
日本臨床検査自動化学会第27回大会　出展会社一覧（50音順）

会社名　鶏 会社名　㌶ 会社名　鍔
國アイ・エム・アイ㈱．．．＿A－5 セファテクノロジヨ㈱．．．．．＿A－47 日本ベクトン・ディッキンソン㈱＿．B－5

アジア器材㈱．．．　　＿A－6 ㈱セロテック＿　　　．B－26 日本ミリポア㈱．．．．　　．．A－55

アスカ純薬㈱．．．．　　．．A－13 セントラルメディカルサプライ㈱＿A－39 日本ロシュ㈱＿．　　．．B－28

㈱アステックコーポレーション＿．A－12 ㈱セントラル科学貿易．．＿A－47 ㈱ネクサス＿　　　　＿A－42

㈱アムコ＿　　　　＿B－19 臼㈱ダイアヤトロン．．．　．A8 囚バイエル・三共㈱．．．　．℃－5

アロカ㈱．＿　　　　　．．C－3 第一化学薬品㈱＿　　．．A－49 バイオテック㈱．．．　　．．．A－27

㈱医学生物学研究所．．．．．．A－22 第一精密㈱＿　　　＿A－40 ㈱ピー・エム・エル＿　＿A－44

㈱エイアンドティー＿　＿C－1 ダイキン工業㈱＿＿．　．．A－50 ピーエム機器㈱．．．　　．．A－57

㈱エイヴィエル．．．　　．．A－35 大扇産業㈱．．．　　　．．．．G29 ㈱日立製作所．＿　　　．．C－11

栄研化学㈱．．．　　　．．B－10 ダイナボット㈱．．．　　．．．C－8 ファルマシ万㈱．．．　　　．．B－22

㈱エスエフシー新潟．．＿．C－27 大日本製薬㈱＿．　　．．A－32 フクダ電子㈱．＿．．．．＿．＿＿A－56

エム・シー・メディカル㈱．．．．B－9 ダコ・ジヤパ以㈱．．．　　．．A－59 富士メディカルシステム㈱＿．＿＿．C－16

エルマ販売㈱＿．　　。A－31 橘電気㈱．．．．　　　　＿A－52 富士レビオ㈱＿．　　．B－8
大塚製薬㈱．．．　　．．．．．．．．A－4 チバ・コーニングダイアカスティックス㈱．．B－4 物産メディカ々㈱．．．　．．C－30

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱．，，、，C－6 デイド㈱．＿　　　　＿B－24 プレシジョン・システム・サイエンス㈱＿C－7

小野薬品工業㈱．．．　．．B－14 テカンジャパン㈱＿．　　．．A－1 ベーリンガー・マンハイム㈱．．．．．．A－26

オムロン㈱．．．　　　．．A－37 ㈱テクノメディカ．．．　＿A－25 ヘキストジャパパ㈱．．．．．．．C－10

オリンパス光学工業㈱．．．．。C－12 デュポン㈱．．．　　　＿C－17 ベックマン㈱＿．　　＿B－18

オルガノ㈱．．．　　　＿A－19 テラメックス㈱．．．　　．．．A－58 ベリタス㈱＿　　　　．．A－20

オルガノンテクニカ㈱＿．．．．．A－24 テルモ㈱．．．．　　　　．．B－7 ㈱ヘレナ研究所＿　　＿A－2

國㈱カイノス＿　　　　＿C－9 デンカ生研㈱．．．．　　．．．．A－10 ペンタファームジャパソ㈱．．．，．B－20

片山化学工業㈱．．　　．．A－41 東亜医用電子㈱．．．　　＿．C－2 ホーメット㈱＿．　　　．．C－20

萱垣医理科工業㈱．．．　．．A－30 東芝メディ加以㈱＿　＿C－14 ■MAOS共同開発研究会．．．．A－16

関東化学㈱．．．　　　．．A－53 東ソー㈱＿　　　　　．．B－15 松下インターテクノ㈱＿＿B－2

㈱京都第一科学．．．　＿A－23 東洋紡エンジニアリング㈱．．．．A－45 マリンクロット・メディカル㈱．＿B－12

協和メデックス㈱．．．　．．A－51 東洋紡績㈱．．．　　　．．．B－14 ㈱ミズホメディー．．．　＿C－23

極東製薬工業㈱．．．　　．．G18 囲長瀬産業㈱．．．　　　．＿A－17 三菱電機㈱．．．　　　．．C－19

久保田商事㈱．．．．　　．．℃－25 ㈱ニチリョー＿　　　．．A－7 三菱事務機械㈱＿　　．．．B－11

グンゼ産業㈱．．．　　　．A－47 ㈱日科機＿＿＿．．．．　．＿C－15 ㈱メバニクス＿　　　．．A－29

国際試薬㈱．．＿．．．．．．　＿A－9 日科機バイオス㈱．．．　．C－28 ■山之内製薬㈱．．．．　　＿A38

㈱コスモテック＿　　．．B－6 日水製薬㈱．．．　　　＿A－15 ㈱ユニフレックス．．　．℃－21

小林記録紙㈱＿．　　．．C－26 ニットーボーメディカル㈱＿．．．A－18 腸ラジオメータートレーディング㈱＿A－54

咽サクラ精機㈱．＿　　　．．A－11 ㈱ニプロ．．．　　　　．．A－48 回和研薬㈱＿．　　　　＿．C－24

三共㈱＿　　　　　＿．A－14 日本ケミファ㈱．．．　＿．B－25 和光純薬工業㈱．．．　　．．C－4

三光純薬㈱．．．　　　．．A－34 日本光電工業㈱．．．　．．．B－27

シーアイエスダイアグノスティック㈱＿．C－22 日本サイワード㈱．．．　．．A－21

塩野義製薬㈱．．．．　　．．．．A－28 日本システムハウス㈱．．＿．．B－13 AACC（米国臨床化学会）．．S－1

重松貿易㈱．．．　　　．．．．B－23 日本商事㈱．．．　　　．．．．B－3 オーストラリア臨床検査工業協会．．S－2

㈱システムズ．．．　　＿B－17 日本DPCコーポレーション．＿A－16 日本臨床検査自動化振興会．．．．．．S－3

㈱島津製作所＿　　　＿B－1 日本テグトロメ㈱．．．　＿．A－3

㈱常光．．．　　　　　．．C－13 日本電気㈱．．．　　　．．A－46

真興交易㈱．．．　　　．．．A－36 日本電子㈱＿　　　　＿．B－16

積水化学工業㈱．．．　．．．．C－18 日本バイオ・ラッドラボラトリース㈱．．．A－33

㈱セコニック＿　　　＿A－43 日本ビオメリュー・バイテック㈱＿．．B－21
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A－1 テカンジャパン㈱ A－44 ㈱ピー・エム・エル B－26 ㈱セロテック

A－2 ㈱ヘレナ研究所 A－45 東洋紡エンジニアリング㈱ B－27 日本光電工業㈱

A－3 日本テクトロン㈱ A－46 日本電気㈱ B－28 日本ロシュ㈱

A－4 大塚製薬㈱ A－47 セファテクノロジー㈱ C－1 ㈱エイアンドティー

A－5 アイ・エム・アイ㈱ A－47 ㈱セントラル科学貿易 C－2 東亜医用電子㈱

A－6 アジア器材㈱ A－47 グンゼ産業㈱ C－3 アロカ㈱

A－7 ㈱ニチリョー A－48 ㈱ニプロ C－4 和光純薬工業㈱

A－8 ㈱ダイアヤトロン A－49 第一化学薬品㈱ C－5 バイエル・三共㈱

A－9 国際試薬㈱ A－50 ダイキン工業㈱ C－6 オーソ・クリニカル・ダィアグノスティックス㈱

A－10 デンカ生研㈱ A－51 協和メデックス㈱ C－7 プレシジョン・システム・サイエンス㈱

A－11 サクラ精機㈱ A－52 橘電気㈱ C－8 ダイナボット㈱

A－12 ㈱アステックコーポレーション A－53 関東化学㈱ C－9 ㈱カイノス

A－13 アスカ純薬㈱ A・54 ラジオメータートレーディング㈱ C－10 ヘキストジャパン㈱

A－14 三共㈱ A－55 日本ミリポア㈱ C－11 ㈱日立製作所

A－15 日水製薬㈱ A－56 フクダ電子㈱ C－12 オリンパス光学工業㈱

A－16 日本DPCコーポレーション A－57 ピーエム機器㈱ C－13 ㈱常光

A－16 MAOS共同開発研究会 A－58 テラメックス㈱ C－14 東芝メディカル㈱

A－17 長瀬産業㈱ A－59 ダコ・ジヤパン㈱ C－15 ㈱日科機

A－18 ニットーボーメディカル㈱ B－1 ㈱島津製作所 C－16 富士メディカルシステム㈱

A－19 オルガノ㈱ B－2 松下インターテクノ㈱ C－17 デュポン㈱

A－20 ベリタス㈱ B－3 日本商事㈱ C－18 極東製薬工業㈱

A－21 日本サイワード㈱ B－4 チバ・コーニング・ダイアクソスティックス㈱ C－18 積水化学工業㈱

A－22 ㈱医学生物学研究所 B－5 日本ベクトン・ディッキンソン㈱ C－19 三菱電機㈱

A－23 ㈱京都第一科学 B－6 ㈱コスモテック C－20 ホーメット㈱

A－24 オルガノンテクニカ㈱ B－7 テルモ㈱ C－21 ㈱ユニフレックス

A－25 ㈱テクノメディカ B－8 富士レビオ㈱ C－22 シーアイエスダイアグノスティック㈱

A－26 ベーリンガー・マンハイム㈱ B－9 エム・シー・メディカル㈱ C－23 ㈱ミズホメディー

A－27 バイオテック㈱ B－10 栄研化学㈱ C－24 和研薬㈱

A－28 塩野義製薬㈱ B－11 三菱事務機械㈱ C－25 久保田商事㈱

A－29 ㈱メバニクス B－12 マリンクロット・メディカ々㈱ C－26 小林記録紙㈱

A－30 萱垣医理科工業㈱ B－13 日本システムハウス㈱ C－27 ㈱エスエフシー新潟

A－31 エルマ販売㈱ B－14 小野薬品工業㈱ C－28 日科機バイオス㈱

A－32 大日本製薬㈱ B－14 東洋紡績㈱ C－29 大扇産業㈱

A－33 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱ B－15 東ソー㈱ C－30 物産メディカル㈱

A－34 三光純薬㈱ B－16 日本電子㈱

A－35 ㈱エイヴィエル B－17 ㈱システムズ

A－36 真興交易㈱ B－18 ベックマン㈱ S－1 AACC（米国臨床化学会）

A－37 オムロン㈱ B－19 ㈱アムコ S－2 オーストラリア臨床検査工業協会

A－38 山之内製薬㈱ B－20 ペンタファームジャパン㈱ S－3 日本臨床検査自動化振興会

A－39 セントラルメディカルサプライ㈱ B－21 日本ビオメリュー・バイテック㈱

A－40 第一精密㈱ B－22 ファルマシア㈱

A－41 片山化学工業㈱ B－23 重松貿易㈱

A－42 ㈱ネクサス B－24 デイド㈱

A－43 ㈱セコニック B－25 日本ケミファ㈱



日本臨床検査自動化学会第27回大会 会場案内図

A会場（1号館2階）

B会場（1号館1階）

入
口

C会場（2号館1階）

購

影姦蓑

「』1「＝

』●

ゴ

’

T 一
■

出展会社

　休憩室

　　　　P

出ロ

一

　　・

TOILET

一

展

事務局

懇、

せ　タ　A

難繋

懸
難瀦

　　　　　1　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　　　　ぷカお　　　　　　　　　ぷぷ　　　　　　　ぷむお

＝＝1＝＝＝＝＝＝＝J＝＝＝＝J

L＿L」　　　　1＿1－J
　　　　　　　　　　　　　　　ぷぷお　　　　　　 　ぷぷお

一1＝＝＝＝＝Il＝＝1－↓

i
i

休
　憩

　コ

　1
　ナ

　l

L　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　一　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿

回口

」

一回回

一　　　　　　■

L．．

搬入出口 L

lT°ILET

一一一一一一

二EV　　．

柵
軍

ヨ

1 難臨　一　一一

■

プ
ラトホ去

1
］

mllllllll

」1 w

　
　
　

　　　■

繰1・・ILET

1

搬入出ロ

一

一‘＝

一

一

搬入出口

搬入出口③

懸

藻灘

懸議

欝懸

1藩難

休憩所

1糠灘竃・

休憩所
　　　　C－30

C－29

回

回

搬入出ロ④

搬入出口⑤

回


