基づき，一患者毎採血管にバーコードを自動的

に貼付け，同時に採血管指示表と手貼り用バーコードラベル6枚を，1人

分のトレイで供給します。

〔取扱い商品〕

卓上型自動分注システム　PREP　AI

希釈機能付自動分注システム　PREP－AD

検体自動搬送ラインシステム　MSシステム

自動採血管バーコードラベル貼付装置　PREP　LAX

多機能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB－10

多機i能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB　2000

自動赤血球沈降速度測定器　セディプラスS100

EIA検査用唾液採取器具　Orasure



～Y～Tヨll～三」スデムズ

　　　　　　　　〒222横浜市港北区新横浜2－17－2ナラビル7F

●
Mf】Oen［es

罪［ル回イ1コス株五芸社

〒160東京都新宿区歌舞伎町2－4－10

設立年月日 昭和53年8月 設立年月日 昭和43年2月1日

資　本　金 1，200万円 資　本　金 6億3，463万円

代表者名 赤羽　脩 代表者名 取締役社長森憲司

従業員数 20名 従業員数 316名

工場所在地 〒 工場所在地 〒960 福島市岡島字長岬5－3

TEL： TEL：0245－33－2244

研究所所在地 〒 研究所所在地 〒358 入間市狭山ケ原237－2

TEL： TEL：0429－34－2121

商品間合せ先 担当部門 システム開発部 商品間合せ先 担当部門 本社営業部（その他最寄各営業所）

TEL：045－474－7231　　FAX　O45－474－2780 TEL：03－5272－1611　　FAX：03－5272－1610

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

臨床検査情報処理システム／LBNET－PC

特長：パソコンLANによる分散処理データベースによるデータの共有

化，さらに，マルチタスクOSによる複数業務の同時処理が可能です。

〔取扱い商品〕

オフコンからパソコンまでの規模に応じた臨床検査システム，総合健診シ

ステムなどのアプリケーション・ソフトウェアの開発，および販売

　○臨床検査システム（LBNET）

　○総合健診システム（HELDIR）

固相抽出自動化装置，分注・希釈器／ダイリューター・ディスペンサー

特長：省力化を計りながらより正確に，より効率的に固相抽出を実現でき

るように設計された自動化装置です。血液，尿などの生体試料中の薬物，

食品中の残留農薬分析等に適用されます。

〔取扱い商品〕

ガスクロマトグラフと高速液体クロマトグラフの装置，周辺装置，部品

類，GCキャピラリーカラム，　GC充填剤，　HPLC充填剤，　HPLC分析分

取カラム。固相抽出製品，環境分析機器，システム装置，分光用セル各種
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㊥島津製作所
　　　　　　　　　　　　　　　〒604京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日 大正6年（1917）9月

資　本　金 約168億円

代表者名 藤原菊男

従業員数 4，300名

工場所在地 〒604 京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL：075－823－1109

研究所所在地 〒619－02　京都府相楽郡精華町大字乾谷小字砂ケ谷

TEL：07749－5－1600

商品間合せ先 担当部門 メディカル計測機器部

TEL：075　823－1356　　FAX　O75－823－1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置／CL－7300

特長：ルーチン検査はもとより迅速検査にも最適。シングルマルチの特長

をそのままに，より高速，多項目化，検査のトータルシステムとしての機

能を備えた最新鋭機です。

〔取扱い商品〕

当社が送り出す数々の高技術機器は，最先端技術を生み出す研究室で，人

々の健康を守る医療の現場で，絶えず進化をつづける産業の分野で，ます

ます複雑化する情報化社会の舞台で，航空宇宙という夢に満ちた新しい領

域でそれぞれ多くの成果をもたらし，各方面から多大な評価を得ていま
す。

・ 分析測定機器　・試験検査機器　・プロセスオートメーション機器　・

医用機器　・バイオテクノロジー機器　・産業機器　・バイオプロダクツ

・ 航空宇宙機器　・オプトエレクトロニクスデバイス

階株式会社常先
　　　　　　　　　　　　　　　〒113東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部精一

従業員数 350名

工場所在地 〒439 静岡県小笠郡菊川町西方154

TEL　O537　36－1577

研究所所在地 〒213 川崎市高津区宇奈根731－1

TEL　O44－811　9211

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：03－3815－1717　　FAX：03－3815－1759

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／CTE－1000

特長：100検体／時間の高速処理で大巾な時間の節約ができます。分画修

正，精度管理（日内，日差変動）等が画面上で簡単に操作できます。M一

蛋白自動画像解析システムが組み込め，病態診断が出来ます。

〔取扱い商品〕

●電気泳動装置　　：全自動電気泳動装置CTE－5000，　CTE－1000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTE　700，　CTE　150

　　　　　　　　　　デンシトメータ　デンシトロンCR－20，20HR

●生理関連装置　　：全自動血液ガス分析装置JBA　200，　JBA－7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JBA－150K

●電解質分析装置　：Na斗，　K斗，　Cl一アナライザIS　200，

　　　　　　　　　　IS　　100，　IS－50C

　　　　　　　　　　Na＋，　K＋，　Li＋アナライザIS－50L

●グリコHb分析装置：グリコヘモグロビンA，cアナライザHS　10，8

●診断試薬　　　　：リボ蛋白精度分画測定　リポフォー，LDH試薬

　　　　　　　　　　アルフォス精密分画測定　アルフォー，アポE試薬

●健康管理関連装置：自動身長体重計HWS－200



㊨真興交易株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒106東京都港区南麻布2－8－18

新星化成株式会社
　　　　　　　〒162東京都新宿区早稲田鶴巻町Hl福田ビル301号

設立年月日 昭和40年5月 設立年月日 昭和50年6月30日

資　本　金 1，500万円 資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役橋内千一 代表者名 小田隆治

従業員数　　50名 従業員数 5名

工場所在地 〒 工場所在地 〒

TEL： TEL：

研究所所在地 〒 研究所所在地 〒

TEL： TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業部 商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3456－0072　　FAX：03－3456－3771 TEL：03　3984　4022　　FAX：03－4984－4022

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

血液ガス・電解質分析装置／スタット・プロファイル5

特長：血液ガス分析・電解質・グルコースを1回の操作で計10項目測定出

き，緊急検査に最適な分析装置です。

〔取扱い商品〕

○米国ノバ・バイオメディカル社製

　　全自動血液ガス・電解質分析装置，スタット・プロファイルシリーズ

○ドイツ　クナウァー社製

　　浸透圧計

○医学書出版

サンプリングチューブ，沈渣用スピッツ，万能検体容器

特長：○透明なので血清が大変見やすい　○遠心分離器4000回転　○凍結

保存用，その他　径：14．9mm，長さ46．Omm

〔取扱い商品〕

スピッツ，採血管，採尿管20cc，8cc，2cc，サンプルカップ1cc，サンプ

リングチューブ，二分画シャーレー，浅型シャーレー，深型シャーレー，

キャップレスラック等々。
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◆住友製薬
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町2－2－8

設立年月日 昭和59年2月6日

資　本　金　　80億円

代表者名 進　　功

従業員数　 2，100名

工場所在地 〒567 茨木市蔵垣内1－3－45

TEL　O276－27－8112

研究所所在地 〒554 大阪市此花区春日出中3－1－98

TEL：06　466－5183

商品間合せ先　　担当部門 診断薬機器部

TEL：03－5280－6641　　FAX　O3－5280－6640

〔展示主要商品〕

液状免疫コントロール血清／アクエックー10

特長：1．液状なので溶解誤差がなく，無駄なく使用できる。II．長期間安

定です。III．10項目（RFおよびASOを含む）がコントロールされていま
す。

〔取扱い商品〕

1．液状免疫コントロール血清：アクエックー10

　　　　　　　　　　　　　　アクエックータイプII

II．尿中HGH測定キット　　：ピコイアHGHプレート

III．梅毒血清診断用キット　　：カーボン法抗原キット〈住友〉

　　　　　　　　　　　　　　　カーボン法抗原〈住友〉

　　　　　　　　　　　　　　ガラス板法抗原

　　　　　　　　　　　　　　凝集抗原

IV．ベックマン試薬　　　　　：ASTRA用試薬

　　　　　　　　　　　　　　Array用試薬

　　　　　　　　　　　　　　CX－3，4，5，7用試薬

　　　　　　　　　　　　　　E3A，　E4A用試薬

　　　　　　　　　　　　　　EL　ISE用試薬

⑯積水化学工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒530大阪市北区西天満2－4－4

設立年月日 昭和22年3月3日

資　本　金 999億円（1993年3月3日現在）

代表者名 西澤　進

従業員数 5，913名（1993年3月3月現在）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒618 大阪府三島郡島本町百山2－1

TEL　O75　962－8815

商品問合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL：06－365－4157　　FAX　O6－365－4162

〔展示主要商品〕

真空採血管／インセパック

特長：①強く割れないPET素材が検体を破損から守り，感染の危険を防

止します。②凝固完了が早く，スピーディな検査を実現します。③高い血

清分離・隔壁機能が，デカンテーションによる血清採取や，長期保存，輸

送を可能にしました。④自動検査装置に直接セットでき，廃棄も簡単で

す。

〔取扱い商品〕

抗TP抗体測定試験（メディエースTPLA）

　梅毒抗体測定用ラテックス試薬。自動分析用試薬で1検体測定時間は，

　10分。梅毒抗体価を高感度でかつ連続数値で測定が可能
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■株式会社Vee－”7
　　　　　　　　　　　　〒178東京都練馬区大泉学園町7　－24－14

設立年月日 昭和26年6月16日

資　本　金 15億327万円

代表者名 仁科義男

従業員数 525名

工場所在地 〒399－86　長野県北安曇郡池田町大字池田2714

TEL：0261－62－9600

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 入力機器営業部

TEL：03－3978－2332　　FAX　O3－3922－2144

〔展示主要商品〕

OCR／SCR－802

特長：手書きの漢字，カナ，アルファベット，数字等の読取が可能。RS

－232C接続によりコンピュータを選ばず汎用性が高い。　ANK文字で約40

文字／秒の高速処理タイプ。マークチェック機能内蔵

〔取扱い商品〕

乾式複写機オプション

単体露出計

光学式マーク読取装置（OMR）

光学式文字読取装置（OCR）

記録計

束線

マグネットクラッチ

回路基板実装

エレクトロ・ルミネッセンス（EL）

⑲ 株式会社セロテック

〒062札幌市豊平区月寒中央通5－1－10

設立年月日 昭和56年5月

資　本　金 9，800万円

代表者名 廻谷靖生

従業員数 87名

工場所在地 〒066 千歳市泉沢1007－67

TEL：0123－28－2121

研究所所在地 〒069 江別市東野幌132－1

TEL：011－383－3431

商品間合せ先 担当部門 業務部

TEL：011－855－1131　　FAX：011－855－0143

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UN－U

特長：①特異性に優れております。②試薬溶解度の安定性（2～10℃）1

カ月間③内因性アンモニアの影響は受けません。④直線性に優れ，高濃

度測定可能です。⑤血清，尿検体各種自動分析機への適応が可能です。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬

　UNシリーズ（アンモニア消去），　CRE－L，　AMY－R（S），　TG－Lそ

　の他多項目各種自動分析機装置に適応できます。

■血清検査試薬

　LATシリーズ（CRP，　ASO，　RA）

■細菌，真菌検査用製品

　CT寒天生培地，　CT／B寒天生培地，コロノテスト，ケミプレート，

　MNストリップ（偏性嫌気性菌鑑別用），β一ラクタマーゼ検出ディス

　ク他

■精度管理用製品

　コントロールN，E

　リピッドーS（脂質用管理血清）他
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（3c欝］四副炉『砲Z科学貿易

〒1川東京都台東区柳橋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 代表取締役社長伊東謙三

従業員数 70名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカルサイエンス部

TEL：03－5820－1509　　FAX：03－5820－1515

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／高速電解質分析装置PVA一αIII

特長：Na＋，　K＋は高品位クラウンエーテル膜使用，　Cl一は新型滴定法採

用。尿や透析サンプルも無理なく測定できます。Br，1『等ハロゲンイオ

ンの影響も殆ど心配要りません。ルーチン（180s／h）とスタット対応。

〔取扱い商品〕

●電解質分析装置　PVA－mini

●APEC　グルコースアナライザー

●ヘマトスタット　C－70

●RCS　エアサンプラー

”’

”
セントラルメディカルサプライ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　〒310水戸市白梅3－4－15

設立年月日 昭和57年9月

資　本　金 1，000万円

代表者名 久保田啓蔵

従業員数 7名

工場所在地 〒310 ：水戸市白梅3－4－15

TEL：0292－27－3555

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業課

TEL：0292－27－3555　　FAX：0292－28　2360

〔展示主要商品〕

全自動培地作成装置／CHK－5

特長：細菌培養に使用する培地類，マル型，二分画型，角型シャーレに自

動的に分注，1時間250枚作製可能，殺菌環境下で分注の為，初めての方

にも操作が容易。

〔取扱い商品〕

L　医療器械および器材全般

2．臨床検査試薬類
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⑧株式会社ダイアヤト・ン

　　　　　　　　　　　　　〒101東京都千代田区東神田2－1一目

設立年月日 昭和56年8月22日

資　本　金 1億円

代表者名　代表取締役社長内藤修
従業員数　215名
工場所在地　　〒

TEL：

研究所所在地　　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 技術統括部門学術部学術課

TEL：03－3863－6241　　FAX：03－3863－6278

〔展示主要商品〕

発光免疫測定装置ルミクイック／JlA－FS150

特長：〔高感度〕化学発光免疫測定，フォトンカウンティング法の採用。

〔短時間〕小粒径ビーズ，i撹拝方式の革新による13分間測定。〔全自動〕デ

ィスポチップ，カートリッジ使用による感染リスクの低減。

以上の特長をいかした専用試薬「ルミセンス」。HBs抗原，抗体をはじめ

とする感染症マーカーよりラインナップする。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット試薬・各種自動分析機用　生化

　学および免疫血清検査試薬

■全自動発光免疫測定装置　日本電子社製　ルミクイック・専用試薬　ル

　ミセンス

■全自動免疫血清検査システム　三菱化成社製　LPIA－200

■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャンMK－5

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞保存液・他

㊨第一化学薬品株式会社
　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋3－13－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第26興和ピル

設立年月日 昭和22年7月10日

資　本　金 12億7，525万円

代表者名 國吉家治

従業員数 850名

工場所在地 〒301 ：龍ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL：0297－62－7551

研究所所在地 〒130 東京都墨田区業平5－5－12

TEL：03－3624－3418

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬営業部営業企画課

TEL：03－3272－0681　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

CLEIA／Accessイムノアッセイアナライザー

特長：磁性マイクロビーズを固相とし，発光基質にLumigen⑧PPD（ジ
オキセタン誘導体）を使用した化学発光免疫測定法を用い，全自動コンテ

ィニュアスランダムアクセス，バッチ測定，緊急測定が可能。ソフト面で

はQCプログラムや自己診断機能を内蔵。試薬は液状で項目ごとの一体化
試薬パック形式。

〔取扱い商品〕

血清中アポリポ蛋白測定用：アポA－1，A－II，　B，　C－II，　C－III，　E

オート「第一」　　血清中胆汁酸測定用：エンザバイル・オート　血漿
中ATIII，α、PI，　PLG，プロテインC測定用：テストチームATIIIオー

ト，APLオートA，　APLオートB，　PLGオート，プロテインC　　自
動分析装置用試薬：クリニメイト，ピュアオート，オートセラ

免疫グロブリンG，A，　M測定用：

－ 2　血清中補体蛋白C，，C、測定用：イムノテスタC，，　C、

IV型コラーゲン測定用：パナッセイIV・C
HDL－C－2「第一」　　薬物血中濃…度測定用：エミットS
トヘモグロビン検出用：ヘモテスタ　　糞便中ロタウイルス，

ルス検出用：ロターアデノドライ　　HSV1／HSV2，
マチス検出用：

ラッククラミジアトラコマチスダイレクトテスト

血清中

イムノテスタIgC－2，　IgA－2，　IgM

血清中HDL－C測定用
　血清中

糞便中ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アデノウイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラミジアトラコ
マイクロトラックヘルペスダイレクトテスタ，マイクロト
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7／’ タイ‡ン工業株式会81

〒530大阪市北区中崎西2－4－12梅田センタービル

設立年月日 大正13年10月

資　本　　金　’　280億円

代表者名 山田　稔

従業員数 8，680名

工場所在地 〒525 草津市岡本町字大谷1000－2

TEL：0775－63－1151

研究所所在地．　〒305 つくば市御幸が丘3番地

TEL：0298　58　5001

商品間合せ先 担当部門 ME部マーケティング課

TEL：06－373－1201　　FAX　O6－373－3292

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／エバネットEV20

特長：少数検体のルーチンはもとより迅速検査に役立つ測定装置です。セ

ットしてボタンを押すだけの簡単操作，全血測定対応で測定結果が10分～

20分で得られます。

顯ダイナボット株式会社
　　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビル

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，700万円

代表者名 トム・ワトキンス

従業員数 1，250名

工場所在地 〒 ：彩ミ爆当，露27璃融讐羅台278

TEL：0473　62－2177／0473－85－2211

研究所所在地 〒271 松戸市稔台344

TEL：0473－62－2177

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL：0120－031441　　FAX

〔展示主要商品〕

全自動免疫測定装置／AxSYMアナライザー

特長：AxSYMアナライザーはランダムアクセスはもちろんのこと，コ

ンティニュアスアクセスが可能な全自動，同時多項目処理システムです。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：IMX，　D　WORX（がん関連，ウィルス肝炎関連，感染

　症，ホルモン検査試薬等）

■薬物血中濃度モニタリングシステム

　TDXFLXシステム：（薬物，ホルモン，生化学／血漿蛋白）

■全自動血液学分析装置：セルダインアナライザー3500SL

　（白血球5分類を含む22項目に対応）

■即時検査システム：VISIONアナライザー（生化学他24項目に対応）

■イムノクロマトグラフィーによるHBs検査

　ダイナスクリーン・HBsAg
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橘電気株式会社
　　　　　　　　〒ll4東京都北区田端1－16－13

設立年月日 昭和28年12月

資　本　金 2億円

代表者名 小林　茂

従業員数 140名

工場所在地 〒114 東京都北区田端1－16－13

TEL：03－3828－6131

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 開発営業部

TEL：03－3828－6131　　FAX　O3　3828－6138

〔展示主要商品〕

臨床検査迅速LANシステム／オーダリングシステム／健診

特長：1　．　NetWareによるPCネットワーク　2．迅速・即応対応　3．オー

ダリングシステム　4．ドクター支援　5．迅速Fax自動返却

〔取扱い商品〕

1．PC－LAN迅速臨床検査システム

2．PC－LANオーダリングシステム

3．迅速Fax自動返却システム

4．　医療画像管理システム

5．健診システム

6．細菌検査システム

7．病理・細胞診検査システム

8．尿一般検査システム

9．輸血検査システム

10．　ドクター支援システム

11．請求事務処理システム

㊥大日本製薬株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町2－6－8

設立年月日 1897年5月14日

資　本　金 134億3，900万円

代表者名 渡守武健

従業員数 約2，700名

工場所在地 〒553 大阪市福島区海老江1－5－51

TEL：06－454－8151

研究所所在地 〒564 吹田市江の木町33－94

TEL　O6－337－5876

商品間合せ先 担当部門 ラボラトリープロダクツ部

TEL：06－386－2164　　FAX　O6－337　1606

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫装置／OMNI

特長：96穴マイクロプレート用全自動酵素免疫測定装置です。パラメータ

ー を設定することにより，ELISA法のあらゆるキットを処理することが

可能です。

〔取扱い商品〕

96穴マイクロプレート用光度計　　：iEMSリーダーMF

　　　　　　　　　　　　　　　　　マルチスキャンマルチソフト

　　　　　　　　　　　　　　　　　マルチスキャンバイクロマティック

96穴マイクロプレート用化学・

　　　　　　　　生物発光測定装置：ルミノスキャン

96穴マイクロプレート用蛍光光度計：フルオロスキャンII

96穴マイクロプレート用分注装置　：マルチドロップ

微生物全自動増殖解析システム　　：バイオスクリーンCシステム
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■　　　　　　　ダコ・ジャパン株式会社
　　DAKO
　　　　　　　　〒600京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル

設立年月日 昭和62年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役副社長小畑勝利

従業員数 42名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒600 京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル

TEL：075　211－3655

商品間合せ先 担当部門 京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル

TEL：075－211－3655　　FAX　O75－211－1755

〔展示主要商品〕

各種ポリクローナル／モノクローナル抗体

特長：OEM・バルク用，免疫学的診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

免疫組織化学染色用試薬（LSAB法，　ABC法，　PAP法，　EPOS法等関

連試薬）。OEM及びバルク抗体。　ELISA用キット（OEM用）。コントロ

ール血清及びキャリブレーター類。比濁法及びネフェロメトリーの関連試

薬及び特異抗体資料（各種自動分析機用の免疫関連試薬，OEM用）。特

異抗原（CEA，　AFP等精製抗原）。免疫電気泳動用試薬（グレーバー・

ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連

試薬及び特異抗体）。フローサイトメトリー用試薬。In－Situ　Hybridiza－

tion用試薬（特異プローブ，発色キット及び関連試薬）。

CIBA・CORNING
チバ・コーニング・タイアクソス貢ックス株式会社

　　　　　〒150東京都渋谷区恵比寿1－19－15ウノサワ東急ビル

設立年月日 1983年（昭和58年）9月1日

資　本　金 9億円

代表者名 江頭又助

従業員数 212名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 各営業所へお願いします。

TEL　巻末住所録参照　　FAX

〔展示主要商品〕

全自動免疫反応測定装置／ケミルミアナライザーACS180

特長：全自動タイプなので，操作が簡単で，結果打出しまで15分で済む。

1時間に180テストの処理ができる。測定項目：甲状腺，婦人科，心臓，

貧血，腫瘍マーカー関連。さらにアレルギー・血中薬物関連。

〔取扱い商品〕

■全自動pH／血液ガス電解質分析装置　288，850

■全自動pH／血液ガス分析装置　280，278，248

■全自動電解質分析装置　664（Na／K／Cl／TCO2）

■自動電解質アナライザー

　654（Na／K／Li），644（Na／K／Cl），634（Ca＋＋／pH）

■自動炎光光度計　480　■クロライドメーター　925

■ベンチトップ型自動分析装置　エクスプレスプラス

■ケミルミアナライザー　ACS180，試薬

■ELISA　マス・スクリーニング・キット

　N－17α一〇HP，　N　TSH，　N－FT4，　N一コルチゾール

■蛍光／可視デンシトメーター　790

■アガロース電気泳動システム



●TECAN．テカンジャパン株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒183府中市八幡町2－26－3

設立年月日 1992年4月21日

資本金　3，000万円
代表者名 赤塚重治

従業員数
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　O423－34－1790　　FAX　O423－34－0401

〔展示主要商品〕

高速精密分注装置／TECANメガフレックス
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特長：4本のプローブが各々液面センサーを持ち，プローブ間隔が自在に

変化させられます。4サンプルを同時にとり分注するため処理スピードが

1800検体／時と高速です。

〔取扱い商品〕

TECAN　AG（スイス）

　　高速精密分注装置

　　　メガフレックス　RSP－8000シリーズ

　　　　　　　　　　　RSP－5000シリーズ

SLT（オーストリア・テカングループ）

　　EIAリーダー：スペクトラ

　　蛍光リーダー：フルオスター（マイクロプレート対応）

　　ウエスタンブロット・アナライザー：プロフィプロット

CAVRO
　　卓上型ダイリューター：IQ－190

　　手動ピペッター：キャブロピペッター

幽株式会社テ07Ptデヤカ

　　　　　　　　　　　　　　　　〒213川崎市高津区溝ノロ1215－1

設立年月日 昭和62年9月

資　本　金 1億1千万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数　　50名
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒213 川崎市高津区坂戸3－2－1KSP東棟502

TEL　O44－819－2432

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL　O44－812－1220　　FAX　O44－812－1219

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC－ROBO－530

特長：ホストコンピューター等の指示に基づき自動的に採血管を選択し，

所定のバーコードや患者情報をラベルに印刷し，貼付します。通常1時間

120人分の採血準備ができ，採血管は16種類まで対応できます。

〔取扱い商品〕

・ 電解質測定装置　STAX－1
・ 血液ガス測定装置　GASTAT－1

　　　　　　　　　　GASTAT－2

　　　　　　　　　　GASTAT－3
・ 赤血球沈降速度測定装置　ESR－1000

　　　　　　　　　　　　　ESR－6000
・ 尿中デルタアミノレブリン酸自動分析装置　Amlex－60
・ 採血管準備システム　BC－ROBO－510

　　　　　　　　　　　BC－ROBO－520

　　　　　　　　　　　BC－ROBO－530
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〒612京都市伏見区竹田桶ノ井町45－3

設立年月日’　昭和61年2月1日

資　本　金　　4，000万円

代表者名　　　近藤義昭

従業員数　　45名
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　5481　2777　　FAX：03－3419－7693

〔展示主要商品〕

電極式電解質測定装置／Easyシリーズ

特長：操作が簡単で，メンテナンスフリーの電解質測定装置。試薬と廃液

容器を一体化パックに。簡単な電極交換。検体や廃液に触れない安全設

計。経済的な試薬コスト。サンプラーに取り付けると連続分析装置とな
る。

〔取扱い商品〕

電極式電解質測定装置

●Easy：Na／K測定装置

●Easy　PLUS：Na／K／Cl測定装置

●Easy　Li：Na／K／Li測定装置

●Easy－Ca：Na／K／Ca測定装置

セルフモニタリング試薬

●アキュメーター：ワンステップ総コレステロール測定試薬

●ラピカ：ワンステップ妊娠診断用試薬

テルモ株式会社
〒151東京都渋谷区幡ヶ谷2・－44－1

設立年月日 1921年9月17日

資　本　金 193億円

代表者名 取締役社長阿久津哲造

従業員数 3，543名（テルモグループ4，554名）

工場所在地 〒409－38　山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1727－1

TEL：0552－75　7111

研究所所在地 〒259－01：神奈川県足柄上郡中井町井ノロ1500

TEL：0465－81－4112

商品間合せ先 担当部門 マーケティンググループ医療機器部医療器課

TEL：03－3374－8186　　FAX：03－3374－8209

〔展示主要商品〕

真空採血システム／ベノジェクト11

特長：採血から廃棄まで一貫して検査業務がクローズドの状態で行えるこ

とで，血液感染のリスクを軽減できる。またフィルムシール栓の採用によ

り，検査業務の省力化につながる。

〔取扱い商品〕

輸液剤・血液バッグ等の医薬品，各種ディスポーザブル医療器具，人工臓

器，ME機器等の医療用機器および，電子体温計，電子血圧計等の在宅健

康管理商品の製造・販売



デュポン株式
〒153東京都目黒区下目黒1－8－1

会社
アルコタワー

設立年月日 昭和36年1月

資　本　金 182億円

代表者名　．　今道　明

従業員数 950名

工場所在地 〒 宇都宮市

TEL：0286－67－5211

研究所所在地 〒223 ：横浜市港北区新吉田町4997

TEL：045－593－4196

商品間合せ先 担当部門 診断製品部

TEL：03－5421－1357　　FAX　O3－5421－1363

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／aca，　DlMENSION

特長：aca：簡単な操作で70項目をランダムアクセスで測定。

DIMENSION：acaの機能とコストパフォーマンスを同時に実現
〔取扱い商品〕

エンジニアリングプラスチック，工業用及び衣料用繊維，不織布，化成

品，有機薬品，酸化チタン，塗料，逆浸透圧透過装置，工業用フィルム，

工業用X線フィルム，電子材料，回路基板材料，コネクタ，光通信用製

品システム，農薬，臨床用自動化学分析装置，医療用関連製品・医薬品，

医療用X線フィルム，写真製版・印刷及び工業感光材製品，消費者向製

品，など
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■

Oデンカ生研株式会社

〒103東京都中央区日本橋兜町12－1

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 1億80万円

代表者名 取締役社長西村雄彦

従業員数 337名

工場所在地 〒959－16　五泉市南本町1－2－2

TEL：0250－43－4111

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 試薬営業部営業技術課

TEL　O3－3669－9091　　FAX　O3－3664－1005

〔展示主要商品〕

無調製液状試薬シリーズ／GOT－JS，　GPT－JS他

特長：1．調製不要，2．JSCC勧告法準拠試薬，3．長期安定，4．各種自動分

析装置への適応可

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　UN，　CRTN，　UA，　GLU，　T－CHO（N），F－CHO（N），

　TG（II），　FG－TG（II），　SA，　Ca，　Mg（酵素法）

　GOT，　GPT，　LDH　ALP（液状），　CPK，　AMY，　CHE

ラテックス試薬シリーズ

　CRP，　RF，　ASO，　AFP，　BMG，　BMG（II），　Mb

　IgE，　FER

TIA試薬シリーズ

　IgG，　IgM，　IgA，　C3，　C4，　U－ALB
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5gsmex東亜医用電子株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒650神戸市中央区港島中町7－2－1

設立年月日 昭和43年2月21日

資　本　金 14億9，290万円

代表者名 代表取締役社長橋本禮造

従業員数 970名

工場所在地 〒675 ：加古川市野口町北野314－2

TEL：0794－24－1171

研究所所在地 〒651－22：神戸市西区高塚台4－4－4

TEL：078－991－1911（代）

商品間合せ先 担当部門 営業本部，販売推進課

TEL：078－303－5681（直通）　FAX：078－303－4635

〔展示主要商品〕

総合血液検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：本製品は，血球計数，白血球分離，網赤血球測定，塗抹標本の作成

を，オーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムで

あり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液検査システム，多項目自動血球分析装置，自動網赤血球測定装

置，多項目自動血球計数装置，自動血球計数装置，血液検査用データ処理

装置，全自動血液凝固測定装置，血液凝固検査用試薬，免疫凝集測定装

置，専用試薬，自動尿沈渣分析装置，尿検査用データ処理装置

慧東京医薬専門学校
〒134東京都江戸川区東葛西6－5－12

設立年月日 昭和54年4月1日

法　人　名 学校法人　滋慶学園

代表者名 理事長　浮舟邦彦

学　生　数 1，260名（1～3年生）

〒

TEL：
〒

問合せ先 担当部門 就職対策室

TEL：03－3688－6161　　FAX：03－3688－6169

〔建学の理念〕

①実学教育　②人間性教育　③国際性教育

　本校の建学の理念は，上記の如く三つの理念を持ち全ての教育に対して

この理念をべ一スに組立てています。そして，産業界の望む人材育成に際

し出来るだけ多くの実学教育をとりこみ技術力の向上に取組んでいます。

〔設置学科〕

○医用電子科（2年制）医療機器は，ハイテク技術の進歩が著しく，それ

　　　　　　　　　　だけに医学と工学の知識を併せもつメディカルエ

　　　　　　　　　　ンジニア（ME）の存在はますます重要になって

　　　　　　　　　　きました。本科はME企業など医療の最前線で活

　　　　　　　　　　躍するME技術者を育成しています。

○医療情報科（2年制）医療とコンピュータ。両方の知識を併せもつ，ス

　　　　　　　　　　ペシャリストの育成

○医療秘書科（2年制）医療秘書と医療ソーシャルワーカのプロを育成

○医療言語聴覚士科（3年制）

　以上，医学系学科で，化学系学科としては下記3学科をもっています。

○薬業科（2年制）　　○生命工学技術科（3年制）

○環境科学科（3年制）
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’

「OSHlBA東芝X…Wカル株式会社
〒ll3東京都文京区本郷3－26－5

設立年月日 昭和23年9月23日設立

資　本　　金　．　20億6，096万円

代表者名 取締役社長栗原重泰

従業員数 1，305名（平成6年4月1日現在）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 検体営業部

TEL：03　3818－2171　　FAX　O3－3816－4990

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA－80FR

特長：①同時測定項目数最大50②処理速度800テスト／時③ワンキー

スタット機能④フレックスレート法⑤自動希釈機能⑥自動再検機能
〔取扱い商品〕

○検体検査装置　　　　各種自動化学分析装置，臨床検査システム　他

OX線診断装置　　　　X線テレビ装置，一般診断用装置，循環器総合診

　　　　　　　　　　断システム　他

○コンピュータX線断層診断装置　ヘリカルCTスキャナ　他

○磁気共鳴イメージング装置　超電導MRIシステム　他

○放射線治療装置　医用ライナック，RI治療装置他

○核医学装置　　　　　デジタルガンマカメラ，SPECT，医用画像処理

　　　　　　　　　　　システム　他

○超音波診断装置

○電子内視鏡

○結石破砕装置　　○表在性治療装置

○医用情報システム

◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　　　〒104東京都中央区京橋3－2－4

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 400億円

代表者名 田代　圓

従業員数 4，600名

工場所在地 〒746 山口県新南陽市開成町4560

TEL：0834　63　0011

研究所所在地 〒252 綾瀬市早川2743－　1

TEL：0467－77－2211

商品間合せ先 担当部門 科学計測事業部営業部

TEL：03－3275－1221　　FAX　O3－3275－1699

〔展示主要商品〕

東ソー全自動1，5AG分析計／HLC－727AG

特長：L高感度フローインジェクション比色方式の採用により，低濃度領

域まで高感度に測定できます。2．溶血，乳び，マルトース，グルコースな

どの妨害物質の影響が無く，高精度に再現性よく測定できます。

〔取扱い商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－1200XL，　AIA－600），東

ソー全自動1，5AG分析計（HLC－727AG），東ソー全自動カテコールア

ミン分析計（HLC－725CA），全自動VMA／HVA分析計（HLC－726
vMA），マイクロプレートリーダ（MPR－A4i　II）
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富田システムズ株式会社

　　　　　　　　〒105東京都港区浜松町2－2－5

設立年月日 昭和56年2月22日

資　本　金 2，000万円

代表者名 赤澤治行

従業員数 16名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門

TEL：0120－44－8086　　FAX　O3－5472－8796

〔展示主要商品〕

臨床検査データ処理システム／クリニステーション

特長1尿沈渣入力用ノートPCから，中央検査室全体のトータルLANシ

ステムまでカバーする。バーコードプリンター，OCR，　OMR，病院ホス

ト等との接続も容易。高コストパフォーマンス

〔取扱い商品〕

尿沈渣ノートPC（CS－02U），血液像分類カウンターノートPC（CS－

02B），省スペースノート型臨床検査データ処理システム（CS－12x），汎

用型臨床検査データ処理システム（CS－22x），キーボード入力不要の緊

急検査データ処理システム（CS－32E），マウスによる項目選択・バーコ

ー ドスキャンによる報告書印字等……，微生物検査データ処理システム

（CS－32V），　MRSA統計を始め各種統計処理ソフトが充実・Windows

版により初めての人にも簡単，診療部への至急報告プリンター，FAX送

信システム，OCR・OMRによる依頼入力システム，バーコードプリンタ

ー，バーコードリーダ，病院ホストコンピュータとの接続。

TOYO　BO　東洋紡工ンジニアリンワ株式会社

〒530大阪市北区堂島2－1－16フジタ東洋紡ビル9F

設立年月日 昭和47年7月10日

資　本　金 1億2，000万円

代表者名 有田生雄

従業員数 180名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 科学機器事業部

TEL：06－348－3357　　FAX　O6－348－9455

〔展示主要商品〕

全自動検体分注システム／ガーディアンSP－1，2

特長：プローブ方式及びチップ方式（新製品）の分注器で，約600検体／

時間の処理能力を有しています。プローブ方式の場合の洗浄も3種類と豊

富で，キャリーオーバーを最少限にします。他のオプションも多種有り。

〔取扱い商品〕

1．RO純水製造装置　「DIAROPURE」
　　①小型ラボ・臨床検査用　（TROシリーズ）

　　②大型病院セントラル用　（DPUシリーズ）

　　③洗浄用　　　　　　　　（PCシリーズ）

2．全自動蒸留水製造装置　「DIASTILL」DW－18111

3．全自動検体分注装置　　ケンブル社製（英国）

　　①ガーディアン（プローブタイプ）

　　②チップガーディアン（ディスポチップタイプ）

4．マルチピペッティングシステム　　マトリックス社（米国）

　　①8，12チャンネル式電動コードレス分注器

　　②〃式チップ間隔可変分注器
　　③〃式電動分注器



画卵東洋紡東洋紡績株式会社
〒530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 取締役社長柴田　稔

従業員数 8，000名

工場所在地 〒914 敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7641

研究所所在地 〒914 ：敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7643

商品間合せ先’　担当部門 生化学事業部診断薬グループ

TEL：06－348－3333　　FAX　O6－348－3833

〔展示主要商品〕

ドライ免疫装置／lD－1000

特長：1）フィルターを固相としたEIA法です。2）6分間で測定結果が得

られます。3）ng／mlの測定が可能です。4）検体廃液が出ない。5）試薬類

の順次滴下で測定ができます。

〔取扱い商品〕

・ ドライ免疫装置：ID－1000

・自動グルコース分析器：ダイヤグルカHEK－30
・ ラクテートアナライザー：HEK－30　L

137

東レ株式会社
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋室町2－2－1

設立年月日 1926年1月

資　本　金 952億7，200万円

代表者名 前田勝之助

従業員数 10，382名

工場所在地 〒520 大津市園山1－1－1他11工場

TEL：0775　33－8020
研究所所在地 〒520 大津市園山1－1－1他14施設

TEL：0775－33－8020

商品間合せ先 担当部門 医療機器事業部

TEL：03－3245－5790　　FAX：03－3245－5791

〔展示主要商品〕

自動血液型判定機／TORAYMAC　GR

特長：1．大幅な省力化を実現

　　　2．画像解析による高速判定

　　　3．判定開始時間の短縮

〔取扱い商品〕

1．LP1200自動分注機i

2．LP1200自動読取機

3．自動血液型判定機　TORAYMAC　GR

4．HLA血清自動分注機　TAD450
5．自動ウイルス検査機　TORAYMAC　VR（承認申請中）
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△長瀬産琴鷲㌔蕊1
設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 96億9，900万円

代表者名 長瀬英男

従業員数　　約1，400名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒65122．神戸市西区室谷2－2－3

TEL：078－992－3163

商品間合せ先’　担当部門 医療システム部

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

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／エクタケム250

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高感度なデ

ー タが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適で

す。

〔取扱い商品〕

1．乾式臨床化学自動分析装置

　　・コダックエクタケム250

　　・コダックエクタケム700N

　　・コダックエクタケム500

2．薬剤感受性測定装置

　　・ダイナテックMIC2000ドライシステム

3．臨床検査情報処理システム

　　・SUNコンピュータシステム

4．検体搬送システム

　　・PREP－AI

5．採血管バーコード自動貼りつけシステム

　　ユニットラベラーUL200

株式会社 日科椎
〒102東京都千代田区一番町22－1一番町セントラルビル

設立年月日 昭和40年11月15日

資　本　金 4，600万円

代表者名 山田進一

従業員数 232名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒134 江戸川区中葛西5－13　9

TEL：03－3686－8811

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－3877　9232　　FAX　O3－3877－7862

〔展示主要商品〕

自動血球計数／白血球分類／網状赤血球測定装置　コールターSTKS－Retic．

特長：STKS－Retic．はコールター社の最高水準アナライザーです。1台

で血球計数，白血球分類，網状赤血球の測定が行なえます。コールター・

テクノロジーを駆使した総合ヘマトロジー・アナライザーです。

〔取扱い商品〕

ヘマトロジー分野　　　　自動血球計数／白血球　STKS－Retic．

　　　　　　　　　　　　分類／網状赤血球測定　MAXM－Retic．

　　　　　　　　　　　　装置　　　　　　　　　MAXM　A／LRetic．

　　　　　　　　　　　　多項目血球計算装置　　ONYX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MDシリーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tシリーズ

フローサイトメトリー分野

血液凝固分野

グルコース／ラクテート分野

細胞分析装置

細胞分取装置

モノクローナル抗体

自動血液凝固装置

グルコース／ラクテー

ト・アナライザー

EPICS　XL

EPICS　ELITE　ESP

ACLシリーズ

YSIグルコース／ラク

テート・アナライザー
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，冷旧水製薬株式会社
）　　　　 〒17。鯨都豊島区巣鴨2＿1．1＿　1

設立年月日 昭和10年4月6日

資　本　金 44億4，984万円

代表者名 富本善久

従業員数 550名

工場所在地 〒307 結城市大字北南茂呂古屋敷1075－2

TEL：0296－35－1221

研究所所在地 〒307 結城市大字北南茂呂古屋敷1075－2

TEL：0296－35－1225

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部学術課
TEL：0120－41－1200＠Y）Fル） FAX：03－3918－4515

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA－1200XL

特長：AIA－1200XLは，従来のAIA－1200に，さらに採血管からの直

接サンプリング，検体のバーコード読み取り，サンプリング異常の検出，

2ステップ試薬の対応など新しい機能を付加した装置です。

〔取扱い商品〕

自動細菌検査装置：センシタイター「ニッスイ」

　　　　　　　　：オートインキュベーター「ニッスイ」

NZRシステム：薬剤感受性試験用ゾーンリーダーシステム

ダイアスライド：尿中細菌簡易定量・鑑別用培地

オートTIA　CRPラビット：自動分析用CRP測定用試薬

精度管理用凍結プール血清　L一コンセーラ1，II（二濃度管理用）

E　θ電理it6H子Ptiz－Ri
　　⑧　　　　　　　　　　　〒657神戸市灘区篠原中町1－1－18

設立年月日 昭和29年1月

資　本　金 8，000万円

代表者名 霜下浩章

従業員数 80名

工場所在地 〒664 ：伊丹市寺本1－114

TEL：0727－81－0821

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社第二営業部

TEL：078－801－4873（直通0299）　FAX 078－801－4572

〔展示主要商品〕

試験管，管瓶／A一試験管，ねじロ瓶

特長：医療用として，耐衝撃性・耐水性に優れたホウケイ酸ガラスを用い

て，全自動成形及び強化工法により特性を高めた，試験管と管瓶です。成

型歪がなく，優れた精度と品質の製品です。

〔取扱い商品〕

OA一試験管

○サンプルチューブ

○ネグチューブ

○カルチャーチューブ

○ディスポチューブ

○遠心沈澱管

○共栓試験管

○比色管

○ねじ口試験管

○培養試験管

○試験管立て

○低棚式試験管立て

○ねじ口瓶

○シリンジバイアル

○ガスクロバイアル

○スピッチバイアル

○ミニバイアル

○バキュームバイアル

OEPAバイアル
○ポリ栓付サンプル瓶

○ゴム栓付バイアル瓶

○低アルカリ瓶

○フリージングコンテナ

○フリージングトレー

○バイアルコンテナ

○シリコセン

○アルミセン

○差し込み式ゴム栓

OTRゴム栓
○シリコンチューブ

○ハンドクリッパー

○プライヤー

○ピペツト

○毛細管

○希釈ビーカー

○樹脂製品
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⑳株式会社＝Il　eJ■一
〒101東京都千代田区岩本町2－4－10共同ビル（岩本町二丁目）

設立年月日 昭和19年5月25日

資　本　金 3，000万円

代表者名 伊東義人

従業員数　　70名
工場所在地 〒343 ：越谷市西方2760－1

TEL：0489－89－1301

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 国内営業部

TEL：03－5820－2411　　FAX　O3－5820－2410

〔展示主要商品〕

オートサンプリングシステム／NSP－7000

特長：NSP－7000（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振とう

装置）は，省スペースタイプで豊富なモードを内蔵し，凝集法・ELISA

法によるHIV，　HCV等の検査に最適です。

〔取扱い商品〕

・ デジタルマイクロピペット■オートクレーバブルベンチメイト，

　　　　　　　　　　　　　DNA（ドゥナ）ペット
・ ディスペンサー　　　　　■MODEL8100，ディスペット，

　　　　　　　　　　　　　アキュペンサージュニア
・ 自動分注希釈装置　　　　■NSS－1000，　NSP－7000，

　　　　　　　　　　　　　DDU－5000（組込専用シリンジポン

　　　　　　　　　　　　　　プ），マイリューター，マイペンサー

＝・y“・－nt’一一メデらカ／b株式会社

〒103東京都中央区日本橋富沢町5－5住友生命第2ビル5F

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名 杢野信保

従業員数
工場所在地 〒963 ：郡山市富久山町福原字塩島1

TEL　O249－32－6015

研究所所在地 〒963 郡山市富久山町福原字塩島1

TEL　O249－32－6015

商品問合せ先 担当部門 学術課

TEL：03－3660－8595　　FAX　O3－3660－8602

〔展示主要商品〕

液状試薬

特長：現在，液状試薬として，18品目を取り扱っています。液状なので，

試薬，調整が不要であり，また長期間安定したデータが得られ，安心して

ご使用頂けます。

〔取扱い商品〕

生化学検査，血清検査，血液検査の測定試薬を取り扱っています。その

内，液状試薬は16項目，18品目を取り扱っております。また免疫検査項目

にも力を注いでおり，中でもCRPについては，当社の主力製品の1つに

なっています。アメリカに抗体生産工場を有しており，安定して商品をユ

ー ザーの方々に供給することが可能です。
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亘NIHON　KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒i61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 64億4，096万円（1994年5月末現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 2，936名（1994年4月末現在）

工場所在地 〒 ：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 宣伝部

TEL：03－5996－8028　　FAX　O3－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／セルタックオートMEK－8118

特長：クラス最小のコンパクトサイズにオートサンプラ内蔵。ワンタッチ

で血液検査の基本8項目の測定が可能。新測定機能の採用で，処理能力の

向上と信頼性の高いデータ測定に加え，メンテナンスも簡単です。

〔取扱い商品〕

脳波計，心電計，自動血球計数器（臨床用／動物用），患者監視装置，人

工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験シス

テム，基礎医学研究用機器，各種センサなど

日本コダツクダイアクンスティツクス株式会社

〒iOl東京都千代田区岩本町1－lO－3紀繁ビル

設立年月日 平成4年5月1日

資　本　金 5，000万円

代表者名 相川　誠

従業員数 62名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒270－14　千葉県印旛郡白井町名内340－2

TEL：0474－97－1031

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：03－5820－8230　　FAX　O3　5820－8222

〔展示主要商品〕

アマライトプロセッシングセンター

特長：固相化ウェルを用いたエンハンストルミネセンスイムノアッセイ。

従来，手で行われていた検体サンプリング，試薬の分注，インキュベーシ

ョン，洗浄等の完全自動化が可能です。

〔取扱い商品〕

アマライトシステム

アマライトフリーT4

アマライトフリーT3

アマライトT，

アマライトT3

アマライトT3U

アマライトTSH－60

アマライトTBG

アマライトCEA－60

アマライトジゴキシン

アマライトコルチゾール

アマライトLH　30

アマライトFSH
アマライトエストラジオール　60

アマライトプロゲステロン

アマライトHCG－60

アマライトプロラクチン　30

アマライトHBs抗原

アマライトHBs抗体

アマライトHBc抗体

アマライトHA－M抗体

アマライトHBc－M抗体
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日本サイワード株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒272市川市南大野2－10－16

設立年月日 昭和48年10月

資　本　金 500万円

代表者名 杉原正敏

従業員数 5名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 システム開発部

TEL：0473－38－7130　　FAX　O473－38－7050

〔展示主要商品〕

臨床検査データ処理システム／ALPHA－NET

特長：NET　WARE対応（クライアント・サーバーシステム）の臨床検

査データ処理総合システム

〔取扱い商品〕

1．ALPHA－NET（4．0）〔総合受付対応〕

　　　中央検査部向けPCネットワークシステム（5～80台構成）

2．ALPHA－NET（3．1）〔サブシステム〕

　　　生化学，血液，血清，尿・一般等検査室サブシステム

　　　（2～10台構成）

3．　ALPHA－NET（3．2）

　　　検査センター向けサブシステム

4．　ALPHA－1（2．5）

　　　特定分析機用データ処理システム

5．院内モニター，OCR，　FAX返信，オーダリングシステム

◎日本商書鷹㌘籔一，
設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　金 52億8，200万円

代表者名 清水正巳

従業員数 2，799名

工場所在地 〒709－43：岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868－38　5341

研究所所在地 〒567 茨木市庄2　－24－3

TEL：0726－22－4941

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部営業学術課

TEL：06　941－0308　　FAX　O6－941－4861

〔展示主要商品〕

全自動免疫便潜血検査装置／ヘモテクト（HT500）

特長：★デスクトップサイズの全自動便中ヒトヘモグロビン測定装置★高

い処理能力（96検体／約50分）★キャリーオーバーがなく，またプロゾー

ンによる判定の陰性化がない★カットオフ値を自由に設定できる

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　○生化学検査用

　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品

　○免疫血清検査用

　○血液検査用

　　血液凝固用，血色素検査用各種

　○その他：免疫学的便潜血用，電気泳動用，ウイルス検査用

■臨床検査試薬

　標準物質，精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤　その他

■臨床検査器具・器材

　○医療器具：ポルーEフィルムシステム，オプション8，ヘモテクト

　○採血管，日商ディスポ製品，フィンピペットシステム
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闇 日本シンテックス株式会社

〒150東京都渋谷区渋谷3－9－9東京建物渋谷ビル

設立年月日 1980年10月3日

資　本　金 16億円

代表者名 ジョン・グレイブス

従業員数 50名

工場所在地 〒300 土浦市虫掛町3345

TEL：0298－26－1078

研究所所在地 〒300　41　茨城県新治郡新治村永井157

TEL：0298－30－6111

商品間合せ先 担当部門 シバ臨床診断薬事業部

TEL：03－3797－1480　　FAX　O3－3797－5830

〔展示主要商品〕

血中薬物濃度測定用試薬／エミット⑱2000試薬

特長：液状試薬であり，調製が不要で各種自動分析装置に使用できます。

検量線の安定性向上に加え，非血清タイプのキャリブレータには滴下式ボ

トルを採用，バイオハザードにも配慮しました。

〔取扱い商品〕

全自動血中薬物濃度測定装置　ソラリス⑭

血中薬物測定用エミット⑱，エミット⑧2000試薬

　各種血中薬物：テオフィリン，フェニトイン，フェノバルビタール，カ

　ルバマゼピン，バルプロ酸，ジゴキシン他

ウイルス又は微生物の検出

　マイクロトラック⑱クラミジアトラコマチスダイレクトテスト

　マイクロトラック⑭ヘルペスダイレクトテスト

　マイクロトラック⑱CMVカルチャーIDテスト

『’IDPC日本DPCコーポレーション
〒261－71千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウエスト32F

設立年月日 1986年2月6日

資　本　金 7億3，000万円

代表者名 日本支社長束　正生

従業員数
工場所在地 〒290 市原市八幡海岸通12

TEL　O436－41－2186

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O43－297－5211　　FAX　O43－297－5210

〔展示主要商品〕

特長：

〔取扱い商品〕

EIA　アレルギー関連測定用特異IgEキット（アラスタット）

RIA　肝線維化検査測定用キット（IV型コラーゲン・7S）

　　　自弓免疫疾患関連キット

　　　腎臓・血液関連キット

　　　性腺関連測定用キット

　　　副腎皮質関連キット

　　　甲状腺関連キット

　　　糖尿病関連キット

　　　下垂体関連キット

TIA　スペリオル トランスフェリン，

（リコンビジェン抗DNA）

（リコンビジェンEPO）

（E2，　Prog，　Testo他）

（DHEA－S，　Aldo，コルチゾール他）

（FT、，　FT3他）

（アルブミン，インスリン他）

（ACTH，プロラクチン他）

　　アルブミン，BETA－II
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　N NIRO
株式会社ニフロ

株式会社ニプロ
〒531大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日 昭和39年3月27日

資　本　金’　2億円

代表者名 代表取締役社長秋山吉正

従業員数 456名

工場所在地 〒01857　大館市二井田字羽貫谷地8－7

TEL：0186　49－5111

研究所所在地 〒525 草津市野路町700

TEL：0775－64－0500

商品間合せ先 担当部門 技術営業部医薬診断薬課

TEL：06　373－3108　　FAX　O6－373　0836

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース

特長：同時24項目，240テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作

で幅広い検査に対応できる，卓上型高性能自動分析装置

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル医療用具（注射針・シリンジ・輸液セット・カテーテル

・ 三方活栓・フィルター類・尿バック・手袋類・検査器具・衛生材料・血

圧計・体温計・人工肛門・血液バック・体外診断薬・消毒薬・人工腎臓・

人工透析機器）

日本電気株式会社
　　　　　　　〒108－Ol東京都港区芝5－7－1

設立年月日 1899（明治32）年7月17日

資　本　金 1，883億円

代表者名 金子尚志

従業員数 約42，000名

工場所在地 〒183 府中市日新町1－10ほか

TEL：0423　64－1111

研究所所在地 〒216 川崎市宮前区宮崎4－1－1ほか

TEL　O44　855　1111

商品問合せ先 担当部門 C＆C医療システム事業部販売促進部

TEL　O3－3798－6372　　FAX　O3－3798－6375

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC…－LACS

特長：EWS／PC98べ一スによる本格的クライアント・サーバシステム。

見易く使い易いウィンドウ環境に加え，自動分析装置オンライン取込みと

のマルチ処理を実現。

〔取扱い商品〕

■明日の医療に大きく貢献するNECの“C＆C総合医療情報システム”

　○オーダリングシステム

　○医療事務システム（IBARSシリーズ）

　○臨床検査システム（LACSシリーズ）

　○総合健診システム（HEALTHシリーズ）

　○薬剤管理システム（DMSシリーズ）

　○病院給食管理システム（FMSシリーズ）

　○物品管理システム（SMSシリーズ）

　○給与システム　　　（PASシリーズ）

　○財務会計システム（FASシリーズ）

　○医用画像管理システム



戚匡置罰胃霜罰
〒196昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日 昭和24年5月

資　本　　金　　32億4，000万円

代表者名　　代表取締役社長江藤輝一

従業員数　 1，428名

工場所在地 〒196 昭島市武蔵野3－1－2

TEL：0425－43－1111

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 医用機器事業部販売促進WG事務局

TEL：0425－42－2316　　FAX　O425－46－5758

〔展示主要商品〕

生化学自動分析／JCA－HRシリーズ

　　特長：1～43項目同時分析，最大300検体／時の高速フルランダムアクセ

　　ス処理や血清，尿検体等の混在分析が可能。個別採血管バーコード対応サ

　　ンプルポルダ，自動再検機能，電解質等を標準装備した最新鋭自動分析機

　　〔取扱い商品〕

　　　・電子顕微鏡・走査顕微鏡・電子顕微鏡関連周辺機器・走査トンネル顕微

　　鏡・電子プローブマイクロアナライザ・オージェ分光分析装置・光電子分

　　光装置（ESCA）・X線回折装置・蛍光X線分析装置・核磁気共鳴装置・

　　タンパク質構造用解析システム（モルスコープ）・電子スピン共鳴装置・

　　質量分析装置・フーリエ変換赤外分光光度計・全自動高速アミノ酸分析機

　　　・サーモグラフィ装置・生化学自動分析装置（クリナライザ）・動粘度モ

　　ニタリングシステム・電子ビーム描画装置・ウェハプロセス評価装置・集

　　束イオンビーム装置・電子ビーム蒸着用電子銃／電源・大型電子銃・膜厚

　　コントローラ・膜厚モニタ・プラズマ発生用高周波発振器・トランジスタ

　　インバータ・サイリスタインバータ・高周波誘導加熱装置・レーザ顕微鏡

　　　・X線骨密度測定装置・超音波診断装置・高速染色体分類解析装置・マイ

145　クロプレートルミノメータ・マイクロプレートリーダ・他

c　m日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒104東京都中央区勝どき5－3－6住友生命勝どきピル

設立年月日 昭和54年10月16日

資　本　金 2億2，000万円

代表者名 増岡邦明

従業員数 145名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－3534－7259　　FAX：03－3534－8027

〔展示主要商品〕

全自動グリコヘモグロビン検査システム／VARlANT

特長：ROMカードの変更によりHbAlc以外の糖化ヘモグロビンの測定

も可能であり，各種ROMカード開発中。糖尿病以外の疾患の診断・モニ

タリングも原理的に可能である。

〔取扱い商品〕

1）精度管理用各種コントロール，スタンダード　2）血中・尿中薬物検出用

全自動薬物検査システムREMEDi－HS　3）ELISAキット測定用プレー

トリーダー・NovaPathマイクロプレートリーダー，　NovaPathミニリー

ダー，NovaPathマイクロプレートマネージャー，　ELISAプレート洗浄

用NovaPathプレートウォッシャー　4）HIV－1抗体検出用試薬・イムノ

ブロットアッセイ　5）尿中17－KS／17－OHCS測定用試薬6）尿中

ALA／PBG測定用試薬　7）VMA／NVA測定用HPLCカラム・前処理
キット　8）尿中カテコールアミン・メタネフリン測定用HPLCカラム・

前処理キット　9）ベンゾジアゼピン／三環系抗うつ剤HPLC較正用　10）

BRYTE　HSフローサイトメトリー
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秒躰ビオメリュー°バイテック株式会社

bioM6rieux　〒Io2東京都千代田区平河町2＿14＿12柳沢ピル

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 ミシェル・ラショセ

従業員数　　65名
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：03－5952－0750　　FAX：03－5952－0760

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック（VITEK）

特長：本装置は微生物検査の自動化における同定と感受性検査が同時に実

施出来る数少ない全自動システムである。また，迅速性を基本とした精度

の高い成績を提供出来る装置として世界で数千台が日常使用されている。

〔取扱い商品〕

A．細菌検査関連製品

　同定検査キット・シリーズ

　迅速検出キット・シリーズ

　　自動細菌検査装置

　血液培養装置

　　ビオメリュー培地

B．免疫血清関連製品

　　自動免疫蛍光測定装置

　測定試薬：感染症関係

　　　　　　免疫化学関係

C．血液凝固関連製品

アピ・シリーズ／ラピデック・シリーズ

スライデックス・シリーズ

ATB／バイテック

バイタル

生培地，試験管培地，粉末培地等

バイダス／ミニバイダス

HIV，クラミジア，風疹IgG／M等
HCG，　E2，　LH，　FSH等

全自動血液凝固測定機：ヘモラブ 測定試薬：PT，　APTT等

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107東京都港区赤坂8－5－34島藤ビル

設立年月日
昭和60年5月13日（昭和46年に設立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 マークC．スローダール

従業員数 360名

工場所在地 〒960－21　：福島市土船字五反田1番地

TEL：0245－93－2311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／BACTEC9120システム

特長：微生物の増殖にともなって代謝される二酸化炭素をボトル底部に組

み込んだセンサーに取り込み，二酸化炭素量に応じて生成される色素から

の蛍光強度を検出測定し，微生物の代謝の存在を確認する。

〔取扱い商品〕

①細菌検査試薬・器材，生培地，感受性検査用ディスク（BBL⑱）

②細菌薬剤感受性・同定試験システム（SCEPTOR⑱）

③血液培養システム（BACTEC⑱NR　730，9240，9120システム）

④自動細胞解析装置（FACScanTM），全自動細胞解析分離装置

　（FACSortTM，　FACS　VantageTM），モノクロナール抗体

⑤プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON⑧），研究用

　試薬（cBP），接着分子抗体（CAMfolioTM）

⑥血球計算システム（QBC⑱シリーズ）

⑦滅菌済真空採血管（バキュティナ⑧システム），微量採血システム

　（マイクロティナ⑧システム）



日本ロシュ株式会社
〒105東京都港区芝2－6－1日本ロシュビルディング

設立年月日 昭和7年5月12日

資　本　金 88億円

代表者名 繁田寛昭

従業員数 2，350名

工場所在地 〒247 鎌倉市梶原200

TEL　O467－47－2260

研究所所在地 〒 同上

TEL　同上
商品間合せ先 担当部門 試薬本部

TEL　O3－5443－7041～5　　FAX　O3－5443－7114
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〔展示主要商品〕

ディスクリート方式自動分析装置／COBAS　lNTEGRA

特長：試薬のカセット化による，　“安定，簡単，高精度”が可能となって

います。本機はISE，　FPが標準装備され，生化学，電解質，血清，薬物

血中濃度が同一検体からランダムに測定することが可能です。

〔取扱い商品〕

ディスクリート方式自動分析装置　COBAS　MIRA　PIus

乾式臨床化学自動分析装置　COBAS　READY

　　　　　　　　　　　　　COBAS　READY　ISE

全自動酵素免疫測定装置　COBAS　CORE

全自動血球計数分析装置　COBAS　ARGOS　5DIFF

全自動血球計数測定装置　COBAS　STEX，　LC－360

PCR検査用標準システム　PCRミニラボセット

DNA増幅装置　ジーンアンプPCRシステム　9600－R
体外診断用医薬品

　生化学検査試薬シリーズ

　免疫学的検査試薬シリーズ

　PCR測定試薬シリーズ

戯函ノ白ウ『テi泌7株蓑会社
　　　　　　　　　　　〒ll3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 750万円

代表者名 上島英雄

従業員数 6名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL　O3－3816－6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

イムノビーズ・ウォッシャー／IBW－12

特長：近年，臨床検査，免疫学，臓器移植学の各分野で磁気ビーズを用い

た検査法や研究が盛んに行なわれる様になりました。特に，HLAタイピ

ングにおいては，Tリンパ球とBリンパ球の分離に用いられます。

〔取扱い商品〕

■酵素抗体法用機器

　　セラウォッシャーMW96シリーズ

　　オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器

　　オートドロッパーEDR，オートダイリューターEDLシリーズ

■HLA研究機器
　　セラドット6072シリーズ，セルドッターCD－2シリーズ

　　イムノビーズウォッシャーIBW－12

■EIA，　RIA用ビーズウォッシャー

　　プレート用BW－20，　BW－25
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Baxterバクスター株式会社
〒102東京都千代田区六番町4

設立年月日 昭和44年3月

資　本　金 39億3，000万円

代表者名 Bob　Hurley

従業員数 約1，100名

工場所在地 〒 宮崎工場，埼玉工場，岐阜工場

TEL
研究所所在地 〒166 東京都杉並区高円寺南1－22－23

TEL：03－3314－7711

商品間合せ先 担当部門 臨床検査システム事業部

TEL：03－3237－6616　　FAX　O3－3237－6679

〔展示主要商品〕

全自動細菌検査測定装置／マイクロスキャンWalkAway

特長：細菌の同定及び薬剤感受性検査を全自動で行ないます。2時間同定

の蛍光パネルも使用可能で，細菌検査の自動化，迅速化に貢献します。疫

学統計のためのデータベース機能も標準装備しております。
〔取扱い商品〕

1．バイオテック事業部

　　血漿分画製剤，血液成分分離装置

2．医薬品事業部

　　血漿分画製剤，持続注入ポンプ，血液成分分離装置

3．心臓血管製品事業部

　　人工心臓弁及び人工弁輪，人工肺回路用製品，心臓カテーテル製品，

　　大動脈バルーンポンプ及びバルーン，モニター付除細動器，血圧モニ

　　ター用キット，血管内カテーテル，心臓ペースメーカー，気管内チュ

　　ーブetc．
4．

5．

6．

臨床検査システム事業部

臨床検査用機器各種及び専用試薬類，RIA製品群

医療用品事業部　ディスポ製品及び産業用製品

IVシステム部　持続注入ポンプ

障ヨ訴冊市トニクス株式会杜
〒430浜松市砂山町325－6日生浜松駅前ビル

設立年月日 1953年9月29日

資　本　金 70億9，101万円

代表者名 書馬輝夫

従業員数 2，027名

工場所在地 〒438－Ol　静岡県磐田郡豊岡村下神増314－5

TEL　O539－62－5245

研究所所在地 〒434 浜北市平口5000

TEL　O53－586－7111

商品間合せ先 担当部門 電子管営業部

TEL　O539－62－5245　　FAX　O539－62－2205

〔展示主要商品〕

光電子増倍管／メタルパッケージ光電子増倍管

特長：従来の光半導体センサの約1万倍の感度と，応答時間0．65ナノ秒の

高速応答の特長を合わせ持つTO－8メタルパッケージサイズの全く新し

い光センサが誕生しました。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管・電子増倍管・マイクロチャンネルプレート・紫外線セン

　サ・放射線検出管・精密測光用光源・産業用光源・エキシマレーザ・ダ

　イレーザ・イメージテンシファイア・ビジコン・フォトダイオード・赤

　外線検出素子・LED・半導体レーザ・フォトカプラ・フォトIC・焦電

　素子・リニアイメージセンサ

■計測用ビデオカメラ・画像処理装置・ストリークカメラ・光オシロスコ

　ープ・光計測システム・FA計測装置・イメージング＆解析システム



＠　　　　株式会社日立製作所
　　　　　　　　　　　　　〒100東京都千代田区丸の内1－5－1

設立年月日 大正9年2月1日
資　本　金　　2，732億6，600万円

代表者名　　　代表取締役社長金井　務

従業員数　　約80，000名

工場所在地　　〒

TEL：
研究所所在地　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 計測器事業部医用システム本部技術部

TEL：03－3212－1111　　FAX：03－3214－3125

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／7170

　　特長：同時最大86項目，800テスト／時の処理能力を持つ，フレキシブル

　　ランダムアクセスの中形機。反応時間可変，試薬添加数1～4試薬，検体

　　前希釈等により，新分野への対応が可能である。

　　〔取扱い商品〕

　　各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器事業部

　　を製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，

　　これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張

　　　りめぐらされております。

　　日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密

　　な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

　　株式会社日立メディコ　日立グループの医療窓口会社，日立製作所製造の

　　自動分析装置及びMRIの販売，　X線，超音波などの製造・販売を行って

　　います。

　　　日製産業株式会社　日立製作所直系の工業専門商社で，科学機器では，分

　　光光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，堀場分析計，コ

149　ロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。

ピー・エム機器株式会社
〒lI3東京都文京区本郷3－25－4津久井21ビル

設立年月日 昭和60年6月

資　本　金　　1，000万円

代表者名　　　種橋秀章

従業員数 9名

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：03－3818－5091　　FAX：03－3818－5530

〔展示主要商品〕

サンプルカップ

特長：各社の自動分析装置に適合する様に各種取り揃えました。厳選され

た原料で精密に製造されていますので，各社の仕様に適合し精度・再現性

は良好です。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ

　日立・東芝・オリンパス・テクニコン等各社の自動分析装置に適合する

　精度・再現性の良い各種サンプルカップを取り揃えました。

■カルチャーチューブ

　透明度に優れたPS製と，オートクレープ可能なPP製があります。

■MFラテックス手袋

　厳しい米国FDA－ASTM基準を超える高品質ラテックス製手袋です。

　ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度，内側パウダー加工の為装着がス

　ムーズです。

■トランスファーピペット

　ワンピース型のPE製で，液体の移送や約一40℃の低温保存が可能で

　す。型は9種類あり，その各々に滅菌個装包装の商品もあります。
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　　　癖 株式会社ピー・エム・エル

〒151東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－3

設立年月日 昭和30年7月5日

資　本　金 3億2，800万円

代表者名 代表取締役社長荒井元義

従業員数 1，765名

本社所在地 〒151 東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－・3

TEL：03－3350－Olll

研究所所在地 〒350－11　川越市的場1361－1

TEL：0492－32－3131

商品間合せ先 担当部門 メリッツ開発部

TEL：03－3225－3212　　FAX　O3－3225－3385

〔展示主要商品〕

検査情報トータル・システム／マイケルくんH

特長：“マイケルくんII”は，パソコンLAN対応可能な検査情報トータ

ルシステムとして当社が開発し，従来の『マイケルくん』のコンセプトを

継承しながらも，全く新しく生まれ変わったシステムです。当システム

は，1．検査情報による臨床支援，2．業務効率の向上，3．患者サービスの充

実，の3つの柱から成っています。

　受付での患者登録，検査室での臨床検査システム，診察室での照会シス

テム，診療支援システム，更にドックシステム，外注管理システムなど，

個々の部門システムを一元化した，トータルな検査情報システムです。

　臨床検査情報を病院内の各部門が共有することによって，診療面にとど

まらず，さまざまな業務の効率化を実現します。ひいては患者さんへのサ

ー ビス向上につながり，病院経営に大きな付加価値をもたらします。

　業務の規模・内容に合わせてご選択・拡張いただけるよう，“マイケル

くんII”では各種システム構成をご用意。スタンドアローンからパソコン

LAN構成を経済的に実現することができます。

　※対応機種；Pc98シリーズ（cPu：i386以上）

pξ論ada　ファルマシア株式会社
　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル8F

設立年月日 1973年2月19日

資　本　金 15億500万円

代表者名 ノーマン・ローリッツェン

従業員数 458名

工場所在地 〒311－35　：茨城県行方郡玉造町大字芹沢字上山920－65

TEL：02995－5－0881

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部臨床開発部

TEL：03－5402－8750　　FAX　O3－5402－8751

〔展示主要商品〕

CAP　System

特長：約200種のアレルギー原因物質を高精度の血液検査と先進的な測定

システムによって簡単に検査できるものとして注目を浴びており，その感

度・精度・信頼性には定評があります。

〔取扱い商品〕

■CAP　System

　　機器：フローロカウント96，アッセイウォッシャー96他

　　測定項目：アレルギー検査

■DELFIA　System

　　機器：アーカス蛍光光度計他

　　測定項目：甲状腺関連検査，内分泌学的検査，癌関連検査他

■その他

　　各種ガンマカウンター，RIA試薬，液体シンチレーションカウンタ

　　ー，べ一タプレート他
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▽709・竈子lt”art⑧
FU“VOA

　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－39－・4

設立年月日 1939年7月6日

資　本　金 43億8，700万円

代表者名 取締役社長福田孝太郎

従業員数 1，670名

工場所在地 〒270－14　千葉県印旛郡白井町中字中台305－　1

TEL：0474－92－2011
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 フクダバイタルテック株式会社

TEL：03－5684－1267　　FAX：03－5684－1317

〔展示主要商品〕

多項目血球計数装置／エースカウンター

特長：コンパクト全自動，高精度，高速測定

サンプルは20，ulと少量ですので，新生児や小児の被検者にも軽負担，簡

単操作で緊急検査にも最適

〔取扱い商品〕

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，超音波診断装置，ポリグラフ

医用監視装置；心電図監視装置，多用途患者監視装置

治療装置　　；ペースメーカ，心臓蘇生装置，人工呼吸装置

その他　　　；血管内視ビデオシステム，医療用酸素濃縮器等

＠富士工業難鎮王
設立年月日 昭和5年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 壼井常一

従業員数 9名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門

TEL：03－3814－3621　　FAX：03－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：新製品3D3一ワイドレンジ0～4000mOsm／kgH、0。スタンバイ5

分自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メ

ッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3C2，3D3，3MO

　　　　　　　　　　ミルク・クライオスコープ

米国マノスタット社…クレット光電光度計

米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティ

　　　　　　　　　　ンリムーバー

ドイツ　ホフマン社…電気バーナー

米国ドラモンド社……CMピペット

他にストップウォッチホルダー等を販売
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輌富士メディカルシステム株式会社
MEDtCAL
　　　　　　　　　〒104東京都中央区銀座7－13－8第二丸高ビル

設立年月日 昭和42年

資　本　金 7，500万円

代表者名 宮田英宣

従業員数　 500名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業第三部

TEL：03－3545　3326　　FAX　O3－5565－7518

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム3030

特長：ドライケミストリーによる生化学自動分析装置。即時検査，緊急検

査にも素早く，的確に対応する，迅速・簡便・高精度で，24時間対応で

き，万全の検査体制をバックアップします。

〔取扱い商品〕

富士ドライケムシステム

生化学自動分析装置　　　　　　　：富士ドライケム3000

比色・酵素・免疫アナライザー　：富士ドライケム5500

電解質専用アナライザー　　　　：富士ドライケム800

血糖専用アナライザー　　　　　：富士ドライケム1000

小型血糖専用アナライザー　　　：富士ドライケム100タイプG

小型アンモニア専用アナライザー：富士ドライケム100タイプH

叱；ll　1寅…蕊㌔壁畦鷲驚

設立年月日 1950年12月8日

資　本　金 37億1，100万円

代表者名 福山　勝

従業員数 947名

工場所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL：0426－45－0052

研究所所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL：0426－45－0071

商品間合せ先 担当部門 検査薬営業本部

TEL：03－3348－0654　　FAX　O3－3342－6220

〔展示主要商品〕

全自動CLEIA測定システム／ルミパルス1200

特長：新規化学発光基質AMPPD，フェライト粒子採用により高感度，

迅速測定が可能なデスクトップ型CLEIA測定装置。最大150検体セット

可能。処理能力120テスト／時。アッセイ時間全項目約30分に統一。

〔取扱い商品〕

◆免疫血清検査薬

　PA，　HA法：セロディアーHIV；セロディア・HIV－1／2；セロディ

　　　　　　　　ァ・HTLV－1；セロディアーTP；セロディアーHBs，

　　　　　　　　アンティバーHBs；イムディアーHem　Sp等

　EIA法　　：イムノクロンCA19－9，　CA　125，　CA　15－3；イムザイ

　　　　　　　　ンCEA，フェリチン，α1－M，β2－M；クイーデルア

　　　　　　　　レルギースクリーンQAS－1，QAS－II等

　CLEIA法　　：ルミパルス免疫反応カートリッジCA19－9，　CA125，

　　　　　　　　CEA，　AFP，　TSH，　IgE

◆生化学検査薬：HDLステロザイム545，　ACEカラー等

◆血液検査薬　：ラピディアーDdimer　II

◆臨床検査機器：ルミパルス1200，QRXアナライザー，　LP400等
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ヘキストジャパン株式　　　△
　　　z：

〒107東京都港区赤坂8－10－16

社巴魎
設立年月日 1966年12月19日

資　本　　金　　47億3，000万円

代表者名 ホルスト・ウェッシェ

従業員数　　2，280名（1992年現在）

工場所在地 〒350 川越市南台1－3－2

TEL　O492－43－1610

研究所所在地 〒350 川越市南台1－3－2

TEL　O492－43－6199

商品間合せ先　　担当部門 診断薬営業本部学術部

TEL　O3－3479－7539　　FAX　O3－3479－5226

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／べ一リングネフェロメーターII

特長：1．バーコードシステム採用による一歩進んだWALK　AWAY方式

　　　2．37℃のエアバス採用による高いデータの信頼性

　　　3．100検体セット可能による多項目多検体処理

〔取扱い商品〕

■血液凝固検査薬：エンザイグノストTAT，ベリクロームATIII，他

■ネフェロメトリー用検査薬：N抗血清IgG，　NAラテックスCRP，他

■EIA用検査薬：HBV関連抗原・抗体・各種ウイルス，他

■血中薬物測定用及び甲状腺関連検査薬：オープスジゴキシン，TSH，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

■化学発光用検査薬：ベリラックスTSH，　T3，　AFP，　CEA

■検査機器：BNA，　BN100（全自動免疫化学分析装置），　BEPIII（マイ

　クロプレートELISA自動測定装置），フィブリンタイマA（全自動血

　液凝固測定装置），オープスアナライザ（自動蛍光免疫測定装置），ター

　ビタイマ（免疫比濁法専用分析装置），ベリラックス（化学発光免疫測

　定装置）

BECKMANベツクマン株式会社
〒102東京都千代田区三番町6

設立年月日 昭和52年7月

資　本　金 12億4，000万円

代表者名 西本泰治

従業員数 200名

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　O3－3221－5891　　FAX　O3－3221－6823

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／シンクロンCX7システム

特長：●同時最大32項目を最大825テスト／時で処理。

●ホストクエリーオンライン方式とバーコードの組み合わせにより，完全

　なペーパーレスとミスのない検査が可能です。

〔取扱い商品〕

●臨床化学自動分析装置：シンクロンシリーズ

　　シンクロンCX3システム

　　シンクロンCX4／CX5システム

●免疫反応測定装置：アレイ360システム

　　従来のアレイシステムの機能面をさらに拡大し，最大60項目の登録

　　CRP，　ASO，　RF同時測定可能，バーコード付採血管測定等，検査室

　　の将来のニーズに合った画期的なシステムです。

●全自動電解質測定装置：シンクロンエリーゼ

　　従来のイオン選択性電極測定装置（Na，　K，　Cl，　CO、）に加え，　Li，　T，

　　Caも測定可能です。

●その他パラゴン電気泳動システム

　　アプレーズデンシトメータ
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圏←リンガーeマ；IA（b，株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門3－IO－ll

設立年月日 平成5年4月1日

資　本　金 14億円

代表者名 DR．　LH．ボナカー

従業員数 618名

工場所在地 〒 大阪／富山

TEL：06－472－0636／0764－79－0243

研究所所在地 〒 京都

TEL：075－955－8511

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部03－3432－3151
医薬事業部03－3432－3721

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

生化学試薬／リキテックHbAlc

特長：世界初の一般の生化学自動分析装置に適応する試薬。1時間約250

検体と高速処理が可能。糖尿病関連項目の測定が1台の装置で行え，新た

な設備投資が不要で大巾なコスト・ダウンが可能。使い易い液状試薬。

〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬

OEIA用分析装置：ES300／ES700

0EIA検査試薬：31項目

○血液凝固分析装置：ST4

0血液凝固測定試薬／研究用試薬

○簡易分析装置：レフロトロンSシステム

○同上用専用試薬／ドライ・ケミストリー各種

6し蒔i甜∩しゴ研iiR所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒336浦和市常盤9－21－19

設立年月日 1976年2月28日

資　本　金

代表者名 中里時亜

従業員数 50名

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：048－833－3208　　FAX　O48－833－3273

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／エパライザ

特長：蛋白分画からアイソザイムまでを，連続で泳動可能なフルオート。

アイソザイム分画も現在2項目

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動分析装置　：　タイタンIII（セア膜）を支持体とする

　　　エパライザ　　　　　　全自動電気泳動分析装置

　　　　　　　　　　　　　　　泳動項目→SP・LDH・ALP　etc

●多項目自動電気泳動装置　：　アガロースを支持体とし，高圧で短

　　　REP（レップ）　　　　　時間に泳動を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　泳動項目→脂質分画・アイソザイム分画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛋白分画

●デンシトメーター　　　　：　EDC

　　　　　　　　　　　　　　　クリニスキャンZ
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HOR旧A 株式会社堀場製作所
〒601京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 昭和28年1月26日

資　本　金 65億6，900万円（1993年6月21日現在）

代表者名 堀場　厚

従業員数 1，066名

工場所在地 〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL：075－313－8121

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品問合せ先 担当部門 製品開発部MEグループ

TEL：075－313－8121　　FAX　O75－321－6621

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／LC－121

特長：染色法による白血球5分類を含めたトータル22項目を同時測定。処

理能力は1時間当り70検体。120検体分のデータが記憶可能。またキャッ

プピアス方式のため，院内感染の不安を解消します。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置

　・LC－121／白血球5分類を含む22項目

　・LC－360／8項目

自動電解質分析装置

　・SERA－720／Na＋，　K＋，　C1－（オートサンプラ付，希釈法）

　・SERA－520／Na＋，　K＋，　Cl－（オートサンプラ付，非希釈法）

　・SERA－212／Na＋，　K＋

　・SERA－222／Na＋，　K＋，　Cl－

　・SERA－232／Na＋，　K＋，　Ca2＋

　・SERA－252／Ca2＋，　pH（補正Ca2＋濃度表示）

コンパクトpHメータ

　・TWIN　B－212／平面測定と浸漬測定が可能。防水構造。

マ1「比ユ・≡共株式芸社

〒104東京都中央区築地6・－1・9－20

設立年月日 1967年2月1日

資　本　金 2億5，000万円

代表者名 Reinhard　Bauer（レインハードバウアー）

従業員数 363名

工場所在地 〒254 平塚市新町3－9

TEL：0463－32－7036

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 マーケティング課

TEL：03－5550－9726　　FAX　O3－5550－9750

〔展示主要商品〕

全自動尿分析装置／クリニテックアトラス

特長：尿の色調，混濁，比重，白血球反応を含む12項目を全自動で測定が

可能。機器の構成はモジュール化されており，将来を見越したシステム

（ラックシステム，ベルトコンベアシステム）に対応可能な設計である。

〔取扱い商品〕

・ 尿検査システム

　エームス尿検査試験紙；N一マルティスティックスSG－L他，尿分析

　システム；クリニテックアトラス，クリニテック200十，クリニテック

　100

・病理検査システム

　VIP　Mシリーズ，ティシュー・エンベディングコンソールIV，　TBSカ

　セットラベラー，ミクロトーム・クリオスタット，ユニカセット他

・生化学自動分析装置

　テクニコンCHEM1，　SSR／SSR－XT
・ 血液学自動分析装置

　テクニコンH1，　H2，　H3（RTC／RTX）
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MAOS共同開発研究会
〒261－71千葉市美浜区中瀬2－6（日本DPC内）

研究会の概要
有志による初会合 1992年9月1日

会　　員 数 12社

代　表　幹　事 日本DPCコーポレーション

事　　務　　局 日本DPCコーポレーション内

所在及び問合せ先 〒261－71　：千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウエスト32F

TEL：043－297－5221　　FAX　O43－297－5210
会 員　　名 旭化成工業株式会社／株式会社医学生物学研究所

／オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株
式会社／極東製薬工業株式会社／塩野義製薬株式
会社／スズキ株式会社／持田製薬株式会社／日製
産業株式会社／日本DPCコーポレーション／日本
メジフィジックス株式会社／ヤマサ醤油株式会社
／ユニチカ株式会社

研究会の趣旨及び活動の内容：

　免疫血清試薬は，これまで試薬メーカーごとに専用機器を採用する形態

　が多く，検査室にとっては試薬測定に汎用性がないため，測定操作の煩

　雑化・検査室スペースの無駄・データ処理の複雑化・試薬選択幅の制約

　・新規項目試薬導入時の制約等の問題が存在しました。

　この様な現状を打破するため，多数の試薬メーカーの試薬に汎用に使用

　出来る全自動測定機の開発を目的として，Multi　Access　Open　System

　を略した，MAOS共同開発研究会が発足しました。

　現在試薬メーカー10社，機器メーカー2社が参加し，96穴マイクロタイ

　タープレートタイプEIA試薬に汎用に使用出来る測定機を開発中です。

　2枚のプレートが搭載可能な機種と4枚のプレートが搭載可能な機種の

　2機種を開発中で，いずれも同時多項目全自動処理が可能です。

　本研究会では今後も独占禁止法に抵触しない範囲で新入会員を幅広く受

　け入れて行く方針です。

■　　ALLINCKRODT
　　　　　MEDICAL

マリンクロット・メディカル株式会社

〒105東京都港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル

設立年月日 1984年1月

資　本　金 4億3，000万円

代表者名 清水重亮

従業員数 100名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 麻酔クリティカルケアグループ

TEL：03－5470－9658　　FAX　O3－5470－9687

〔展示主要商品〕

GEMプレミア

特長：ポータブルタイプ血液ガス，電解質，ヘマトクリット分析装置。試

薬交換はカートリッジのみでメンテ不要。

〔取扱い商品〕

ヘモキューグルコース………ハンディタイプ全血グルコース測定器

ヘモキューヘモグロビン…ハンディタイプヘモグロビン測定器



三妻≡1株式会社ミズホメディー

〒841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 唐川文成

従業員数 121名

工場所在地 〒841 鳥栖市藤木町5－4

TEL：0942－85－0303

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL：0942－84－5486　　FAX　O942－84－5490

〔展示主要商品〕

クレアチニン測定液状試薬／オートL「ミズホ」CRE

特長：1．液状試薬で調製が不要です。2．HPLCとの相関が良好です。3．

開封後，1ヶ月間安定です。4．直線性は100ng／dl以上あります。5．各種

自動分析装置に適用できます。

〔取扱い商品〕

〈生化学検査用試薬〉

　　自動分析装置用製品

　　キット製品

　　液状管理血清

〈免疫血清検査用試薬〉

　　自動分析装置用製品

　　キット製品

〈その他〉

　　妊娠診断補助試薬

　　尿細胞診用保存容器　等
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入三菱電機株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒100東京都千代田区丸の内2－2－3

設立年月日 大正10年1月15日

資　本　金 1，749億円（1993年3月末現在）

代表者名 北岡　隆

従業員数 49，566名（1993年3月末現在）

工場所在地 〒247 鎌倉市上町屋325

TEL：0467－46－6317

研究所所在地 〒661 尼崎市塚口本町8－1－1

TEL：06－497－7064

商品間合せ先 担当部門 三菱電機㈱官公第二部第三課

TEL：03－3218－3232　　FAX　O3－5252－7289

〔展示主要商品〕

三菱臨床検査システム／MELAS

特長：クライアント／サーバタイプの臨床検査システム。オープンなシス

テムで，システム導入後の画面・帳票の変更がユーザで自由自在。ME

（項目制御なし）の接続変更はパラメータ変更のみで可能。

〔取扱い商品〕

　MELASは使い易さを徹底的に追及して開発した最先端クライアント

／サーバタイプ臨床検査システム。システム導入後の問題点を解決。項目

追加・変更に伴う画面・帳票のレイアウト変更がユーザ自身でカスタマイ

ズできるフォーム・エディタを標準装備。オープンシステムで進化して行

くシステム。頭の痛いME変更には，パラメータ変更のみでユーザ自身

による接続変更が可能。（項目制御がない場合）

　システム構成は小規模部門システムから拡張自在。各種サブシステム

（細菌，病理，生理，輸血，緊急）は単独でも追加でも応用自在。

　オーダリングとの接続は，他メーカとの接続インタフェースがあり実績

豊富。
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　〒153東京都目黒区下目黒2－18－3花谷ビル

設立年月日 昭和54年10月5日

資　本　金 1，000万円

代表者名 小野精一朗

従業員数 7名

工場所在地 〒153 目黒区下目黒2－18－3

TEL：03－3495－0451

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部（ME機器事業部）

TEL：03－3495－0451　　FAX　O3－3495－0582

〔展示主要商品〕

8cH自動血小板凝集能測定装置／MEBA　l　PAM－8T

特長：グレーディングカープ（血小板凝集能解析曲線）の採用により，血

小板の活性化の程度，抗血小板剤の選択，投与量の決定及び，抗血小板剤

治療のモニターなど，臨床からの検査依頼に最適な装置です。

〔取扱い商品〕

〈止血・血栓検査機器〉

　OMEBAlPAM－8T　8cH自動血小板凝集能測定装置
　　（血小板凝集能曲線解析ソフトを内蔵した最新鋭機）

　OMEBA　2　PAM－8C，4C　8，6，4cH凝集計

　　（PC9801シリーズを接続した，臨床，研究向け凝集計）

　OPAL－8S　8cH自動血小板凝集能測定装置

　　（国内で最も実績のある，信頼性の高い8cH血小板凝集計）

　OPATシリーズ　多チャンネル血小板凝集能測定装置

　　：；震識塩〔黍㌶罐竃薯しヨ

　OATP放出能・血小板凝集能同時測定装置

　　・ATP－1（Luciferin－Luciferase法を応用）

人山之曜璽鎮鷲2＿
設立年月日 昭和14年3月20日

資　本　金 554億円

代表者名 小野田正愛

従業員数 4，100名

工場所在地 〒425 ：焼津市大住180

TEL：0546－27－5111

研究所所在地 〒174 東京都板橋区小豆沢1－1－8

TEL：03－3960－5111

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業本部

TEL：03－5608－5814　　FAX　O3－5608－5815

〔展示主要商品〕

ソルブルIL－2R／セルフリー1L－－2R

特長：セルフリーは，血清中に遊離している免疫担当細胞の表面マーカー

をEIA法により定量的に捕捉し，病態モニタリングに役立てていく新し

い測定法です。

〔取扱い商品〕

尿簡易検査用試験紙　OBMテストマークIII　OBMテストLシリーズ

尿自動分析機　○メディグラフ

簡易血糖測定器　○アクトレンド　○アクトレンドミニ

生化学検査システム　○レフロトロン

血液検査容器　○山之内ディスポーザブル赤沈管，Sタイプ，　Pタイプ

セディアシリーズ　○セディアージゴキシンII　OセディアT4

　　　　　　　　　0セディアT－Uptake

HBs抗原検出用（R－PHA法）キット　○リバースセル

HBs抗体検出用（PHA法）キット　○リバースセルAb

血清中フェリチン測定用試薬キット　○フェリチンテスト「山之内」

尿中微量アルブミン測定用試薬（EIA法）キット　○アルブミライサー
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岨D株式会社ユニフレックス
　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F

設立年月日 1976年8月28日（昭和51年）

資　本　金 1，150万円

代表者名 服部　晃

従業員数 35名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒277 ：柏市高田537－1

TEL：0471－47－3751

商品間合せ先 担当部門 同上

TEL： FAX：0471－44－8242

〔展示主要商品〕

ピペッター／メカトロピペッター

特長：メカトロピペッターは最新のメカトロニクスの枠を集めて作られた

コンピューターコントロールのピペッターで，狂わない，個人差が出な

い，軽く長時間使用でも疲れないなど，数々の特長があります。

〔取扱い商品〕

メカトロピペッター

メカトロペット　デュエット

γ線滅菌チューブ

培養用プラスチック器具

各自動分析装置用サンプルカップ

検体輸送用容器

yOl《）GAWA◆
横河電機株式会社

〒180武蔵野市中町2－9－32

設立年月日 大正4年9月1日

資　本　金 323億500万円

代表者名 代表取締役社長美川英二

従業員数 6，900名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 総合企画室

TEL：0422－52－5742　　FAX：0422－55－1202

〔展示主要商品〕

細胞診自動スクリーニング装置／AUtoPap　300

特長：独自開発によるFOVコンピュータと細胞画像判読ソフトウェアに

より子宮癌細胞の自動判別を行う。
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器：蒜蒜頴翻ラジオメータートレーディング株式会社

〒153東京都目黒区三田1－12－23

設立年月日 1990年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 ヨーゲン・モーリッセン

従業員数 130名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 各営業所へお願いします

TEL： FAX　営業所一覧を参照

〔展示主要商品〕

血液ガス測定装置／血液ガスシステムABL520

特長：血液ガス分析（pH，　pCO，，　pO，）と完全なオキシメトリー分析

（tHb，　sO，，0，Hb，　COHb，　MetHb，　RHb）を一体化した世界で唯一

の分析装置です。これにより酸塩基状態に加え，肺での酸素の摂取，組織

への運搬，組織での放出についての情報が得られます。

〔取扱い商品〕

●血液ガス分析装置：ABL520，　ABL510，　ABL505，　ABL500，　ABL50，

　　　　　　　　　ABL5，　ABL330

●ヘモオキシメータ：OSM3

●電解質分析装置：EML100，　KNA2，　ICA2

●経皮血液ガスモニター：TCM3

●パルスオキシメータ：OXI

●精度管理溶液：クオリチェック，マルチチェック

●動脈血サンプラー：QS90，　QS50

●理化学分析装置：pHメーター，イオンメーター，自動滴定装置，他

（WAor【■≡■■

）
和研i柴株式会社
　　　　　　　　〒606京都市左京区北白川西伊織町25

設立年月日 昭和47年5月24日

資　本　金 3，000万円

代表者名 熊澤保夫

従業員数 80名

工場所在地 〒525 草津市下笠町字辻出945－1

TEL　O775－68－3661

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 販売促進部

TEL　O75－711－7171　　FAX　O75－721－8112

〔展示主要商品〕

電動デジタルピペット／EDPシリーズ

特長：マイクロプロセッサー内蔵により，高精度なピペッティングが可能

で，用途に合わせて豊富な機種揃え。プッシュボタンにより各種設定が簡

単で液晶表示も鮮明です。

〔取扱い商品〕

レイニン社電動デジタルピペットEDP2，　EDPプラス，　EDPプラスM8

／ニューブランズウィックサイエンティフィック社シェーカー／ナプコサ

イエンティフィック社自動炭酸ガス細胞培養装置／ベルコ社回転培養装

置，マイクロハイブリダイゼーションオーブン／ヒートシステム社超音波

細胞破砕装置アストラソン，マイクロソン／セレックス社動物細胞大量培

養装置など
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◎ 和光純薬工業株式会社
〒541大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年6月5日

資　本　金 23億3，956万円

代表者名 田中幹晃

従業員数 1，700名

工場所在地 〒510　12　三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2

TEL：0593－93－4881

研究所所在地 〒661 尼崎市高田町6－1

TEL：06－499－1501

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬部

TEL：営業所一覧を参照　　FAX

〔展示主要商品〕

便潜血測定システム

特長：採便容器の開栓・サンプリング・試薬分注を自動的に行うHem前

処理ステーションと，96穴を5秒で測定する高性能マイクロプレートリー

ダーとの組合せにより，540検／hの高速で便潜血測定を行います。

〔取扱い商品〕

試　　　薬：一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・

　　　　　環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬・

　　　　　免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬：臨床検査用キット・尿簡易試験紙プレテスト・自動分析装置

　　　　　用試薬・コントロール血清・調製液・免疫血清学的検査薬・輸

　　　　　血関連試薬

機器・器具：便潜血測定システム・尿自動分析装置・尿比重計・尿中微量

　　　　　アルブミン専用測定機・エンドトキシン測定用機器・ビリルビ

　　　　　ンテスター・富士ドライケムシステム・血液凝固分析装置ドラ

　　　　　イヘマトシステム

化　成　品：重合開始剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止剤・合成

　　　　　原料および中間体・医薬品原料・化粧品原料他
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

アイ・エム・アイ株式会社 本社／営業II課 343 越谷市流通団地3　3－12 （0489）88－4411

札幌駐在所 003 札幌市白石区栄通13－7－21　ライブスクェア栄町1F （011）855－6839

東京営業所 113 文京区本郷3　4　5　ハイム御茶ノ水 （03）3816－4411

横浜営業所 220 横浜市西区平沼2－4　14　山城ビル （045）316－1119

名古屋営業所 465 名古屋市名東区社が丘1－1203 （052）703　7394

大阪営業所 564 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）385－5205

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南2－9－11　山善ビル （092）473－1871

熊本駐在所 860 熊本市春日7－16－35　春日団地3－104号 （096）359－7666

静岡販売 420 静岡市梅屋町6－4 （054）255－1278

ア　ジ　ア　器　材　株　式　会　社 本　　　　社 194 町田市森野2　2712 （0427）23－4670

工　　　　場 229 相模原市田名49 （0427）62－2703

配送センター 229 相模原市大島中の原3027－3 （0427）63－2284

ア　ス　力　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 千代田区神田須田町2－4 （03）3254－0575

東京営業所 101 千代田区神田須田町2－4 （03）3254－0575

仙台事務所 983 仙台市宮城野区銀杏町19－8 （022）256－5202

名古屋事務所 460 名古屋市中区丸の内2－2－23 （052）21仁1925

大阪事務所 541 大阪市中央区道修町1－4－1 （06）201－0373

福岡事務所 812 福岡市博多区東比恵2－20－27 （092）4739561

株式会社　　アステックコーポレーション 本　　　　社 553 大阪市福島区野田5－17－22 （06）466　1677

東京営業所 105 港区浜松町2－7－15 （03）3435－9471

株式会社　　ア　　　ム　　　　コ 本　　　　社 102 千代田区飯田橋4－8－7 （03）3265－4265

大阪支店 540 大阪市中央区釣鐘町2－4－17 （06）942　5971

名古屋支店 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20 （052）741－6051

札幌出張所 060 札幌市中央区北3条東2－2 （Ol1）2414428

ア　ロ　カ　株　式　会　社 本　　　　社 181 三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5502

東京事業所 198 青梅市今井3－7－19 （0428）32－3111

札幌支店 065 札幌市東区北33条東10－5－15 （011）722－2205

仙台支店 980 仙台市青葉区国分町3－9－8　田山ビル （022）262－7181

水戸支店 310 水戸市石川町2－4249－5 （0292）55－1811

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－6　12　白川第一ビル （052）203－0571

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1　4　28　日本無線㈱関西支社ビル （06）344－5391
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

広島支店 733 広島市西区中広町1－5－11　ホレスト・タウンビル （082）292－0019

高松支店 760 高松市今里町1－8－12 （0878）33－7633

福岡支店 812 福岡市東区馬出4－3－10 （092）633－3131

株式会社　　イーアールシー 本　　　　社 332 川口市西青木5－8－6 （048）259－0711

東京営業本部 101 千代田区岩本町1－5－8 （03）3861－8977

大阪営業所 572 寝屋川市桜木町12－11 （0720）395602

ニユーヨーク
連絡事務所

109－2371ST．RD．，APT．＃7・H，FOREST　HILLS，NY．11375 （718）575　1405

株式会社　　医学生物学研究所 本　　　　社 460 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）971－2081

札幌事務所 001 札幌市北区北9条西4　7　エルムビル10F （011）717－6547

仙台事務所 980 仙台市宮城野区榴岡2－1－15　新大内ビル4F （022）295－0121

埼玉営業所 362 上尾市愛宕1－16－15　パール陽光ビル5F （048）775－9261

東京営業所 168 杉並区永福4－19－4　安藤ビル内 （03）3324－7331

横浜営業所 231 横浜市中区山田町3－7　テラキISビル2F （045）243－4425

名古屋営業所 461 名古屋市東区泉1－1－35ハイエスト久屋ビル8F （052）972－0470

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島1　9　20　新中島ビル3F （06）305－2039

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F （092）481－0530

伊藤忠テクノサイエンス株式会社 本　　　　社 154 世田谷区駒沢1－16－7 （03）3419－9255

三軒茶屋オフィス 154 世田谷区三軒茶屋2－11　2　サンタワーズセンタービル （03）34199000

大阪支店 102 大阪市中央区北久宝寺町4－2－10　東明ビル （06）241－4770

名古屋支店 460 名古屋市中区錦3－6－29　サウスハウス （052）963－8530

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西1－1－1　ナショナルビル （011）281－2891

大宮支店 330 大宮市高鼻町1　20　1　大宮中央ビル （048）647－7915

横浜支店 222 横浜市港北区新横浜3－18－14　光正第一ビル （045）474－0411

広島支店 730 広島市中区鉄砲町5－7　広島借成ビル （082）223－2153

福岡支店 810 福岡市中央区大名2－9－2　福岡共栄火災ビル （092）713－8513

乾　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 534 大阪市都島区東野田町1－5　15 （06）352－4321

東京営業所 113 文京区本郷2－16－7 （03）3812－5650

福岡出張所 812 福岡市博多区博多駅前4－23－26 （092）482－1381

株式会社　　エイアンドティー 本社・東京営業所 191 日野市日野320　11 （0425）86－3111

盛岡営業所 020－01 盛岡市前九年3　13　3 （0196）47－1033

名古屋営業所 461 名古屋市名東区丁田町63　メゾンド上社1F （052）776－3105
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大阪営業所 564 吹田市芳野町1－4 （06）337－1555

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南2－10－8 （092）414－4333

株式会社　　エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル 本　　　　社 113 文京区本郷3－2－3　TIKビル （03）5800－3866

大阪支社 541 大阪市中央区淡路町3－6－12　大阪屋ローズプラザ （06）229－1460

福岡支社 816 福岡市博多区諸岡5－3－6　ピュアドーム井尻 （092）501－3083

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区本郷1－33－8 （03）3813－5401

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル （011）281－5401

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－33伊沢竹に雀ビル （022）272－3501

東京第1／2営業所 130 墨田区両国1－12－8　ムネカワビル （03）3634－4461／2491

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル （052）951－3022

京都営業所 604 京都市中京区烏丸通二条上ル280第百生命ビル （075）212－7277

大阪営業所 541 大阪市中央区淡路町4－4－13南星ビル （06）202－6471

広島営業所 733 広島市西区己斐本町2　12　30　SKビル （082）271－5319

高松営業所 760 高松市新町12　1　徳寿ビル （0878）37－7787

福岡営業所 810 福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル （092）7512227

エム・シー・メディカル株式会社 本　　　　社 160 新宿区大京町22PJビルディング （03）3357－7855

大阪営業所 542 大阪市中央区南船場2－1－10船場モンブランビル （06）271－7855

九州営業所 812 福岡市博多区豊1－8－21第3岩吉ビル （092）4760833

ヱ　ル　マ　販　売　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区湯島2－31－6 （03）3818－6261

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3　11－26　新大阪末広センタービル （06）303－2325

福岡営業所 810 福岡市中央区舞鶴3－6－17 （092）715－2626

東北出張所 989－61 古川市小泉大小447－7 （0229）22－7807

大塚製薬株式会社診断事業部 診断事業部 160 新宿区西新宿2－4－1　NSビル （03）3342－7085

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7－12 （011）271－5871

仙台営業所 981 仙台市青葉区堤通雨宮町3－23 （022）272－4300

東京営業所 160 新宿区西新宿2－4－1　NSビル （03）3342－7871

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－13－21 （052）951－1891

富山営業所 939 富山市中野新町2－1－8 （0764）91－1451

大阪営業所 530 大阪市北区中之島6－2－27NCB　8F （06）44仁6101

広島営業所 733 広島市西区楠木町1－14－31 （082）294－9278

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町13－13 （092）2624736
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徳島営業所 771－01 徳島市川内町平石字夷野224－18 （0886）65－1721

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社 本　　　　社 135 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （03）5632－7300

カスタマーサー
ビスセンター

135 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （0120）03－6527

小野薬品工業株式会社 本　　　社 541 大阪市中央区道修町2－1－5 （06）222－5551

オ　ム　ロ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 600 京都市下京区烏丸通七条下ル （075）344－7000

東京本社 105 港区虎ノ門3－4－10 （03）3436－7055

大阪事業所 541 大阪市中央区南久宝寺町3－6－6　御堂筋センタービル （06）282－2576

オリンパス販売株式会社 東京販売本部 151 渋谷区幡ヶ谷2－43－2 （03）3375－6333

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）222－2551

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）223－7821

大宮支店 331 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル （048）644－8122

横浜支店 220 横浜市西区北幸1－7－2　横浜駅西ロビル （045）311－2028

名古屋支店 460 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）201－9601

大阪支店 542 大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）252－6695

広島支店 730 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921

福岡支店 811 福岡市中央区天神1－14－1　日本生命福岡ビル （092）711－1881

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区本郷5－5－16 （03）5689－5127

札幌支店 064 札幌市中央区大通西21－2－12 （011）643－0901

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町4－1－1 （022）261－6801

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅4－5－20 （052）583－1861

大阪支店 530 大阪市堂島1－5－17 （06）341－2676

広島支店 730 広島市中区基町12－3 （082）228－9977

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通1－1－1 （092）714－1700

オルガノンテクニカ株式会社 本　　　　社 160 新宿区歌舞伎町2－31－11第2モナミビル （03）3232－4333

東京営業所 160 新宿区歌舞伎町2－31－11第2モナミビル （03）3232－4479

盛岡駐在所 020 盛岡市永井24－52－7 （0196）39－0939

仙台営業所 980 仙台市青葉区北目町2－40－701 （022）266－5553

名古屋営業所 460 名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル東館606 （052）251－7871

大阪営業所 541 大阪市中央区安土町3－2－15永島ビル5F （06）271－7841

広島営業所 733 広島市西区天満町7－5　第2西村ビル204 （082）295－8138

福岡営業所 812 福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル2F （092）291－2413



168
社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

株式会社　　カ　　イ　　ノ　　ス 本　　　　社 113 文京区湯島4－2－1 （03）3816ゴ480

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4－1　2 （011）737－5290

仙台営業所 982 仙台市太白区長町南3　3　43 （022）249－5527

東京営業所 113 文京区湯島4－－2　1 （03）3816　4481

名古屋営業所 464 名古屋市千種区星ヶ丘元町1470 （052）783－1364

大阪営業所 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）370　1131

広島営業所 730 広島市中区上幟町7　3 （082）224－1480

四国営業所 760 高松市昭和町1－3…34 （0878）372331

福岡営業所 812 福岡市博多区駅東1－14－34 （092）441－6996

鹿児島出張所 890 鹿児島市武岡1　17　1 （0992）82－5552

片山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町2－5　10 （06）203　3441

東京営業所 101 千代田区岩本町2－14　8 （03）3864－1177

池田営業所 563 池田市鉢塚1　9　14 （0727）63－1920

岡山出張所 703 岡山市神下82　3 （086）279　2542

徳島出張所 770 徳島市南矢三町2　6　33 （0886）32－3138

筑波出張所 305 つくば市二の宮2－14－－17 （0298）51－0164

三田事業所 669－13 三田市テクノパーク16　4 （0795）68　2641

萱垣医理科工業株式会社 仙台営業所 980 仙台市青葉区国見319－8 （022）234　1433

名古屋営業所 452 名古屋市西区中小田井3　289 （052）501－2744

大阪営業所 540 大阪市中央区内平野町2　3　8 （06）895－1800

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 中央区日本橋本町3－－2－8 （03）3279ヨ751

大阪支店 541 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）231　1672

福岡支店 812 福岡市博多区山王1－】－32　博多堀池ビル （092）4149361

札幌営業所 004 札幌市豊平区美しが丘1条8－－4－1 （Ol1）882　1511

仙台営業所 983 仙台市宮城野区日の出町1　7－9 （022）284－0175

埼玉営業所 364 北本市中丸3－82 （0485）92　2361

筑波営業所 300－22 茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504－1 （0297）524816

静岡営業所 422 静岡市中村町393 （054）281－2010

中京営業所 491 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24　1725

臨床検査薬部 103 中央区日本橋室町3－4－6 （03）3270　6500

株式会社　　キ　ュ　ー　ア　ル 本　　　　社 812 福岡市博多区博多駅東1－16－31 （092）474－2678
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極東製薬工業株式会社 本　　　社 103 中央区日本橋本町3－1－1 （03）3270－1641

札幌営業所 060 札幌市中央区北4条西12丁目 （011）271－1003

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町東1－2－9 （022）238－8721

東京営業所 110 台東区上野3－1－10 （03）3843－2701

名古屋営業所 465 名古屋市名東区社台3－53 （052）776－8631

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－18－21 （06）304－5446

広島営業所 732 広島市南区東荒神町3－35 （082）262－5446

高知営業所 780 高知市本町4－2－52 （0888）25－3031

福岡営業所 813 福岡市東区多の津4－12－11 （092）621－2345

高萩工場 318 高萩市大字上手綱朝山3333－26 （0293）23－0911

株式会社　　京　都　第　一　科　学 本　社　及　び
京都営業所

601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5311

札幌営業所 062 札幌市豊平区月寒東3条3－1－21吉田ビル1F （011）851－1122

仙台営業所 981 仙台市青葉区堤通雨宮町2－21　レインボービル2F （022）234－1516

東京第一営業所 103 中央区日本橋兜町11－11　ニッシンビル4F （03）3664－1841

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－24－8　三陽ドーリエビル4F （052）777－1601

大阪営業所 564 吹田市江坂町1－16－31KIMビル1F （06）337－8311

阪神営業所 665 宝塚市泉町27－5　泉町コーポ101号 （0797）84－6665

広島営業所 733 広島市西区天満町6－12岩崎ビル104号 （082）294－0533

高松営業所 761－17 香川県香川郡香川町大字浅町字下久保614－8 （0878）88－1510

福岡営業所 815 福岡市南区那の川1－4－3　第3MKビル3号 （092）526－1407

協和メデックス株式会社 本　　　　社 104 中央区入舟2－1－1　住友入舟ビル （03）3297－8104

東京支店 104 中央区入舟2－1－1　住友入舟ビル （03）3297－8111

大阪支店 532 大阪市淀川区新北野1－14－11 （06）886－0731

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7－1 （011）261－3127

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町1－12－12 （022）262－7691

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370

四国営業所 790 松山市一番町3－2－11 （0899）45－1288

広島営業所 732 広島市南区稲荷町2－16 （082）262－6612

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1 （092）474－5222

久　保　田　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区本郷3－29－9 （03）3815－1331

札　　　　幌 001 札幌市北区北32条西2－3－12 （011）758－3920
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仙　　　　台 980 仙台市青葉区宮町4－5－43 （022）223－4927

つ　　く　ば 305 つくば市東新井26－17 （0298）56－3211

新　　　　潟 950 新潟市堀之内南2－8－16 （025）241－8407

名　古　屋 460 名古屋市中区新栄1－17－24 （052）262－3705

大　　　　阪 540 大阪市中央区内久宝寺町4－2－17 （06）762－8471

広　　　　島 730 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243－6514

四　　　　国 790 松山市和泉北2－6－31 （0899）46－1080

福　　　　岡 812 福岡市東区筥松1－6－11 （092）621－1161

クリーンケミカル株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区淡路町2－1－10－404 （06）227－1915

東京営業所 169 新宿区西早稲田3－30－22－601 （03）3204－2688

札幌出張所 004 札幌市厚別区上野幌1条6　2－17 （011）894－2539

仙台出張所 982 仙台市若林区石名坂86 （022）246－0630

茨城出張所 307 結城市逆井11，151－5 （0296）32－4233

名古屋出張所 489 瀬戸市水北町852－3 （0561）48－3677

名古屋西出張所 493 津島市愛宕町1－50－1－501 （0567）25－9496

広島出張所 731－51 広島市佐伯区五日市町大字上河内136－5 （082）927－1374

福岡出張所 811－34 宗像市朝野242 （0940）33－5831

グ　ン　ゼ　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 101 千代田区九段南2－3－1 （03）5211－1811

大阪支店 540 大阪市中央区大手前1－7－310MMビル6F （06）944－2619

国　際　試　薬　株　式　会　社 本　　　　社 651 神戸市中央区浜辺通2－1－30 （078）231－4151

札幌営業所 062 札幌市白石区南郷通3一北1－1 （011）862－1259

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町1－8－14 （022）225　5607

東京営業所 101 千代田区内神田1－15　16 （03）3291－3476

名古屋営業所 461 名古屋市北区大曽根町本町2－620 （052）911－6065

京都営業所 600 京都市下京区中堂寺南町65－2 （075）315－4500

大阪営業所 541 大阪市中央区北久宝寺町2－1－7 （06）262－7301

広島営業所 733 広島市中区本川町2－1　12　パレス21 （082）294－0642

高松営業所 761 高松市勅使町720－5 （0878）67－1021

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－20－20 （092）411－2187

コ　ス　モ　株　式　会　社 本　　　　社 171 豊島区南長崎1－9－18 （03）3952－9212

大阪営業所 532 大阪市淀川区西三国4　3－46 （06）392－1721
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福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南3－10－23　第5西田ビル （092）412－6355

広島営業所 733 広島市西区中広町3－1－51 （082）233－6836

株式会社　　コ　ス　モ　テ　ッ　ク 本　　　　社 101 千代田区岩本町3　7　11 （03）5687－5787

小　林　記　録　紙　株　式　会　社 本　　　　社 448 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）21－5361

営業企画部
医療グループ

460 名古屋市中区栄3－2－9　明治屋ビル4F （052）2626601

Colby　Group　lnternational　lnc． 本　　　　社 154 世田谷区上馬5－30－11 （03）3419－3511

サ　ク　ラ　精　機　株　式　会　社 タケダ本町ビル別館 103 中央区日本橋本町2　1－7　タケダ本町ビル6F （03）32311610

練馬センター 179 練馬区氷川台3－1　10 （03）5398－6220

本郷営業所 113 文京区湯島2　1610 （03）3814－2811

横浜営業所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－35－11 （045）311－7971

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西5－18 （011）222－5831

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町1　7　18 （022）263－5131

名古屋営業所 461 名古屋市東区白壁3－12　13 （052）932－0485

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－11　4　2100 （06）341－3788

中・四国営業所 700 岡山市新保1307－3 （086）2463266

福岡営業所 812 福岡市東区馬出2－2　35 （092）633－3301

三　光　純　薬　株　式　会　社 本社営業企画部 101 千代田区岩本町1　10　6 （03）3863－3271

甕轟薮店 101 千代田区岩本町1　7　1 （03）3863－3261

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原町5－8－5 （06）391－2501

札幌営業所 060 札幌市東区北6条東2　8 （011）71仁3690

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－15－11 （022）267－2291

横浜営業所 231 横浜市中区尾上町6－89 （045）6412531

名古屋営業所 453 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772

広島営業所 730 広島市中区銀山町1－11 （082）2432678

高松営業所 760 高松市桜町2－15－40 （0878）31－8964

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3　10－15 （092）482－2751

熊本営業所 862 熊本市上水前寺2－10－26 （096）3816254

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 103 中央区日本橋本町3－5－1 （03）5255－7111

札幌支店 060 札幌市中央区大通西8－1 （011）24＋6191

仙台支店 980 仙台市青葉区国分町1－7－16 （022）221－2191

東京第一支店 105 港区西新橋3　3－1　西新橋TSビル （03）5402－1001
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横浜支店 220 横浜市西区楠町8－4 （045）311－3744

東京第二支店 103 中央区日本橋本町2　1　5　東京薬業会館 （03）5200－0600

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－4－36 （052）951寸191

大阪支店 541 大阪市中央区道修町1　3－13 （06）203－3421

京都支店 600 京都市下京区五条通高倉西入ル万寿寺町143 （075）344－8900

広島支店 730 広島市中区土橋町6－8 （082）293－5111

高松支店 760 高松市中新町13　1 （0878）31－0221

福岡支店 812 福岡市博多区下呉服町1　6 （092）2818121

株式会社　　三和化学研究所 本　　　　社 461 名古屋市東区東外堀町 （052）951－8130

札幌支店 060 札幌市中央区北4条西16丁目 （011）621－5630

仙台支店 982 仙台市太白区泉崎2　26　9 （022）244　1155

東京支店 160 新宿区新宿6－2416 （03）3232－0361

名古屋支店 461 名古屋市東区芳野1－12－3 （052）9318630

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原4－3－5 （06）394－3831

広島支店 730 広島市中区東白島町20－8 （082）223－7711

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前1　4　4 （092）411－5855

株式会社　　シ　ス　テ　ム　ズ 本　　　　社 222 横浜市港北区新横浜2－17－2　ナラビル7F （045）474－7231

シ　グ　マ　精　器　株　式　会　社 本　　　　社 140 品川区北品川1－22－17 （03）3474－9591

ジーエルサイエンス株式会社 大阪支店 530 大阪市北区天満1　7　21 （06）3575060

東北営業所 960 福島市岡島字長岬5－3 （0245）33－2244

筑波営業所 300 土浦市富士崎1－17－1 （0298）24－3281

千葉営業所 260 千葉市中央区新町1　13 （043）248－2441

北関東営業所 330 大宮市宮原町1－38 （048）667－1611

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜2　12　11 （045）475　1144

静岡営業所 422 静岡市馬淵3－2－25 （054）288－5252

名古屋営業所 461 名古屋市東区代官町40－18 （052）93仁1761

広島営業所 730 広島市中区舟入町2－20 （082）233ヨ101

九州営業所 812 福岡市博多区古門戸町2－4 （092）291－5200

株式会社　　島　津　製　作　所 本　　　　社 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）823－1111

東京支社 101 千代田区神田錦町1－3 （03）3219－5555

大阪支社 530 大阪北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）373－6522
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札幌支店 060 札幌市中央区北5条西6－2－2　札幌センタービル8F （011）205－5500

仙台支店 980 仙台市青葉区中央2－10－30仙台明芳ビル5F （022）221－6231

横浜支店 220 横浜市西区北幸2－10－27　東武立野ビル6F （045）311－4105

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル5F （052）565－7500

京都支店 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）811－8175

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0331

広島支店 730 広島市中区袋町4－25明治生命ビル15F （082）248－4311

株式会社　　常　　　　　　　　光 本　　　　社 113 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717

東京技術研究所 213 　　　　　　　　　　　　　　　　　．川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－19 （06）353－2441

名古屋支店 460 名古屋市中区千代田5－8－30 （052）251－3878

福岡支店 812 福岡市博多区古門戸町3－12 （092）281－5757

札幌支店 060 札幌市北区北7条西2丁目 （011）736－1311

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町1－6－15 （022）236－0972

広島営業所 730 広島市中区竹屋町3－22 （082）241－3252

試薬機器部 113 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717

国　際　部 113 文京区本郷3－19－4 （03）3814－1981

真　興　交　易　株　式　会　社 本　　　社 106 港区南麻布2－8－18 （03）3456－0072

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－17－24 （022）215－0072

名古屋営業所 461 名古屋市東区葵3－15－31 （052）933－1611

大阪営業所 530 大阪市北区西天満6－2－14 （06）313－0072

福岡営業所 810 福岡市中央区大手門2－1－10 （092）751－1868

新　星　化　成　株　式　会　社 本　　　　社 162 新宿区早稲田鶴巻町111　ワセダ福田ビル301号 （03）3984－4022

住　友　製　薬　株　式　会　社 大阪本社 541 大阪市中央区伏見町2－1－1 （06）229－5649

東京本社 101 千代田区神田駿河台3－11 （03）5280－6641

積水化学工業株式会社 北海道支店 001 札幌市北区北12条西3－18 （011）737－6705

東京本社 105 港区虎ノ門3－4－7 （03）3434－9191

中部支店 450 名古屋市中村区名駅4－7－35 （052）583－6188

中・四国支店 732 広島市南区稲荷町2－16 （082）264－3881

九州支店 812 福岡市博多区綱場町1－1 （092）271－1642

株式会社　　セ　　コ　ニ　　ッ　ク 本　　　　社 178 練馬区大泉学園町7－24－14 （03）3978－2332
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池田工場 399－86 長野県北安曇郡池田町大字池田2714 （0261）629600

東京支店 162 新宿区市ケ谷田町3－8　新杵ビル （03）3269－7241

大阪支店 541 大阪市中央区本町2－3－6　本町ビジネスビル （06）　263－1571

株式会社　　セ　　ロ　テ　　ッ　ク 本　　　　社 062 札幌市豊平区月寒中央通5－1－10 （011）855　1131

東京支店東京営業所 170 豊島区東池袋1－7－5　池袋イースタンビル5F （03）5950－2664

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原1－2－40　ウィルファースト新大阪401 （06）395－0822

新潟営業所 950 新潟市新光町17　日軽ビル3F （025）283－6527

北関東営業所 350－11 川越市新宿町5－16－7　ハイムK　B号 （0492）47－3370

仙台営業所 981 仙台市青葉区北根1－1－37アスクビル3F （022）274－0840

京滋営業所 601 京都市南区西九条蔵王町53　ケンジントンハウス4　407号 （075）662－8052

名古屋駐在所 465 名古屋市名東区猪高町高針原100－1　ファミール高針原303号 （052）7013689

株式会社　　セントラル科学貿易 本　　　　社 111 台東区柳橋1－8　1 （03）5820－1509

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－36 （06）325－3171

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482－4000

札幌出張所 001 札幌市北区北37条西9－1－10－107　ピアレス麻生 （011）746－4442

セントラルメディカルサプライ株式会社 本　　　　社 310 水戸市白梅3－4－15 （0292）273555

株式会社　　ダイアヤ　トロン 本　　　　社 101 千代田区東神田2－1－11 （03）38636241
東京・北関東・
西関東営業所

101 千代田区東神田2－1－11 （03）3863－6241

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7－15 （011）271－6961

仙台営業所 981 仙台市青葉区北根1－10－18 （022）272－2011

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－253 （052）772－9561

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－18－31 （06）325－3621

広島営業所 733 広島市西区南観音7　13－20 （082）2914601

高松営業所 760 高松市松島町2－5－6 （0878）315241

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－14－21 （092）471－7188

南九州営業所 891－01 鹿児島市上福元町4209－1 （0992）676701

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－0681

首都圏営業所 103 中央区東日本橋2－8－3 （03）3851－6161

東日本営業所 103 中央区東日本橋2－8－3 （03）38516161

西日本営業所 540 大阪市中央区大手通3－1　11 （06）941－8091

九州営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511
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北海道営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345

中部営業所 464 名古屋市千種区内山3－8－10 （052）7335631

ダイ　キ　ン工業株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区中崎西2－4－12 （06）373－1201

MEC研究所 305 つくば市御幸が丘3 （0298）58－5001

ダイナボッ　ト株式会社 本　　　　社 105 港区虎ノ門3－8－21第33森ビル （03）3437－9441

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西16－1－30　芙蓉第10ビル4F （011）614－7721

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－10－28千代田生命仙台本町ビル8F （022）265－2473

関東営業所 130 墨田区吾妻橋2－2－1　オオイケビル4F （03）3625－3133

東京営業所 160 新宿区大京町24住友外苑ビル5F （03）3351－5121

名古屋営業所 460 名古屋市中区上前津2－14－15　沖福ビル4F （052）332－1741

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル11F （06）　350－4911

広島営業所 730 広島市中区大手町2　7－10　広島三井ビル8F （082）245－7401

福岡営業所 812 福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F （092）2916651

熊本営業所 860 熊本市中央街3－8　熊本大同生命ビル9F （096）355－7611

橘　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 114 北区田端1－16－13 （03）3828－6131

関東支店 323 小山市稲葉郷456日本MEシステム㈱内 （0285）22－7068

東北営業所 992 米沢市春日3－3－9　日本MEシステム㈱内 （0238）21－7840

大　日　本　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町2－6－8 （06）203－5321

ラボラトリー
プロダクツ部

564 吹田市江の木町33－94 （06）386－2164
ラボラトリープロ
ダクツ部谷中分室

110 台東区谷中3－25－6 （03）3828－6544

ダコ　・ジャパン株式会社 本　　　　社 600 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル （075）2113655

東京オフィス 101 千代田区神田須田町2－3－16千代田パリオンビル6F （03）5256－6436

チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　　社 150 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル （03）3440－2411

札幌営業所 003 札幌市白石区平和通10一北11－21 （011）846－3255

盛岡営業所 020 盛岡市本町通3－6－1　アメニティハイツ1F （0196）24－2751

仙台営業所 980 仙台市青葉区春日町4－13 （022）222－6296

東京支店 141 品川区上大崎4－5－37　山京目黒ビル （03）5496－4261

名古屋営業所 466 名古屋市昭和区御器所通り2－10 （052）852－7333

大阪支店 564 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）380－0333

広島営業所 733 広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル （082）295－8211

高松営業所 760 高松市番町2－17－15　第2讃機ビル （0878）51－5430
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福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－10－24 （092）4743640

テカンジャパン株式会社 本　　　　社 183 府中市八幡町2－26－3 （0423）34－1790

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－2－7－502 （06）370ヨ966

株式会社　　テクノメディカ 本　　　　社 213 川崎市高津区溝ノロ1215－1 （044）812－1220

開発センター 213 川崎市高津区坂戸3－2　1　KSP東棟502 （044）819－2432

名古屋支店 464 名古屋市千種区今池4　4－9 （052）741－1516

大阪支店 564 吹田市垂水町1　28　6－501 （06）　337－3432

福岡支店 816 福岡市博多区板付6－12－35 （092）573－8860

テラメ　ックス株式会社 本　　　　社 612 京都市伏見区竹田桶ノ井町45　3 （075）622－3551

営業本部 154 世田谷区三軒茶屋2－14－11　ローヤルマンション三軒茶屋402 （03）5481－2777

京都営業所 612 京都市伏見区竹田桶ノ井町45－3 （075）622－3551

テ　　ル　　モ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 151 渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）3374－8111

札幌支店 003 札幌市白石区中央3条3－6－33 （011）812－1258

仙台支店 983 仙台市若林区六丁の目南町4－20 （022）288－7086

千葉支店 260 千葉市中央区都町2－16－1　第2新日本ビル2F （043）233－0361

東京支店 151 渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）3374－8211

東京第二支店 136 江東区亀戸2　26－10　立花亀戸ビル8F （03）5626－6311

名古屋支店 465 名古屋市名東区小井堀町603 （052）702－2121

大阪支店 566 摂津市千里丘6－4－2 （06）387－4800

岡山支店 700 岡山市泉田20－7 （086）226－6160

福岡支店 816 福岡市博多区麦野3－14－25 （092）582－1241

デ　ュ　ポ　ン　株　式　会　社 本　　　社 153 目黒区下目黒1－8－1　アルコタワー （03）54346100

大阪支社 541 大阪市中央区高麗橋4　2－7　興銀ビル （06）228－0825

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅南1－24－30　三井ビル13F （052）571－7716

麻布事業所 106 港区元麻布3－4－26　ザ・バンガード元麻布 （03）5421－1357

川崎事務所 210 川崎市川崎区伊勢町13－16 （044）244　7371

福岡事務所 810 福岡市中央区天神2－14－8　福岡天神センタービル15F （092）761－7792

デ　ン　カ　生　研　株　式　会　社 本　　　　社 103 中央区日本橋兜町12－1 （03）3669－9091

新潟工場 959－16 五泉市南本町1－2　2 （0250）43－4111

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島4－7－18 （06）307－7061

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－16 （052）732－5561
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福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前4－8－15 （092）414－7071

新潟営業所 950 新潟市新光町17 （025）285－8641

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西18－1－26 （011）615－2866

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－4－1 （022）264ゴ138

東亜医用電子株式会社 本　　　　社 650 神戸市中央区港島中町7－2－1 （078）303－5640

東京支店 113 文京区本郷1－24－1　本郷MFビル （03）3814－5046

大阪支店 564 吹田市江坂町1－23－43　ファサード江坂ビル （06）337－8300

仙台営業所 980 仙台市青葉区二日町7－32　勾当台ハイツ1F （022）223－7411

名古屋営業所 465 名古屋市名東区社台3－85－1 （052）775－8101

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西13　1　SKビル （011）281－6116

静岡営業所 422 静岡市敷地1－21登呂コープタウン12－A （054）2374815

広島営業所 730 広島市中区東白島町6－11　東白島ビル （082）221－7710

高松営業所 760 高松市塩上町1－2－7　ミユキビル1F （0878）346060

学校法人滋慶学園東京医薬専門学校 所　在　地 134 江戸川区東葛西6－5－12 （03）3688－6161

東芝メディカル株式会社 本　　　　社 113 文京区本郷3－26－5 （03）3818－2111

北海道支店 060 札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命ビル （011）231－9116

東北支社 980 仙台市青葉区大町2－2－10　住友生命青葉ビル （022）262－3511

関東支社 331 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティ （048）644－4876

東京支社 104 中央区京橋1－19－85　大野ビル （03）3562－0211

中部支社 450 名古屋市中村区名駅南1－4－12　ガーデンビル （052）581－9311

関西支社 530 大阪市北区西天満5－2－18　高橋ビル東館 （06）362－6341

中国支店 730 広島市中区紙屋町1－2－22第一工電ビル （082）248－2421

四国支店 760 高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル （0878）51－3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2－1－82　電気ビル （092）712－5811

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社診断
システム課

104 中央区京橋3　2－4 （03）3275－1221

大　阪　支　店
科学計測課

530 大阪市北区堂島浜1　2－6 （06）344－3857

名古屋支店
科学計測課

460 名古屋市中区錦1－17　13 （052）211－5730

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－13－2 （092）781－0481

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町2－4－1 （022）266－2341

山口営業所 746 新南陽市開成町4560 （0834）63－9888



178
社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

科　学　計　測
つくば営業i所

305 つくば市天久保1－16－10 （0298）55－8166

科　学　計　測

徳島営業所
770 徳島市助任橋1－22 （0886）23－8810

科　学　計　測

静岡営業所
420 静岡市御幸町5－9 （054）273－1581

科　学　計　測
富山営業所

931 富山市岩瀬古志町2 （0764）37－4937

富田システムズ株式会社 本　　　　社 105 港区浜松町2－2－5 （03）5472－8790

大　　　　阪 532 大阪市淀川区西中島4－3－5 （06）307－2341

岡　　　　山 700 岡山市錦町1－1 （086）234－6045

東　　レ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 103 中央区日本橋室町2－2－1 （03）3245－5790

大阪本社 530 大阪市北区中之島3　3－3 （06）445－3891

福岡駐在 810 福岡市中央区荒戸1－1　3 （092）751－1819

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　　社 530 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）348⊃333

東京支社 103 中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）3660－4800

東洋紡エンジニアリング株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区堂島2－1－16 （06）348－3357

東京営業所 103 中央区日本橋小網町17－9 （06）3661－1818

滋賀営業所 520－02 大津市堅田2－1－1　東洋紡・総合研究所内 （0775）73－1330

北陸営業所 914 敦賀市東洋町10－24　東洋紡・敦賀工場内 （0770）25－3777

山口営業所 740 岩国市灘町1－1　東洋紡・岩国工場内 （0827）31－5570

けいはんなオフィス 619－02 京都府相楽郡精華町光台1－7 （07749）5－5050

泉大津事業所 595 泉大津市高津町5－11 （0725）32－0246

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103 中央区日本橋小舟町5－1 （03）3665－3288

大阪本社 550 大阪市西区新町1－1－17 （06）535－2612

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－14－18 （052）963－5648

広島営業所 733 広島市西区大宮1－17－17 （082）238－1716

福岡営業所 810 福岡市博多区博多駅東2－17－5 （092）473－6203

仙台営業所 980 仙台市青葉区広瀬町3－23 （022）262－4640

株式会社　　日　　　　科　　　　機 本　　　　社 102 千代田区一番町22－1　一番町セントラルビル （03）3264－1861

東京中央 102 千代田区一番町22－1　一番町セントラルビル （03）3264－1861

東京東部 134 江戸川区東葛西6－7－5 （03）3877－8135

札　　　　幌 060 札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル （011）271－1935

仙　　　　台 981 仙台市青葉区川平4－32－37 （022）278－5125

名　古　屋 461 名古屋市東区代官町35－16第一富士ビル （052）932－1971



179

社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号
大　　　　阪 532 大阪市淀川区東三国4－3－1　グロリア240 （06）396－1801

広　　　　島 732 広島市南区東荒神町3－35　広島オフィス・センタービル （082）264－1882

福　　　　岡 812 福岡市博多区堅粕4－24－14　トステムビル （092）441－8187

厚木工場 243 厚木市岡田3－8－23 （0462）28－8232

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3918－8166

東京営業所 170 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3940－6461

関東営業所 330 大宮市宮町1－24 （048）644－7786

大阪営業所 550 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）449－1500

名古屋営業所 460 名古屋市中区正木4－8－7 （052）682－2818

広島営業所 730 広島市中区中島町9　1 （082）243－2235

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－5－37 （092）475－7511

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－60 （022）234－5350

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西10－4 （011）242－8566

日電理化硝子株式会社 本　　　　社 657 神戸市灘区篠原中町1－1－18 （078）801－4873

株式会社　　ニ　チ　　リ　　ョ　ー 本　　　　社 101 千代田区岩本町2－4－10　共同ビル（岩本町二丁目） （03）5820－2411

大阪出張所 532 大阪市淀川区宮原1－19－11　ネオハイツ新大阪501 （06）395－7192

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 103 中央区日本橋富沢町5－5　住友生命第2ビル5F （03）3660－8595

大阪支店 541 大阪市中央区高麗橋4－3－10　日生伏見町ビル新館 （06）208－4957

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－17－13　名興ビル （052）2315138

札幌営業所 060 札幌市中央区北1条西5－3　北条ビル （011）222－9710

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－3－1　日生仙台ビル （022）266－8956

広島営業所 730 広島市中区三川町2－11愛媛ビル8F （082）24仁8245

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－8－38 （092）722－5220

新潟出張所 950 新潟市東新町6－50 （025）270－0821

日本光電工業株式会社 本　　　　社 161 新宿区西落合1－31－4 （03）5996－8000

営　業　所 全国に116ケ所

日本コダックダイアグノスティックス株式会社 本社・東京営業所 101 千代田区岩本町1　10－3　紀繁ビル （03）5820　8200

札幌出張所 060 札幌市中央区北1条西7丁目　日経おおわだビル6F （0120）076－325

仙台出張所 980 仙台市青葉区国分町1－7－18明治生命国分町ビル6F （0120）076－325

名古屋出張所 460 名古屋市中区丸の内3－20－22平和生命丸の内ビル3F （Ol20）067ヨ68

大阪営業所 550 大阪市西区新町1－13－3　山川ビル8F （06）534－7165
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広島出張所 730 広島市中区八丁堀16－14　第2広電ビル8F （Ol20）067－168

福岡出張所 812 福岡市博多区博多駅南1－2－3　住友博多駅前ビル6F （0120）067－168

日本サイワー　ド株式会社 本　　　　社 272 市川市南大野2－10－16 （0473）38－7130

日　本　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 540 大阪市中央区石町2－2－9 （06）941－0308

大阪支店 571 門真市松生町4－6 （06）909　7645

東京支店 101 千代田区鍛冶町2－8　12 （03）3252－4181

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）7515054

広島支店 730 広島市中区幟町11－4 （082）221－2954

仙台支店 983 仙台市若林区二軒茶屋1－6 （022）295－0631

札幌支店 060 札幌市中央区北6条西24－3－1 （011）64仁8763

横浜営業所 232 横浜市南区井土ケ谷下町37－11 （045）742－9251

兵庫営業所 658 神戸市東灘区青木3－1－9 （078）413－4345

日本シンテックス株式会社 本　　　　社 150 渋谷区渋谷3－9－9 （03）3797－1480

日本DPCコーポレーション 本　　　　社 261－71 千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウェスト32F （043）2975211

東京営業所 103 中央区日本橋3　7－20DICビル16F （03）32724130

大阪営業所 564 吹田市広芝町3　29エッグビル第三江坂203 （06）3378988

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－7－15　DIC名古屋支店内 （052）961－8874

札幌出張所 062 札幌市豊平区平岸3条18－3－1　913 （011）823－3911

仙台出張所 983 仙台市若林区六丁の目西町1－45　DIC仙台支店内 （022）287－4021

福岡出張所 810 福岡市中央区白金2－11－9　DIC九州支店内 （092）526－2741

株式会社　　ニ　　　プ　　　ロ 本　　　社 531 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）373－3155

東京支社 113 文京区本郷4　3－4 （03）3818－5020

札幌支店 060 札幌市中央区北9条西19－35 （011）631－7311

仙台支店 980 仙台市青葉区二日町8－6　二日町島田ビル4F （022）268－7756

名古屋支店 465 名古屋市名東区一社1－81 （052）701－1131

京都支店 606 京都市左京区田中下柳町36 （075）7520820

広島支店 731－01 広島市安佐南区長束3－45－3 （082）238　8307

四国支店 761 高松市香西東町304－1 （0878）822828

福岡支店 816 大野城市錦町2－2－12 （092）574－3731

鹿児島支店 890 鹿児島市西田2－21－24 （0992）58－2775
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日　本　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 108－01 港区芝5－7－1 （03）3454－1111

北海道支社 060 札幌市中央区大通西4－1　新大通ビル （011）231－0161

東北支社 980 仙台市青葉区中央4－6－1　住友生命仙台中央ビル （022）261－5511

中部支社 460 名古屋市中区栄4－15－32　日建住生ビル （052）262－3611

北陸支社 920 金沢市彦三町1－2－1　NEC金沢ビル （0762）23－1621

関西支社 540 大阪市中央区城見1－4－24NEC関西ビル （06）945－1111

中国支社 730 広島市中区紙屋町2－2－12信和広島ビル （082）247－4111

四国支社 760 高松市中野町29－2　NEC四国ビル ’（0878）236－1200

九州支社 812 福岡市博多区御供所町1－1　NEC福岡ビル （092）271－7700

沖縄支店 900 那覇市久茂地1－3－1　久茂地セントラルビル （098）866－5611

日　本　電　子　株　式　会　社 東京支店 100 千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル （03）3376－7311

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4－21NRKビル （011）736－0604

仙台支店 980 仙台市青葉区大町1－1－10第2青葉ビル （022）265－5071

筑波支店 305 つくば市東新井18－1 （0298）56－2000

横浜支店 222 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル （045）474－2191

名古屋支店 450 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）586－0591

大阪支店 532 大阪市淀川区西中島6－9－27新大阪INビル （06）304－3941

広島支店 732 広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル （082）261－2631

高松営業所 760 高松市今新町7－17第2穴吹ビル （0878）21－8487

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル （092）441－5829

日本ビオメリュー・バイテック株式会社 本　　　　社 102 千代田区平河町2－14－12 （03）5210－3221

営業部・東京営業所 107 豊島区南大塚3－20－6　大塚FTビル （03）5952－0750

札幌営業所 060 札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル （011）281－0408

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－4－30睦屋仙台ビル （022）221－9784

名古屋営業所 464 名古屋市千種区春岡1－1－2　YAMANAN仲田ビル （052）764－1601

大阪営業所 530 大阪市北区東天満2－9－1　若杉センタービル （06）353－7954

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－11－14　博多第3ムカヰビル （092）412－7060

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 105 港区芝2－6－1　日本ロシュビル （03）5443－7041

札幌支店 060 札幌市中央区大通西11－4　エスコビル （011）221－5644

仙台支店 980 仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル （022）265－1450

東京第一支店 103 中央区東日本橋2－8－3　東日本橋グリーンビル （03）5687－2354
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東京第二支店 103 中央区東日本橋2　8　3　東日本橋グリーンビル （03）5687－2354

名古屋支店 460 名古屋市中区栄5－28－12　興亜火災名古屋ビル （052）251－1930

京都支店 604 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518　前田エスエヌビル （075）231－3210

大阪支店 541 大阪市中央区平野町4－2－16　不動建設ビル （06）202－0645

広島支店 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）241－3905

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル （092）431－6832

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 本　　　　社 104 中央区勝どき5－3－6　住友生命勝どきビル （03）3534　7259

大阪支社 532 大阪市淀川区新北野1－14－11大阪新北野第一生命ビル （06）309－5860

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂8－5－34島藤ビル （03）3403－9991

札幌事務所 060 札幌市中央区北2条西1－10　住総札幌ビル6F （011）241－1240

仙台事務所 980 仙台市青葉区国分町1－8－10　大和ビル2F （022）266－3757

名古屋事務所 460 名古屋市中区栄2－9－26　ポーラ名古屋ビル6F （052）201－8481

大阪事務所 564 吹田市豊津町10－34　日本生命江坂駅前ビル （06）338－3551

広島事務所 730 広島市中区中町9－8　協栄生命広島中町ビル （082）240－8670

福岡事務所 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル9F （092）411－5166

福島工場 96021 福島市土船字五反田1 （0245）93－2311

バイ　オテ　ッ　ク株式会社 本　　　　社 113 文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）3816－6931

バ　ク　ス　タ　ー　株　式　会　社 本　　　　社 102 千代田区六番町4 （03）3237－6616

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西1－1　サンメモリアル生命ビル （011）261－6622

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台NSビル （022）225－4740

大宮営業所 330 大宮市東大成町1－626　1　NOHARAビル （048）667－2141

東京支店 107 港区赤坂1－9－13　三会堂ビル （03）3505－7831

横浜営業所 231 横浜市中区桜木町1－1　桜木町ぴおシティ （045）201－2421

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－3－1　名古屋広小路ビル （052）204－5588

金沢営業所 921 金沢市西泉1－66－1　スプリングポイント （0762）44－9131

大阪支店 530 大阪市北区西天満5　14－10梅田UNビル （06）315－8821

福岡支店 810 福岡市博多区中州中島町2－3　福岡フジランドビル （092）281－5411

浜松ホ　トニクス株式会社 本社事務所 430 浜松市砂山町325－6　日生浜松駅前ビル （053）452－2141

電子管事業部
（豊岡製作所）

438－01 静岡県磐田郡豊岡村下神増314－5 （0539）62－5245

固体事業部 435 浜松市市野町1126－1 （053）434－3311

システム事業部 431－32 浜松市常光町812 （053）435　1560
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中央研究所 434 浜北市平口5000 （053）586－7111

筑波研究所 300－26 つくば市東光台5－9－2 （0298）47－5161

東京支店 105 港区虎ノ門3－8－21第33森ビル5F （03）3436－0491

仙台事務所 980 仙台市青葉区二日町7－6　チバビル2F （022）267－0121

筑波営業所 300－26 つくば市東光台5－9－4　筑波研究コンソーシアム2F （0298）47－3821

大阪営業所 541 大阪市中央区備後町3－3－9 （06）271－0441

株式会社　　日　立　製　作　所 計測器事業部 100 千代田区丸の内1－5－1 （03）3221－1111

株　式　会　社
日立メディコ

101 千代田区内神田1－1－14　日立鎌倉橋別館 （03）3292－8111

日　製産　業
株　式　会　社

105 港区西新橋1－24－14　西新橋三井ビル （03）3504－7211

株式会社　　ピー・エム・エル 本社（営業本部） 151 渋谷区千駄ケ谷5－21－3 （03）3350－0114

北陸支社 939 富山市中市字道西割9－3 （0764）22－1391

札幌営業所 004 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12 （011）807－6575

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町5－2－10 （022）236－4611

埼玉営業所 350－11 川越市的場1361－1 （0492）32－0111

名古屋営業所 454 名古屋市中川区的場町2－63 （052）353－5011

大阪営業所 567 茨木市中穂積3－15－24 （0726）21－8811

広島営業所 733 広島市西区観音新町1－2－21 （082）234－7366

松山営業所 791 松山市久万ノ台125－1 （0899）25－5010

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵3－4－2 （092）441－9991

ピーエム機器株式会社 本　　　社 113 文京区本郷3－25－4 （03）3818－5091

ファルマシア株式会社 本　　　社 105 港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル8F （03）5402－8750

札幌営業所 064 札幌市中央区南5条西11丁目　関東アカデミービル10F （011）531－7298

仙台営業所 980 仙台市青葉区五橋1－1－58－212 （022）262－1815

名古屋営業所 466 名古屋市昭和区阿由知通4－13朝日生命名古屋東ビル4F （052）853－7711

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）305－3431

広島営業所 733 広島市西区南観音3－5－2 （082）234－8523

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－3－7　サンエフビル6F （092）623－0044

フ　ク　ダ電子株　式会社 フクダ電子
北海道販売

060 札幌市東区北6条東2－3 （011）721－3251

フクダ電子
南東北販売

980 仙台市青葉区木町通1－18－12 （022）224－1175

系㌔ダ遼裏 110 台東区池之端2－1－11 （03）3822－2171

フクダ電子
長　野販　売

390 松本市島立東田825－1 （0263）47－5500
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フクダ’電子
北　陸　販　売

920 金沢市広岡2　4　10 （0762）231541
フクダ電一子
名古屋販売

464 名古屋市千種区千代田橋2－9－19 （052）712－2000

フクダ電子
近　畿　販　売

550 大阪市西区西本町3－1－31 （06）532－2201

フクダ電子
四　国　販　売

790 松山市鷹子町695－5 （0899）76－5341

フクダ電子
広　島　販　売

732 広島市南区大須賀町18－7 （082）264－1010

フクダ電子
西部北販売

816 福岡市博多区東光寺町2－9－63 （092）473－7741

ベ　ッ　ク　マ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 102 千代田区三番町6 （03）3221－5891

医用技術センター 175 板橋区成増1－30－13サンリッツ三井生命ビル （03）59982131

大阪営業所 541 大阪市中央区道修町2－6－6　塩野日生ビル （06）203－2821

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1　3　日本生命大通東ビル （011）222－5761

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1　2－25　仙台NSビル （022）264－7148

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－5　10　住商丸の内ビル （052）971－4381

広島営業所 731－61 広島市安佐南区西原3－16－22アストラムシンカワ （082）875－2882

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町2－2　福岡第一ビル （092）271－0962

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区湯島4－1　14 （03）3814－3621

富士メディカルシステム株式会社 本　　　　社 104 中央区銀座7　13－8　第二丸高ビル （03）3545－3326

北海道営業所 060 札幌市中央区北3条西4－1　第一生命ビル9F （011）271－7777

東北営業所 980 仙台市青葉区一番町4－6－1　仙台第一タワービル （022）224－1733

関東支店 104 中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル （03）3545－3308

中部支店 460 名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル （052）2217871

関西支店 565 豊中市新千里西町1－2－14　三井海上千里ビル （06）872－0040

中国営業所 732 広島市南区比治山本町16－35広島産業文化センター （082）2564221

四国営業所 760 高松市亀井町8　11グリーンビル （0878）348844

九州営業所 812 福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル （092）281－3655

富　士　レ　ビ　オ　株　式　会　社 本　　　　社 163－07 新宿区西新宿2　7－1　新宿第一生命ビル （03）3348－0691

札幌営業所 060 札幌市東区北8条東3－2－10 （011）7312500

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町1　1　6 （022）236－2206

宇都宮営業所 321 宇都宮市東宿郷4－6－5 （0286）36－1911

東京営業所 167 杉並区井草1　33　2 （03）3395－5321

横浜営業所 220 横浜市西区北幸2－1039 （045）3127883

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081
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大阪営業所 564 吹田市江の木6－18 （06）338－7191

広島営業所 732 広島市東区光町1－10－19 （082）264－3366

福岡営業所 812 福岡市博多区豊2－5－7 （092）472－5661

ヘキストジャパン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂8－10－16新ヘキストビル （03）3479－7539

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1－2－1　太平洋興発ビル4F （011）231－2211

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町4－5－31　日本団体生命ビル2F （022）263－5111

新潟営業所 950 新潟市東万代町1－30新潟東万代ビル6F （025）245－5561

東京第一営業所 107 港区赤坂4－10－33ヘキストビル5F （03）3585－9591

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜2－5－10　楓第ニビル9F （045）472－4105

名古屋第一営業所 460 名古屋市中区栄1－31－41大井ビル4F （052）203－1291

大阪第一営業所 541 大阪市中央区備後町1－7－10　ヘキストビル4F （06）271－1200

広島営業所 730 広島市中区八丁堀2－31広島鴻池ビル9F （082）221－1816

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南2－1－5　博多サンシティビル4F （092）474－3541

べ一リンガー・マンハイム株式会社診断薬事業部 本　　　　社 105 港区虎ノ門3－10－11 （03）3432－6211

札幌支店 060 札幌市中央区大通東2－3 （011）251－1331

仙台支店 980 仙台市青葉区国分町3－4－33 （022）224－6491

東京第1／第2支店 101 中央区日本橋本町4－13－5 （03）3662－8451

大阪第1／第2支店 532 大阪市淀川区西宮原2－7－38 （06）396－5711

広島支店 730 広島市中区鉄砲町8－18 （082）242－6341

福岡支店 810 福岡市中央区赤坂1－14－22 （092）732－5360

物流センタ 143 大田区平和島6－4－8 （03）3768－1602

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　社 336 浦和市常盤9－21－19 （048）833－3208

大阪支社 540 大阪市中央区農人橋2－1－31第6松屋ビル （06）945－1070

株式会社　　堀　場　製　作　所 本社・工場 601 京都市南区吉祥院宮の東町2 （075）313－8121

東京セールス
オ　　フ　　イ　　ス

101 千代田区岩本町2－12－5 （03）3861－8231

大阪セールス
オ　　フ　　イ　　ス

532 大阪市淀川区西中島7－4－17 （06）390－8011

名古屋セール
スオフ　ィ　ス

461 名古屋市東区葵3－15－31 （052）936－5789

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－6－26 （092）472－5041

マイルス　・三共株式会社 本　　　社 104 中央区築地6－19－20　ニチレイ東銀座ビル （03）5550－9755

東京営業所 104 中央区築地6－19－20ニチレイ東銀座ビル （03）5550－9741

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西9－1－1　丸菱ビル （011）271－4038
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仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2　9　5　コア本町ビル （022）225－2205

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3　5　27　錦中央ビル （052）962－7458

大阪営業所 541 大阪市中央区久太郎町1－4－8　船場DIKビル （06）2616489

広島営業所 730 広島市中区東白島町14－15　NTT　CRED白島ビル （082）228－8283

高松営業所 761 高松市室町1905　宇川ビル （0878）682333

福岡営業所 812 福岡市博多区網場町8－31福岡松村ビル （092）2812651

マリンクロット・メディカル株式会社 本　　　　社 105 港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル （03）54709658

三　菱　電　機　株　式　会　社 本　　　　社 100 千代田区丸の内2－2　3 （03）3218－3232

情報システム製作所 247 鎌倉市上町屋325 （0467）46－6317

三菱電機東部コン
ピュータシステム

244 横浜市戸塚区川上町87－1 （045）825－5774

株式会社　　ミズホメディー 本　　　　社 841 鳥栖市藤木町5－4 （0942）85－0303

営業企画部 841 鳥栖市藤木町5－4 （0942）845494

仙台営業所 982 仙台市太白区長町7－19－39 （022）308　0626

東京営業所 111 台東区浅草橋3　20－12 （03）3861－7447

新潟出張所 950 新潟市愛宕1－4－15 （025）284－4078

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南2924 （052）7335266

大阪営業所 553 大阪市福島区福島1　2　7 （06）458－5711

四国営業所 790 松山市朝生田町620　1 （0899）43－4666

メ　バ　ニ　ク　ス　株　式　会　社 本　　　　社 153 目黒区下目黒2－18－3 （03）3495－0451

大阪出張所 534 大阪市都島区片町2－4－40SSRエンジニアリング㈱内 （06）356－4981

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 札幌支店 060 札幌市中央区大通西5－9－1 （011）281－5111

仙台支店 980 仙台市青葉区大町2　2－28 （022）225－5111

東京第一支店 103 中央区日本橋本町2　3　11 （03）3244－3000

東京第二支店 130 墨田区吾妻橋1　23　1 （03）56085841

東京第三支店 160 新宿区新宿6－2420 （03）5272－2001

横浜支店 231 横浜市中区太田町6－84－2 （045）662　1141

名古屋支店 460 名古屋市中区栄1－10－21 （052）232－6611

大阪支店 541 大阪市中央区平野町3　4－6 （06）203　5551

京都支店 604 京都市中京区烏丸通二条下ル （075）252ヨ881

神戸支店 650 神戸市中央区中町通2－3　2 （078）341－5501

株式会社　　ユニフ　レッ　クス 本　　　　社 113 文京区本郷3　26　4　ドルミ本郷7F （03）3816ゴ004
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－17－5　ステユディオ新大阪11F （06）323－8344

柏テクニカル＆
サービスセンター

277 柏市高田537－1 （0471）47－3751

横　河　電　機　株　式　会　社 本　　　　社 180 武蔵野市中町2－9－32 （0422）52－5742

ラジオメータートレーディング株式会社 本　　　　社 153 目黒区三田1－12－23 （03）5704－8001

札幌営業所 001 札幌市北区北10条西1丁目 （011）746－3390

仙台営業所 980 仙台市青葉区立町2－7 （022）268－3008

東京営業所 153 目黒区三田1－12－23 （03）5704－6556

金沢営業所 920 金沢市駅西本町1－14－29 （0762）31－4455

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3－17－4 （052）741－8211

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－5－36 （06）350－2000

高松営業所 761－01 高松市春日町1706 （0878）44－0880

広島営業所 730 広島市中区千田町1－4－18 （082）247－8421

福岡営業所 814 福岡市早良区城西1－8－36 （092）822－2135

和　　研　　薬　　株　　式　　会　　社 本社営業所 606 京都市左京区北白川西伊織町25 （075）721－8111

管理本部 606 京都市左京区一乗寺築田町38－7 （075）711－7171

東京営業所 101 千代田区神田須田町2－1　本間ビル8F （03）3258－0291

京阪奈営業所 610－03 京都府綴喜郡田辺町大字薪小字茶屋前4－1 （07746）5－2521

草津センター 525 草津市下笠町字辻出945－1 （0775）68－3661

大阪事務所 534 大阪市都島区片町1－2－12 （06）352－0156

和光純薬工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町3－1－2 （06）203－3741

東京支店 103 中央区日本橋本町4－5－13 （03）3270－8571

福岡出張所 813 福岡市東区松島3－22－30 （092）622－1005

広島出張所 735 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）285－6381

名古屋出張所 465 名古屋市名東区八前2－914 （052）772－0788

横浜出張所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－29－9 （045）314－4571

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－103 （048）641－1271

筑波出張所 305 つくば市天久保2－4－20 （0298）58－2278

仙台出張所 980 仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F （022）222－3072

札幌出張所 001 札幌市北区北10条西4　楠本第10ビル （011）746－5057



編集後記

　日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第26回大会

の開催に当って，恒例の展示目録を作成いたしま

した。

　第26回大会は，9月22日から日本コンベンシ

ョンセンター（幕張メッセ）国際会議場および国

際展示場で行われます。展示会は，前回と同じく

14，000m2の広さで，通路もゆったりとりましたの

で，参会者にも見易い展示会になると思います。

　ここ数年来，振興会（JACLA）は海外への広報

活動を活発にすすめて参りましたが，その成果と

して，今回アメリカ臨床化学会（AACC）が初め

て展示会に参加することになりました。またオー

ストラリア臨床検査工業会も昨年に引きつづいて

本年も出展することになり，米国からの出展会社

1社も加わりました。

　近年，JSCLA大会展示会は，臨床検査機器，検

査薬に関する世界的規模の展示会として，国内の

みならず広く海外からも注目され，米国はじめ海

外からの展示会見学者が急増しております。展示

各社におかれましても，この国際化の傾向にあわ

せて英文資料の準備などをよろしくお願い致しま

す。

　なお，今回初めて展示各社のご便宜をはかる目

的でバーコードシステムによる参会者サーベイを

実施いたします。展示各社のご協力により良い成

果が得られることを期待しております。

　第26回大会および展示会の盛会を祈ります。

　1994（平成6）年9月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Y．）

平成6年度展示委員

河村　俊郎

未益美智雄

大保寺　亘

二木　紘一

山田　光男

渡辺　　楷

（和光純薬工業）

（オリンパス販売）

（日立製作所）

（日水製薬）
（自動化振興会）

（ダイアヤトロン）

日本臨床検査自動化学会第26回大会展示会

1994　EXHIBITORS’CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会

　　　〒113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

印刷・壮光舎印刷株式会社

1994年9月22日印刷・発行

　　　　　　　　　　　（非売品・禁複写）
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