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ご　挨　拶

　この冊子は，1998年の日本臨床検査自動化学会第30回大会展示会に際して，今年度の各社現時

点での機器・試薬品を線覧したものである。同振興会の事業の1つとして毎回発刊され本年で23

回を数える。フロー式の自動化学分析機から始まってディスクリート式の機器，シングルからマル

チへ，ウェットからドライへ，専用機器の開発，免疫の諸反応を応用した自動機器，血液では血球諸成分の自動計測，種マの方

式による血液凝固・線溶因子の自動測定，発光を捕促する超微量の自動分析機など初回から概観すると，さながら検査領域の進

歩，改良とその促進の様相が手にとる如く理解出来る。

　さて，ここ2，3年で目立つのは自動搬送装置の登場である。この方式を含めて各機器のブラックボックス化がアクセル化し

ている。効率化，省力化，超微量化は検査システムにとっては大きなメリットであるが，これらを支えるマンパワーが如何に大

切であるかは論をまたない。さて，出展品は各社の最新の製品であり，明日からの診断に役立つことを期待したい。

　振興会の方々の御労苦に感謝する次第である。

平成10年9月16日

日本臨床検査自動化学会

会長茂手木　皓喜





　　　日本臨床検査自動化学会

第30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30回大会は9月17日休），18日働の2日間，2年ぶりに日本コンベンションセンター幕張メッセ

で開催され，例年通り学術講演と展示の2本立てで行われる運びとなりました。展示は恒例によって16日㈹の午後2時にテー

プカットを行い，2日半にわたって公開されます。

　1969年に本学会の前身である自動化研究会が設立されましたが，その目的とする産学協同で臨床検査関連の機器・試薬の開

発・発展を推進するにあたって，本学会および展示会の30年間にわたって果たした役割は，きわめて大なるものがあったといえ

ましよう。この間に，展示会は本邦で最大の規模となり，AACC，　MEDlCAとの交流も密接になって国際的にも高い評価を

頂くまでに発展いたしました。

　本年は第30回大会という節目を迎えるにあたり，特別講演（医学ジャーナリスト・宮田親平氏），教育講演（ドイツ・Ru－

precht　Keller博士），パネルディスカッション（明日のラボラトリーマネージメントへ向けて）を企画いたしました。また，

本学会委員会報告の公開フォーラム（いま一般検査をめぐって）を開催いたします。本フォーラムでは臨床3学会から特別発言

を頂く予定になっており，多数の参加が見込まれております。また自動化学会誌「30周年記念号」も振興会の協力のもとに編

集し発行の予定であります。

　また，展示会においては，30年を回顧して本学会創立当時の機器（テクニコンAA－1ほか）・試薬などの歴史展示を行なう予

定であり，また振興会編集の小冊子「30th臨床検査の自動化とともに」を展示会見学者全員に差しあげる予定であります。ま

た学会および振興会のホームページ（URL：httO：／／village．infOweb．Or．jO／～fvgh　9010／）を振興会ブースで公開いたしま

す。

　本展示会の開催にあたり，関係者各位のご苦労に厚く感謝いたしますとともに盛会を祈ってご挨拶と致します。

平成10年9月16日

日本臨床検査自動化振興会理事長

日本臨床検査自動化学会第30回大会長

茂手木皓喜
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1．分光光度計（Spectrophotometer）

会　　　社　　　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

希望価格商　　品　　名

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

島　津　製　作　所
CL－770 325～1，100 260 36．5×42．5×39 26

2．電解質測定装置（炎光法）Electrolyte　Analyzer（by　Flame　Emission　Method）

会　　　社　　　名
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

希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種類 外部／内部 有・無 V／A W×DxH
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

480 75～540 3 内部 無 720 42×54×59 31

カ　　　イ　　　ロ　　　ン

3．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Setective　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

特　長　・　備　考

EAO5 28 300 Na，K，Cl 内部 有 100／4 8〔｝×50．3×45．2 67 695

エイアンドテイ　ー
〃　06T ノノ 150 〃 ノノ ノノ 100／2．5 26×60×59 35 385

〃

〃　06R 〃 ノノ 〃 ノノ ノノ ノノ 49×47．7×59 38 435

自動電解質分析装置

AVL　9180
95 50～60

Na＋，　K㌔Cl－

Ca＋＋，　Li＋ 内部 有 100／1．4 31．5×29．5×

33．5
6 128～132 Cl－，　Ca＋＋，　Li＋の選択が可能

エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル
　　〃
〃　988－3

120 50～90 〃 〃 〃 100／1．6 30×27×34．5 11 210．7～
264．4

〃

自動電解質分析装置AVL　988－4

〃 〃
pl工Na＋，K＋，
Ca＋＋

〃 〃 〃 〃 ノノ 284
〃

　　〃
〃988－4Mg

〃 〃
pH，　Na㌔1＞㎏拝

Ca＋＋
ノノ ノノ 〃 〃 〃 30657

エム・シー・メディカル
NOVA　CRT－16 385 45 8 内部 有 100／2 52×53×49 41 550 米国・NOVA　Biomedical社製

644 65 50 3 有 30 30×25×22 4

カ　　イ　　　ロ　　　ン
654 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃

スポットケムSE
SE－1510

20 1分／検体 Na＋，　K＋，　CI一 外部 無 30 20×22×15 3．8 95
京　都　第　一　科　学
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CIM－300 50 180 3 内部 有 150 54×45×28 30 450

島　津　製　作　所

IS－50　C 190 70 Na＋，K＋Cl一 内部 無 100／0．3 16×22×25 4 220 透析液モード有り

常　　　　　　　　光
〃　－50L ノノ ノノ Na＋，K＋，Li＋ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－200 30 200 Na㌔K＋〇一 〃 有 100／2 42×49×50 32
ノノ

〃　－100 95 150 〃 〃 〃 〃 30×35×40 18

EX－180 〃 120 〃 〃 〃 〃 28×31×32 〃 280 透析液専用モード有り
〃

〃　－180L 〃 〃 Na＋，K＋，Li＋ 〃 〃 〃 〃 〃 採血管より直接吸引可

〃　－2000 30 180 Na＋，K＋ρ一 〃 〃 〃 36×54×57 35 採血管より吸引可能
〃

STAX－II 100
Na＋，K＋，Cr，

（Ht） 内部 有 300 26×40×38 20
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

アイ・スタット100 40～80 20 8 9Vアルカリ
乾電池

6．9×20．3×5 0，510 95 Na，K，Ca，Cl，pH，Glu，BUN，Hct
（専用カートリッジ使用）

扶　桑　薬　品　工　業

エリーゼ 50 120 2～6 内部 有 100／50 64×46×54 23 量曝鞠舗および
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

SERA－520 120 150 Na＋，K＋，Cl一 有 120 28×36×49．5 20 380

堀　場　製　作　所
〃　　－212 150 50 Na＋，K＋ 無 100 28×31×43 15 190

〃　　－222 〃 〃 Na＋，K＋，Cl一 〃 〃 〃 〃 230
〃

〃　　－232 〃 〃 Na＋，K＋£a2＋ 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　－252 〃 〃 Ca2＋，pH 〃 〃 〃 〃 200
〃

4．簡易分析装置（Analyzer　for　SimpEified　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

ニコカードHbAlc 5 HbAlc 19×16×7 0．7

エム・シー・メディカル
〃　　CRP 25 CRP

ラクテート・プロ
LT－1710

5 1分倣体 血中乳酸値 電極法 84×55×15 0．05 6．5

京都　第一　科学 グルコカード
GT4630

〃 30秒／〃 血糖 〃 〃 〃 1．1 販売：ヘキスト・マリオン・ルセル



10 細胞計測器Z1型 10 120 細胞計数 電気抵抗法 100／0．5 26×35×44 13．5

コ　　ー　　ル　　タ　　ー

ルナスピン 90～120
専用試薬ローター

13分微体 15 吸光度
光度法 100～200 15．3×29．2×24．2 6．9 248 全血測定可能

キャリブレーション不要携帯型
第　一　化　学　薬　品

デキスターZ 3～4 30秒／1テスト GLU 酵素電極法 リチウム

3V×2
8．1×6．6×2．5 0．1 1．43

バイエル　・三共
アントセンスII 5～50 60秒／テスト 〃 〃 100 19．5×11．5×5．5 0．6 19．4

アドバンテージ 　9
（全血）

専用試験紙 40秒／テスト グルコース 酵素電極法 3Vリチウ
ム電池×2 9×6×1．6

　O．08
曙池装着時） 1．27

山　之　内　製　薬

5．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
特　長　・　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 86．5×62．2×52．2 76 760

エイアンドテイ　ー
GAO3T 〃 160～200 〃 ノノ 100／2．5 26×60×59 35 385

〃　03R 〃 〃 〃 〃 〃 49×47．7×59 38 435
〃

グルコースオートアンド
スタット　　　GA－1150

4 23秒／検体
GOD膜過酸化
水素電極法

160 41．2×40．7×41 22．5 260

京　都　第　一　科　学
〃　　　GA－1160 30 20秒／〃 〃 200 52×57×51 46 730

フォトB－HメーターV 50 無 1 比色法 90 27×33×14 9 55 新生児総ビリルビン測定
三　　光　　純　　薬

APEC
グルコースアナライザー

10 85 グルコース 固定化酵素 100／7．5 27．7×27．7×36．5 16 198

セントラル科学貿易

グルコースアナライザー
HEK－60

4 100 グルコース GOD膜
H202電極

150 35×45×32 23 290

東　　洋　　紡　　績
ラクテートアナライザー
”　－60L

ノノ 〃 ラクテート 〃 〃 〃 〃 〃

DCA　2000システム 1 6分／テスト IlbAlc微量
アルブミン，
クレアチーン

ラテックス

凝集阻止反応
100 24．1×23．9×27，2 5 29．8

バイエル　・三共

6．多項目自動分析装置（Automatic　Multi－Purpose　Analyzer）

サンプル量 試薬使用量 処理能力 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 μ／／検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考
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TBA－200　FR 2～35 150～360
最大2，000
テスト／h

100 3K 189×112×110 680 5，200
アボット東芝
ダイアグノスティックス

〃　－20FR 2．5～40 240～600 200　　〃 32 1．5K 120×80×105 330 2，000

〃　－30FR 〃 〃 320　　〃 〃 〃 〃 360 2，300
〃

〃　－80FR　NEO 2～40 200～480 800　　〃 50 3K 144×90×169 420 3，950

〃　－40FR 〃 200～600 400　　〃 35 1．5K 120×80×105 360 2，500
〃

502X 2～40 5～250 max　300 60 3K 156×144×90 500 4，300

エイアンドテイ　ー

エム・シー・メディカル
U－240Ultra 2～30 240 24 65．7×52．9×48．5 60

AU　1000 2～30 25～350 21500テスト／h 35 4K 244×102×131 830 オプションISE仕様
オリンパス光学工業

〃　600 〃～50 〃～300 1，200　　〃 51 〃 168×80×121 480 オプションISE，試薬仕様

〃　400 〃 〃 800　　〃 ノノ 3．5K 145×76×121 420 オプションISE仕様
〃

Express　Plus 3～30 50～400 26 580 102×59×56 76．5

カ　　　イ　　　ロ　　　ン

CL－8000 2～40 20～400
800テスト／h
（ISE付）

67
（ISE） 2K 98×76×118

（本体）
300 2，800 HbAlc測定，リモートメンテ

島　津　製　作　所
〃　－7200 2～30 〃

1050テスト／h
　　〃

33
（〃） 3K 152×101．5×

118（本体）
550 3，200

〃　－7300 〃 〃
1，650テスト／h

　　〃

63
（〃） 4K 223×10L5×

118（〃）
850 4，600

〃

aca　star 5～500
パックに
封入済

95 70 3K 127×82×140 323 2，500

デイ　ドベーリング
Dimension　RxL 2～60 平均400 920 51 〃 157×76×150 340 3，500

MIRACLE－ACE　919 3～30 25～300 90～240 24 1K 66×75×55 100 1，600

ニ　　　　プ　　　　ロ

U－240Plus 2～30 20～300 240 24 100／5 66×53×48 60 卓上型，ラテックス試薬可
日本テク　トロ　ン

〃　Neo 〃～60 〃～330
　　〃
（ISE付480）

　24／36
（ISE＋3）

100／6 78×63×50 70 〃　　（ISE：オプション）

JCA－BM　8
クリナライザ

　2～30
（0．1μ以テップ）

　15～150
ω，1μ1ステップ）

1250テスト／h
（ISE付）

103（ISE付） 3K
分析部1甜．5×80×120．4

操作部71．5×70×132
600 3，950

検体前希釈（1～5625）倍
最終反応液量80μ1

日　　本　　電　　子 〃　－BM　12

　　〃
〃 ノノ 1650　〃

（〃　）
〃 〃 〃 〃 4，800 ISE：オプション

〃－HR2100
　　〃

　2～30
（1μ1ステツプ）

第1（130～370）

第2（60～260） 300　〃 35 3．5K
分析部1磁．5×16L5×12．5

操作部71．5×132×70
863 〃 フルランダムアクセスマルチ

ノノ

〃　－IIR2200

　　〃
〃 〃 〃 〃 5K ノノ 993 6，100 〃
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〃

〃　－HR　2300

　　　〃

　　2～30
（0．1μ1ステップ）

　15～150
（0．1μ1ステツプ）

1250　〃
（ISE付）

43 7K
分t蜘45×1θ．5刈2，5

操作部71．5×132x70 1，493 8，700

〃　－HR2400
　　　〃

ノノ 〃 1650　〃
（　〃　）

〃 9．5K ノノ 1，628 9，600

opeRA 2～30 325～400 420 27 100／20 119×90×136 301 1，600 オイルテクノロジー採用

バイエル　・三共

7600－010 2～35 150～380
最大800
テスト／h

　　　44

（ISE付47）
200／20 240×110×114．5

（分析部のみ）

約75｛｝

（分析部のみ）

日　立　製　作　所
〃　－020 〃 〃

〃　1600
　ノノ

　　　86

（ISE付89）
200／30 360×110×114．5

（　〃　　）
約1励
（　〃　）

〃

〃　－030 〃 〃
〃　2400
　〃

〃 200／40 480×110×114．5
（　〃　　）

約］35｛1

（　〃　）

〃　－110 〃 〃
〃　3200

〃

　　　60

（ISE付63）
200／30 360×110×165

（　　〃　　）

約12朋

（　〃　）

〃　寸20 〃 ノノ 〃　4000
〃

　　　86

（ISE付89）
100／40 480×110×165

（　　〃　　）

約1500

（　〃　）
〃

〃　－210 ノノ 〃
〃　5600

〃

　　　76

（ISE付79）
ノノ

　　　　〃

（　〃　　）
約1650

（　〃　）

〃　－220 ノノ ノノ 〃　6400
〃

　　　86

（ISE付89）
200／50 600×110×165

（　〃　　）

約195｛1

（　〃　）
〃

〃　－310 ノノ 〃
〃　8000

〃
〃 〃

　　　　〃

（　　〃　　）

約2］〔｝0

〔　〃　）

7170S ノノ

150～355 800テスト／h 86（ISE付
　　　　　89）

100／30
分析部：138×77×117

操作部：65×75x136 約400
ノノ

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

〃 §鞠il）設認， 分析部珊

操作部50

7020 2～35 180～500 200　〃
36（ISE付
　　　　　39）

100／15 72×72×108．5 約190
ノノ

シンクロンCX　g　ALX 3～ 200～ 900 33 200 189×77×176 516
メンテナンスフリー・試薬／検体ノミーコード対応

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

COBAS　INTEGRA　700 2～100 5～200 855テスト／時 72 200／15 144．5×80×115．5 420 寸法・重量は本体のみ
ロシュ・
ダイアグノスティックス

〃　　MIRA　Plus 2～95 100～600 132テスト／時 30 100／15 73×58×64 100

キーシス 3～25 20～250
10分法／120
20分法／60

100／10 87×73×77 170
〃

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

特　長　・　備　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムSP－4420 5～7 5～12分 生化学22 150 30×38×23 12 250
京　都　第　一　科　学

ビトロス950 10又は11 最大900テスト 43 4K（200V） 170×99×140 681

長　　瀬　　産　　業
〃　　250 〃 最大250　〃 〃 1．2K（100V） 115×71×120 272
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富士ドライケムオート5 5～10
（50）

400
（140）

24
（3） 1．2K

100×80×115
90（操作面）

250 1，600
（340） 電解質はオプション

富士メディカルシステム
〃　　　5500

10

6（GLU－W）
100 24 500 59×47×30 30 340

〃　　　800 50 1min／検体 3 20 19×28×11 2．5 95 電解質専用
〃

〃　　　3030
10

6（GLU－W）
60 25 300 40×38．5×28 18 265

〃　　　100タイプN 10 2min／検体 1 30 19×28×11 2 37
〃

〃　　　100タイプG 6 2～6min／検体 ノノ 〃 〃 〃 33

卓上型生化学検査システム
レフロトロンS

30．0±1．5 20～30 16 100／0．4 30×35×19．5 5．8 165 全血で測定可能

山　之　内　製　薬

レフロトロンS 30 16 40 30×35×19．5 5．8
ロシュ・
ダイアグノスティックス

富士ドライケイム 5～10 400 24 1．2K 100×80×115 250 1，520

和　光　純　薬　工　業

AUTO－5 50 140 3

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 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

GEM一プレミア 200 15 電極法 7 100／1 30．5×26．7×41．7 13．4 380 メンテナンスフリー
専用カートリッジ使用

アイ　・エム　・アイ

血液ガス．電解質，コ・オキシメトリーメダポライツ分析システ

ム　AVL　OMNn　モジュラーシステム　AVL　OMNI　l
35 40 電極法 4 100 53×47×42（60） 40 1，080 ガス　ボンベ不要

エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル
〃　　　　OMNI2 35～80 38 〃 5 〃 〃 〃 1，220 〃

〃　　　　OMM　3 〃 〃 ノノ 10 〃 〃 〃 1，480 〃

〃

〃　　　　OMN［4 35～70 40 〃 9 〃 〃 ノノ 1，380 〃

〃　　　　OMNI5 35～110 36 〃 10 〃 〃 〃 1，520 〃

〃

〃　　　　OMNI6 ノノ 〃 〃 15 〃 〃 〃 1，780 〃

〃　　　　OMNI7 35～130 27 〃 11 〃 〃 〃 1，480 〃

〃

〃　　　　OMNI8 35～170 〃 〃 12 〃 〃 〃 1，620 〃

〃　　　　OMNI　9 〃 25 〃 17 〃 〃 〃 1，880 〃

〃

全自動血液ガス分析装置
AVLコンパクト2

50（25） 30 〃 4 ノノ 34×3ユ．5×34 13 370 測定時間20秒

　　　　〃
〃　COMPACT　3

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃

〃
ラップトップ型血液ガス分析装置〃　OPTI　1

80 20 蛍光法 〃 100又はバ
ッテリー 36×23×12 5 210 カセット方式／ポータブル
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ノノ

ラップトップ型血液分析システム

　〃　OPTI　CCA
135 15 〃 9 〃 〃 〃 220 〃

コ・オキシメーター
〃　コ・オキシライト912

40 40 光度計法 6 100 31．5×50×45 31 510

〃

自動血液ガス分析装置
　〃　9110

25 40～50 電極法 1 〃 31，5×29，5×33，5 6 150

スタットプロファイル
ウルトラ

225（マイクロ

モード80）

22
（48） 電極法 13 100／2 56×58×46 32 1β80 米国・NOVA　biomedica1社製

エム・シー・メディカル

カ　　イ　　　ロ　　　ン
860 125 40 9 400 57×51×48 29．5

348 95 〃 7 80 39×38×38 13．1

センデックス寸00 160 40 マイクロ
センサー

19 100／2 20×22×23 6 395 ヘマトクリット実測
常　　　　　　　　光

スタットパル2 500 30 〃 14
充電式バッテリー

37×13×6 1．4 195 ポータブル型ガス

JBA－200 150 ノノ 電極 ノノ 100／2 33×34×45 26
〃

GS－10 50 ノノ ノノ 〃 〃 34×31×34 13 270 ディスポ式電極

GASTAT－3 100 30 電極式 3～7 200 33×41×43 25 ボンベレス
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

　　　　　・　　　　　．〃　　　　－mln1 50～100 20 〃 ノノ

23×10×7 1．2 ディスポ電極

IL　1710 90 40 電極法 16 115 41×47×51 46 720 インストゥルメンテンション
ラボラトリー社製

東　　　　機　　　　貿
〃1725 270 〃 〃 33 〃 〃 ノノ 1，140 Co－oximeter内蔵

AVL　OMNI
モジュラーシステム 35～170 25～40 電極法 4～18 100 53×47×42（60） 40 1，080～

L880 輸入元：㈱エイヴィエル
長　　瀬　　産　　業 AVL

コンパクト3
55 32 ノノ 4 〃 34×31．5×34 13 500 〃

　〃

OPTI　CCA
135 12 蛍光法 9

100／1．1

又はバツテリー 36×23×12 4 220 〃

〃

アイ・スタット200 40～100 20 電極法 3～7 9Vリチウム
電池

6．4×21×5．2 0，443 150
pH，　PO2，PCO2，Na，　K，Ca，Cl，Glu，

BUN，Ht（専用カートリッジ使用）
扶　桑　薬　品　工　業

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
特　長　・　備　考

AES　630 25．50 155 セパラックスSP
ザルトリウス

100／10 140×70×150 280 オートサンプラー付もあり

オリンパス光学工業
〃　320

ノノ 60 〃 〃 98×67．5×148 220 自動解析プログラムもあり

EPA－696 25 72 セルロース
アセテート

100／1．4 68×42×41 30 750 別途パソコン要
島　津　製　作　所
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CTE－8000 25 213 セパラックスSP
ザルトリウス

100／10 116．9×75．7×
118．7

280 検体自動搬送
常　　　　　　　　光

〃　－1800 〃 100 〃 〃 92×65×117 150 病態解析プログラム

〃　－780 〃 65 〃 〃 〃 〃 850 50，000検体メモリ
〃

〃　－150 〃 45 〃 100／5 72×66×95 〃 650

ALC－760 〃 65 セパラックスSP 100／10 92×65×117 〃 アイソザイム全自動機
〃

LIP－380 〃 48 PAGゲル 〃 92×65×50 〃 リボ蛋白全自動機

エパライザ 25 50 100／6 80×58，5×57．6 110 970
ヘ　レ　ナ　研　究　所

REP 50 60～90 100／20 91×75×147 170 〃

10．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatu＄）

サンプル量 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 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

電子冷却泳動装置TC－3 0．4～0．8 セルロース膜 100／0．4 26×47×24 25 42．5

萱垣医理科工業
1～3

アガロース
フイルム他

〃

電子冷却ECP－10
寒天
アガローズ

100／2 31×41×20 15 35

常　　　　　　　　光
等電点Eセット セパラックス

EF
100／1 30×30×10 2 14．5

パラゴンCZE　2000 N／A 74×58×53 約60 980 第一番目の報告まで15分
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

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
特　長　・　備　考

ADC－20　RS 200 0．1～0．2 インクペン 100／3 42×53×30 34 260

萱垣医理科工業

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

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

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

アプレイズ 感熱 350
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン
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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 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

HLC－727　AG 100 17 350 55×65×120 130 1，000 1，5AG分析計
カ　　イ　　　ノ　　ス

ハイオートA1、　HA－8150 3 1．9分／検体 700 25．8×55×41．1

75×47×17
124 1，250

京　都　第　一　科　学
〃　　　HA－8140 3 4分／〃 430 151×59×44．9 98．5 1，000

ハイオートGAA
GAA－2000

33 5分／〃 700 73．5×60×39．2
48．4×60×39．2

118 1，350
〃

HLC－723　GHb　V 3 27 210 55×58×50 72 610

東　　　　ソ　　　ー
〃　－725CA 600 3 630 119×65×43 130 880

〃　－726VMA　II 350 17 750 65×65×117 200 820
〃

〃　－727AG 100 27 350 55×65×120 130 1，000

HLC－723　GHb　V 3 27 100／2．1 55×57．5×49．8 71．5

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

JLC－500　AminoTac 1～200
加水：25分
生体：60分

1．2 95×75×90 250 1，800 アミノ酸自動分析機
日　　本　　電　　子

13．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　社　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特長　・備考

オートチューブ丸底
オートチューブ丸底は，自動化学会醗サイズ（13φ×75㎜）の試囎で，バーコードを貼りやすい設計になっております

ア　ジ　ア　器　材
〃　　　自立型

オートチューブ自立型は，丸底と同様の仕様で，少量検体にも対応出来るよう

スピッツタイプになっております

ルミネッセンスリーダ
BLR－201

約100 約41×38×35 約17
ア　　　　　ロ　　　　　カ

　　　　　〃
BLR－301

生物化学発光測定装置
（活性酸素・ATP・白血球倉食能などの測定）

約150 約37×53×36 約23
マイクロプレートルミネッセンスリーダ

Lucy　1

2試薬分注機能・振とう機能・温度コントロール機能を標準装備し，発光測定と

吸光度測定の両方に使用できる96穴マイクロプレートリーダ 200以下
本体：約60×50×34
分詰磁1㌦

約32
約9

ノノ

　　　　　　〃
Lucy　2

2試薬分注機能・振とう機能を標準装備

発光測定と吸光度測定の両方に使用できる96穴マイクロプレートリーダ 45以下 約46×35×26 約11



穣医挙（ド～IA）機器

免疫血清検査機器
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14eラジオイムノアッセイ装置（instrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

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

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

ア　　　　　ロ　　　　カ

オートウェルガンマシステム

ARC－380　CL RIA各種
　　　ノノ
〃　－1000M

〃

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

会　　　社　　　名
測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

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

全自動マイクロプレート
EIA装置 市販ELISA 項目による 項目による 項目による

ア　　　　　ロ　　　　カ
Plato　3300シリーズ キットに対応 〃 〃 〃

〃

〃 〃 〃 〃 約350 約90×71×67 約75 検体分注から測定まで

〃　　1300シリーズ 〃 ノノ ノノ 〃 全工程を自動化

MAOS－2 多数 10～200 200 50～200 500 78×75×69 140 1，350 検体希釈→濃度算出

医学生物学研究所

AIA－21 29 10～125 120 パツク 1K 98．5×73．5×135 200 2，280 東ソー㈱製
栄　　研　　化　　学

〃　－21LA 〃 〃 〃 〃 〃 （98．5＋25）×〃 ノノ 2，480 〃

〃　－1200i 〃 〃 〃 〃 ノノ 99×74×123 280 〃 〃

〃

〃　－600 〃 〃 〃 ノノ 250 80×59×40．5 68 800 〃

〃　－1200XL 〃 〃 〃 〃 1K 99×74×123 300 2，730 〃

〃

SPHERELIGHT　180 26 180テスト／h 15 125×75×65
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 専用試薬
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

〃　　（〃－15B） ノノ 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 1，800 バーコード試験管対応

スポットケムバイダス
SV－5010

HIV他
計43項目

項目により
異なる 最大36

プレパツク
方式

100／1．8 54×53×44 38 480
京　都　第　一　科　学

AP－960
全自動プレートEIA

30 960 300 100／15 92×75×68 80 1，600

協和メ　デ　ッ　ク　ス

ASSAYMATE
最大8項目ランダムアクセス

20～300 288 100 〃 88×56×64 120 〃
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エルジアオート 1撫総 20～100 180 600 87×69×46 85 1，200

国　　際　　試　　薬

SJeiaオートリーダII 138 39×38×21 10 240 マイクロプレートリーダー
三　　光　　純　　薬

デイ　ドベーリング

べ一リングエライザ
プロセッサーm

市販ELISA
キットに対応 項目による 項目による 項目による

分析部
450 115×58×60 136 1，980万

オープンシステム
最大10プレート測定

スクリーニングロボット
ジェネシスワークステーション

アツセイ
による

1500 800 142×73×94 122 2，990～

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

AIA－21 30 10～125 120 パツク 1K 98．5×73．5×135 200
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－600 〃 〃 60 〃 250 80×59×40 68 800

MPR－A　4　i　II 35秒／プレート 50 21×30×12．5 6 78 マイクロプレートリーダ
〃

ID－1000 8 10～100 最大257 100／15 96×75×51 155 960

東　　洋　　紡　　績

AIA－600 29 10～125 60 パツク 250 80×59×40 68 東ソー㈱製
日　　水　　製　　薬

AIA－1200　i 〃 ノノ 120 〃 1K 99×74×123 300 〃

〃　－1200XL 〃 〃 〃 ノノ 〃 99×64×123 〃 〃

〃

〃　－21 〃 〃 ノノ ノノ 〃 98．5×73．5×135 200 〃

パーソナルラボ 20～200 50～350 460 66×65×61 約75 950
マイクロプレート固相EIA装置

日　　本　　商　　事
アッセメイト 〃～300 〃～350 690 88×56×64 約120 1，600 〃

セローノSRI 300 76×63．5×48．5 66 1，500
〃

MAOS－2
プレート
EIA 10～200 192 50～200 100／5 77．5×75×68．5 140

日　本　D　P　C
MAOS－4 〃 ノノ 384 〃 100／9 124×75×138 200

バイダス HIV，E2
クラミジア等計48

項目により
異なる 最大90

プレパツク
方式

100／3 81×53×41 53 1，500
日本ビオメリュー・
バイテック ミニバイダス 〃 〃 〃　36 〃 100／1．8 54×53×44 38 480

バイエルイムノ1
AFP，　CEA
PSA等計25 1～65 120 460 200／15 165×74×137 426 1，850 オイルテクノロジー採用

バイ　エル　・三共

MAOS－4
プレート
EIA 10～200 384 50～200 900 124×75×138 200 日製産業㈱製

MAOS共同開発研究会
〃　－2 〃 〃 192 〃 500以下 77．5×75×68．5 140 スズキ㈱製
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ロシュ・ダイアグノスティックス

COBAS　CORE　II EIA全般 3～250 150 10～470 1K 99×66×76 110 2，300

ES　300 〃 1～200 100 0～1，000 800 98×60×55 93

〃700 〃 5～200 100～200 400～1，000 1．3K 119×77×117 240
〃

16．蛍光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 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 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

エルジアF300 20～100 40 600 76．5×71．5×49．8 106 900

国　　際　　試　　薬
〃　　F750

腫瘍マーカー，HBV

マーカrHCVマー
カー，ホノぽン，分子マーカr甲状腺そ

の他、12’1 〃～200 120 1．2K 105×72×70 108 1，200

サンオートFE
便中ヘモグロビン

ろ紙 80 500 900 106×74×101 250 1，150 便中ヘモグロビンオート測定装置

三　　光　　純　　薬

クリプターシステム 14～70 約70 80～136 100／15 94×71×70 105 未定 液一液ホモジニアスアッセイ法
シーアイエスダイアグ
ノスティック

LPIA－A　700 3～70 118テスト／h 20～250 1．5K
本体：95×71×60
Uボックス：：もx65×50

250 三菱化学社製
ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

IMXアナライザー 36以上 150 15～40分 700 70×63×36 43

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト

AxSYMアナライザー 〃 83～275 80～120 1．8K 159×83×120 275 1，580

オープスアナライザ 18 10～ 75 330 66×58，4×40，6 34 700

デイ　ドベーリング

スクリーニングロボット
ジェネシスワークステーション

アツセイ
による

1，500 800 142×73×94 122 2，990～

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

ユニキャップ100 特異1gE 40 48T／2．7hrs 550 68×60×44 46 230 コンパクト

非特異1gE 〃 〃 S－lgE，　T－lgE同時測定

17．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Nephelometric　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 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

アレイ360システム 28 7～20 80 47 100 91×61×66 68 600

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン
IMMAGEイムノケミスト
リーシステム

16 3～8 180 21 〃 IIO．5x64．8×76，2 123 1，800
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18．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 μ／ 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

502X 同時
111ax　60 2～40 max　300 5～250 3K 156×144×90 500 4，300

エイ　アン　ドテ　ィ　ー

LX－6000 17 2～40 300 5～250 100／300 90×156×144 500 4，300 ㈱A＆T製
栄　　研　　化　　学

〃－2500 26 3～80 130 50～300 100／50 75×105×126 230 2，600 〃

〃－2200 17 5～80 150 30～300 100／60 100×65×72．5 160 960 アロカ㈱製
〃

〃－M 22 45 100／30 60×44×55 47 980 ㈲多摩精機製

EL－1060 19 20 300 280 100／10 71×70×62 98 1，600

協和メ　デ　ッ　ク　ス

HM－JACK 1 12 180 90 320／15 50×55×50 50 480 便潜血測定装置

DM－　〃 3
Glu

IIDA1　　］

15AG　15
〃 R－1240

R2　60
〃 42×43×40 25 850 糖尿病関連項目分析装置

〃

LPIA－S　500 40 3～50 150テスト／h 20～300 1K 本体：69×75×53
Uボックス：23×46×40

150 三菱化学社製
ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

〃　－A700
ノノ

〃～70 118　〃 〃～250 1．5K
本体：95×71×60
Uボックス35×65×50

250 〃

免疫凝集測定装置PAMIA－30

12 10 45テスト／h 480 64×54×43．5 65

東　亜　医　用　電　子
ノノ　竺50 20 10 120　〃 1050 105×58．5×79．5 122

バイエル・イムノ1 4 2～11 120 300 200／15 165×74×137 426 1，850 オイルテクノロジー採用
バ　イ　エ　ル　三　共

19．レーザーネフェロメータ（LN） （lnstrument　for　Laser　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 μ／ テスト／h μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

べ一リングネフェロメーターII 血漿蛋白
腫瘍マーカー 10～100 225 40 450 124×63×72 160 2，500

デイ　ドベーリング

20．免疫比濁測定装置（tnstrument　for　Turbidometric　lmmuno　Assay）

測定項目 サンプルi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／ テスト／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考
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ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

LPIA－S　500 40 3～50 150テスト／h 20～300 1K 本体：69×75×53
Uボックス：23x46×40

150 三菱化学社製

〃　－A700 〃 〃～70 118テスト／h 〃～250　　　　「 1．5K
本体：95×71×60
Uボックス：35×65×50

250 〃

日　本　D　P　C

DPCイムライズ 最大12 5～75 120 項目により
　異なる

100／10 107×63×41 109 800

〃　　　　2000 〃　24 〃 200 〃 200／6 152×119×66 403．7 2，400

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ルミスポット
AL－1000

6 10～100 100 40 100／7．5 75×68×113 230 1，980 アロカ㈱製
栄　　研　　化　　学

アマライトアナライザー 14 10～200 51×74×31．5 35 400
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

ビトロスECl 11 〃 90 110×75×135 360 1，980

MAST専用ルミノメータ
（MM－0100）

26 2000r750 640 1，300 80 32×39．5×20．5 14 400 MAST専用測定装置
カ　　イ　　ノ　　ス

ACS：Centaur 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×131 545
カ　　イ　　　ロ　　　ン

：180SE 13 〃 180 〃 〃 149×59×61 160

ケミルミアナライザー
ACS　180　Plus

25 50 180 250 100／8．5 149×59×61 160 2，000

協和メ　デッ　ク　ス

ピコルミ8220 700 95×71×66 130 1，750 電気化学発光測定装置
三　　光　　純　　薬

LUMIWARD（ルミワード）
イムノアッセイシステム 特異lgE 25 50 25～200 100／15 100×64×47 91 1，800 全自動ランダムアクセス

塩　野　義　製　薬
総　IgE 10 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

JIA－FS　150

ルミクイック 20～100 150テスト／h 1K
分析部：95x74×102
操作部：64×65×143

280 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

28 10～100 最大100 99×47×61 91 1，800
コンティニュアスランダムアクセス機
能緊急検体割り込み可能，全自動

第　一　化　学　薬　品

スクリーニングロボット
ジェネシスワークステーション

アツセイ
による

1500 800 142×73×94 122 2，990～

デカ　ン　ジ　ャ　パ　ン

AIIegro　Lite 12～200 最大170
項目により
異なる

400 133×65×62
本体
90

日本メジフィジックス



ルミパルス∫（フォルテ） 25 10～140 120 項目により
異なる 2K 125×80×150 404 1，950

富　士　レ　ビ　オ

CLP－1 100／3 44×26×46，4 25 試薬開発用　化学発光測定装置
プレシジョンシステム
サイエンス

〃　－II 100／5 86×73×57．2 95 　　　　　ノノ

100検体搭載可能

ルミノプロット 100／3 35×40×27 20
マイクロプレート対応／フォトンカ
ウンティング方式／2試薬分注が可能

〃

HiMICO　A－36 オープンシステム 25～1000
プロトコル
により可変 25～1000 100／9 84×62×47 68 950 シングルノズル

磁性体微粒子法
ノノ

〃　　SX－6　P 〃 〃 〃 〃 100／10 115×83×70 125 1，200
6連ノズル
　　　〃

22．蛍光偏光装置（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 μ1 分／検体 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

TDXFLXアナライザー 35以上 50～500 5～22 600 70×58×34 41

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

23．その他（Miscellaneous）

23

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

カイロンシステム
ルミノメー
ター130

ルミノメーター
　56×40×21

ルミノメーター24 システム
全計696

第　一　化　学　薬　品

分岐DNAプローブ測定用システム。本システム使用によ
り通常の検査室でも容易に核酸定量が可能。又分岐DNA
プローブ法演算ソフトより化学発光量からウイルス量への
換算が簡単に出来る。

ヒーター

　85
ヒーター

17×32×17

ヒーター

　6

システム構成はルミノメーター，ヒーター2台，データ処理パソコンシステム及び分岐DNAプローブ演算ソフト

マイクロプレートウォッシャー

コロンブス
60 28×22×39 8．2 110～

130
テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

2又は4洗浄液・切替洗浄，プレートシェイキング，クロス
ワイズ吸引，30洗浄プログラム，8寸6マニホルド又は12マニホルド。

エバネットEV　20 200 52×47×26 28 ダイキン工業㈱製
日　　水　　製　　薬

エバネセント波を用いる免疫蛍光測定法。簡単操作で，結
果表示まで約10分。高感度かつ選択的に検出することが可
能です。

全自動マイクロプレートEIAシステム“Coda”

全自動で各種EIAキットに対応Windows　95基本ソフト 450 88．4×63．5×47，5 95 600
日本バイオ・ラッド
ラボラトリーズ 　〃　　　　　　薬物検査システム“REMEDi”

各種薬物を全自動で検査（HPLCシステム） 1．2K 90×50×45 100 1，930

ツインクル 32×27×15 3．5 120

日本メジフィジックス
糖尿病関連検査測定システム。名刺サイズの専用試薬プレ

ー ト中でHbAlc，血糖，総コレステロールの3項目を，10
分以内に同時測定。血漿分離不要。

EuSA用連続分注・
洗浄装置ALCS－2000

110 225×92×54 100

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の
分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコス
トや労力のかかる作業を全自動で処理する。



24 自動血球計数CRP測定装置

Fレ270CRP
150 30×40×41 18 488

フ　ク　ダ　電　子

測定項目：WBC，RBC，Hgb，Hct，PLT，CRP（C反応性蛋白）
測定方式：WBC，RBC，Ilct，PLT：電子抵抗法
　　　　　Ilgb：シアンメトヘモグロビン法
　　　　　CRP：ラテックス免疫比濁rate法

ELISA反応装置
山　　久　　化　　成

ELISA法におけるマイクロプレートへの検体・薬剤の分注，
各ウエルの洗浄，反応液の撹絆をプログラムに従って自動
的に行う装置。

ECLusys　2010 800 120×75×65 170
ロシュ・ダイアグノスティックス

〃　　1010

従来の測定法に比べ，数倍から数十倍もの高感度を実現，
少量検体でも信頼性の高いデータを提供。システムは使い
やすさ，短時間測定，コスト効率ですぐれたトータルパフ
ォーマンスを実現します。

610 94×65×65 80



鳳液検査機器
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24．多項目血球計数装置（Blood　Cetl　Counter　for　Multiple　ltem）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種　　類 V／A W×D×II
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

ミクロスLC－150 12 38
電気抵抗法シアンメトヘモグロビン1］

18 150 14

エム・シー・メディカル
〃　　LC－151 〃 〃

；1

ノノ 〃 〃

ベガLC－140 200／130 120 　ノノ

光透適法 1K
116．2×54，4×
66．8

90 2，100
〃

〃　LC－141 〃 〃
　　；レーザー蛍光発光法

38 800 117×55×74 110 3，700

GEN・S　System 300 120
電気抵抗法レーザースキヤッター

28 1．65K 99×56×86
（測定部）

104
コ　　ー　　ル　　タ　　ー

MAXM　A／L－Retic． 180 75 〃 24 1，44K 68×56×79 95．6

AC・T10 20 50 〃 10 250 38×39×42 15
〃

〃　　diff ノノ 〃 〃 18 〃 〃 ノノ

セルダイン4000 112．5 72～110
レーザー多角度偏

光散乱分離法他
27 200／9．5 約

109×81．3×74
148．3

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト
〃　　3500 20～350 60～90 〃 22 1．55K 76×56×61 86

〃　　3200 120～250 70 〃 〃 1．2K 約48×83×74 97．3
ノノ

〃　　3000 175～350 72 〃 〃 〃 76×56×61 86

〃　　1700 30 60 電気抵抗法 18 600 87×66×49 71
〃

多項目白動血球分析装1吋／
自動網赤血球測定ユニット
SE　9000／RAM　1

サンプラーモード約250

マニュアルモード約100 秒120～70 RF／DC
検出方式

20 3．03k 102．8×82×72 204

東　亜　医　用　電　子
多項目自動血球分析装置
SF－3000 キャピラリーモード40

80 フローサイト
メトリー法

23 600 53×73×60 62．5

多項目自動血球計数装置K－4500
サン　ノラーし一ド250．Z－・二．，‥ルモードH｝0

キャ’ヒフリーモード40

〃 DC検出方式 18 〃 58×63×60 50
〃

　　　　　〃
K－1000

全血モード100
キャピラリーモード40

全血モード川｝
キャピラリーモードω

〃 8 360 48×29．8×55．5 42

　　　　　ノノ

KX－21
全血モード50
希釈モード20

60 フローサイト
メトリー法

18 250 42×35．5×48 28
〃

自動血球計数装置
F－820

20 86 DC検出方式 15 160 38．7×39．7×32．5 20

　　　　〃
F－520

〃 144 〃 3 105 25．2×39．7×32．5 12．5
ノノ

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

〃 2．19K 126．2×81．9×64．5 151．2

　　　　〃
R－3500

；該七謬；1 120 〃 18 2．395K 110．9×82．1×72 134．5
〃

セルタックオート5
MEK－8118＋QA－810　V

100 45
電気抵抗法レーザースキャター

22 260 89．5×47．5x51．5 78

日　本　光　電　工　業
セルタックオート
〃　－6318

30 60 電気抵抗法 18 160 31×38×45 23
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ADVIA　120 157 120 光学法 36 100／15 142×68×87．6 180 CBC，Diff，Retic
Retic恒数同時測定

バイエル　・三共

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 空圧源寸法
22×41×30

フ　ク　ダ　電　子
エースカウンター
FLG240　A

〃 〃 〃 〃 100 30×45×42 25 360
全血微量モード付プリンタ内蔵

　　〃
〃　－220

10 30 ノノ 7 〃 30×36×41 13 240 オプション
プリンタ10万

〃
自動血球計数装置ミクロスLC150

12 45 ノノ 18 85 36×32×42 14 398

　〃
〃　　　　－151

ノノ 38 〃 〃 〃 ノノ 〃 460
〃

ミクロスLC－150 12 45 電気抵抗 18 150 36×42×32 14 398
堀　　場　　製　　作　　所

〃　　LC－151 〃 38 ノノ ノノ ノノ 〃 〃 460

ベガLC－140 200 120 電気抵抗
光透過度測定

26 1K 116，2×66．8×54，4 90 2，100
ノノ

〃　レチックLC－141 〃 〃 〃 38 1．7K 117×74×55 110 3，700

25．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
特　長　・　備　考

CGO　1 25
粘1生感知ドライ

試薬カード方式
PT，　APTT
Fib，　TB

100／2 39×31×13．4 6 185

エイアンドティ　ー

KClA 全量法
スチールボール

法
14 12×8×20 1．2 48

エム・シー・メディカル
〃4Aマイクロ 半量法 〃 50 36×10×36 6．5 148

〃10Aマイクロ 〃 〃 〃 38×18×48 19 350
ノノ

AMAX 1～500 PT　190
　ノノ

光透過法
凝固及び
線溶系

600 69×56×82 98 960

AMGA 〃 〃400
；

760 68×62×145 220 1，950
〃

MDA－180 5～50 180 透過光
凝固，免疫
合成基質

200／10 130×79×163 386

オルガノンテクニカ
CAM－MTX 2～ 70～80 〃 凝固・合成基質 100／5 78×54×50 60

コアグレックス100
PT，APTT：50，T：20
Fib，H：10

50 散乱光度法 PT，APTT，
Fib，T，Hl因子定量：13

140 62×57．5×
30．5

40 390

国　　際　　試　　薬
〃　　　700 〃 240 〃 〃 1K 96×56×49 130 1，380

〃　　　50
PT，APTT：100，T：30
Fib　20，H：10

〃
PT，APTT，Fib，T，H，

AT－II咽碇量：14
37 25×28．2×19．1 5 98

〃



28 ACL　Futura　Plus
48｛〕（PT－FIB同

時測定の場合）

クロット法クロモジェニック法

PT，APTT
FIB等

500 104×63×59 84
コ　　ー　　ル　　タ　　ー

〃　6000 8～ 〃 ノノ 〃 300 75×69×45 52

全自動血液凝固測定装置
CA－6000

PT，APT　5〔｝，
Fb9，　IlPT　l）
TTo　2｛1
外「人1系因r定損5

250 光散乱
検出方式

PT、　APTT，　Fbg、
TTO、　IIPT，

囚r定量
930 87×55．2×86 75

東　亜　医　用　電　子
　　　　　ノノ

〃－530

PT，　Al，T’150，
Fbg　IIPT　〔｝
天：｛：ビ品㌦，

最大
約50テスト／h

　〃
比色法方式

6 400 約54×49×47 45

　　　　　ノノ

〃－510

PT、　APTT：50，
轡も1］8T：1°

〃
光散乱
検出方式

5 〃 〃 ノノ

〃

　　　　　〃
〃－1000

PT，　APTT・50，
Fb9：19外内糸囚r定『llt：5

内囚系　　　〃　　．川

30 〃
PT，　APTT，　Fbg，
TTO，　IIPT，
因子定敏

360 62×56×50 50

　　　　　〃
〃－1500

PT，八PTT　（1，Fbg　MPT　　　　）TTo　2工｝

外囚系因r疋111：5内内糸　　　〃　　：lo 120 凝固時間法
光散乱検出方式他

720 78×78×50 84．5
〃

セルタックオート
MEK－6308

30 60 電気抵抗法 160 31×38×45 23

日　本　光　電　工　業
セルタック
〃　－5216

50 〃 90 28×27×37 12．5 94．5

STA 25～200 最大350
ヴィスコンティー

ディテクション方式
凝固時間，合成
基質，免疫比濁

ユ00／20 93×66×114 250
ロシュ・ダイアグノスティックス

”　cOmpact
0～200
5μ1毎可変

150 〃 〃 100／15 97×65×64 125

26．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 μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

MCMヘマトレーサー212 100／200 8／12 光透過法 200 64×23×52 33 400／450

エム・シー・メディカル

PATI　Analyzer
PAM－12　C

100／200 12 光透過法
（PRP法） 本体150 本体55×65×21 37 グレーディングカーブPATI

による解析
メ　　バ　　ニ　　ク　　ス

MEBA－2
　〃　－8C

〃 〃 〃 250 78×50×60 40 ノノ

；L6c 〃 6 〃 〃 78×40×56 35 ノノ

〃

PA－200 300 4
レーザー散乱法

光透過法
200 54×31×14 14 血小板凝集の高感度測定

凝集塊の粒度分布測定

27．赤血球沈降速度測定装置（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
特　長　・　備　考

ベスマティック60 60 ウェスタン
グレン変法

100 56．4×32．8×
27．7

19 280

エム・シー・メディカル
〃　　　　20 20 〃 60 40×27．5×27．5 10 90

ミニベス 4 〃 9／0．3 11×18．5×14．1 0．73 18
〃
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JOS－15 15 ウェスター
　グレン

100／0．3 36．4×25×40 12 38 オンラインインターフェイス付

萱垣医理科工業
〃　－60 60 〃 100／1 42×48．7×

46．2
25 240 〃

JOS－60 1000 60 ウェスター
グレン法

100／2 42×48×46 25 240 検体吸引ポンプ内蔵
常　　　　　　　　光

〃　－15 〃 15 〃 100／1 36×25×40 12 38 〃

モニターS 1，100 100 ウェスター
グレン変法

〃 26×43×14 7 バーコードリーダー
〃

〃　J 〃 20 〃 〃 ノノ 1．7 〃

マイクロSED 〃 10 〃 〃 18×10×14 1 〃

〃

ESR－1000 2，000 10 ウェスタン
　グレン

30 32×17×47 11

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ
〃　－6000 〃 60 〃 200 53×35×43 25

〃－Quick－15 15 300 39×29×43 25 バーコード自動読み取り
〃

FA－3 12 ウェスター
グレン法

100／0．3 17×37×46 10 45

ニ　　　　プ　　　　ロ

自動血沈測定装置
ABS－150　P

1，600 15 ウェスタ
グレン法

35 60×20×42 16 59 ㈱デジテックス研究所製
フ　　ク　ダ　電　　子

28．血液分類力ウント装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

カウント数 算定方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

LADIC－12 1～999 加減算 10 17×25×12 1．5 16．8

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MDT－120 1～999 加減算 1〔｝0／1 17．5×20×16 2 13．8 12キー・デジタル表示

萱垣医理科工業
MMT－500　SHR 〃 ノノ ノノ 31．4×41×27 7 120 オンライン仕様

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

MICROX
（HEG－120　NAS）

150 2K 107×75×11L6 330 1，745 標準構成
オ　　　ム　　　ロ　　　ン
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ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

セルダインSMS 30～100 1．5K 84×89×71 120

塗抹標本作製装置
SP－100

100 120 1．28K 92×73×70．5 120
東　亜　医　用　電　子

30．血液像自動分類装置（lnstument　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

特　長　・　備　考

MICRO　21
ニューラル
ビジョン

120 56×21×44
56×69×56

］9．6

54．5

（セントラルコンピュータ）
（自動顕微鏡部）

ア　イ　エ　ム　ア　イ

MICROX
（HEG－120　N）

120 50～500 2K 122×75×120 390 6，300

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
　　〃
（〃　－50）

50 〃 1．5K 55×55×47 80 2，800

東　亜　医　用　電　子

多項目自動血球分析装置
SE－9000

サンプラーモード25｛1

マニュアルモード1朋

キャヒラリーモード川
12 RF／DC

検出方法 1．86K 110．8×61．8×72 165

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

測定法 測定項目 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 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

LADIC300 12～48 1～999 35 36×40×14．5 10 95～120 骨髄像と白血球の切換え可能
オ　　　ム　　　ロ　　　ン

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

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

32．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 特　長　・　備　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円

EPICS　XL　System　II 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
12 1．5K 61×57×51 63．5

コ　　ー　　ル　　タ　　ー

〃　　ELITE　ESP 〃 100 ノノ 11 4K 142×167×129 360



33．血液型判定装置（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 μ／ 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オーソ・オートビュー 血漿40
RBC　10

48（ABD）
36（Screen） BioVue法 ABD

Screen等 1．15K 140×75×92 230 1，900
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス カセットディスペンサー

CD－01
“ノi。 32（〃）

32（〃）
〃 ノノ 250 54．5×60×62 32 250

34．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ID－Micro　Typing　System
輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にし
たカード型のマイクロタイピングシステムです

オリンパス光学工業

グリコヘモグロビンAlc分
析装置　HS－10

前処理なしで，安定型グリコヘモグロビンAlcを2分／検
体処理

100／2 57×62×61 65 キャップ・ピアス方式
常　　　　　　　　光

クームスサンプラー
CS－5000

クームス試験用全自動型サンプラーで300検体／毎時の処理
能力を持っています。

350 88×67×60 70 580

バ　イ　オ　テ　ツ　ク

自動血球計数
CRP測定装置FL－270　CRP

150 30×40×41 18 488

フ　ク　ダ　電　子

測定項目：WBC，RBC，Hgb，Hct，PLT，CRP（C反応性蛋白）
測定方式；WBC，RBC，Hct，PLT：電子抵抗法
　　　　　Hgb：シアンメトヘモグロビン法
　　　　　CRP：ラテックス免疫比濁rate法

31





輸薦検驚機器

癬撲鐙機器
癬蟻検査機器
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35．微生物分類同定装置（lnstrument　for　Bacterial　ldentification）

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

全自動DNAプローブ
測定装置“TIGRIS”

TMA
HPA

125 200 203．2×88．9×160 900 未定
中　外　診　断　科　学

Walk　Away　96 1．1K 97×74×94 182 3，300 同定／感受性同時測定

デイ　ドベーリング
〃　　　40 〃 97×74×74 170 2，000 〃

センシタイター 蛍光法 620 16．8 1，360 英国・AccuMed社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベター 30プレート 230 46 640 センシタイター専用
自動培養測定装置

バイテック
32，60，120，240，480

比色及び
比濁法

　100／5
（VITEK　32）

35×74×61
（VITEK　32）

　　45
（VITEK　32）

　　580
（VITEK　32）日本ビオメリュー・バイ

テツク
バイテック2

蛍光及び

　〃
100／5 100x71×67 100 1，800 次世代の検査装置

ミニアピ
比色及び　〃

100／2 43×46×35 25 450
〃

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

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

分析法
（測定法） 処理能力 薬剤形態 MIC測定 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 可・否 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

WaIk　Away　96 可 1．1K 97×74×94 182 3，300 ID，　MIC同時測定

デイ　ドベーリング
〃　　　40 〃 〃 97×74×74 170 2，000 ノノ

ドライプレート用自動イノ
キュレーターDP－100

微量液体
希釈法 70秒 ドライプレート 否 100 68×64×55 67 780

長　　瀬　　産　　業
MR　5000　MIC 1．7秒 〃 可 〃 44×41×18 11 450

センシタイター 蛍光法 ドライタイプ ノノ 620 16．8 1，360 英国・AccuMed社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベーター 30プレート 230 46 640 センシタイター専用
自動培養測定装置

バイオテック
32，60，120，240，480

比色及び
比濁法

カード式 可
　100／4
（VITEK　32）

35×74×61
（VITEK　32）

　45
（VITEK　32）

　580
（VITEK　32）

バイテック2
蛍光及び

　〃
〃 〃 100／8 36×26×56 20 650

ミニアピ
比色及び　〃

パネルドライ 〃 100／2 43×46×35 25 450
〃



日本ベクトン・ディッキ
ンソン

オートセプター・システム 40パネル ドライパネル 可 300 66×45×43 38．5 1100
菌種により同定検査同時実施
管理シフト，分注器は同定と同じ

37．血液培養検査装置（enstrument　for　Blood　Culture　System）

分析法 架設本数 ボトルの種類 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 本 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

バクテアラート12〔〕
微生物検査システム 120本 5 600 87×60．5×87 152 米国・オルガノンテクニカ社製

日　　水　　製　　薬
〃　　　　240
〃 240本 〃 700 87×60．5×174 193 〃

全自動血液培養検査装置ミニバイタル

87×87×46 68 480
日本ビオメリュー・バイ
テツク バイタル（200，400システム）

（バイタル400システム）

　78×114×108

（バイタル

400）341 2，000

日本ベクトン・ディッキ
ンソン

BACTEC　9050システム 蛍光センサー 50本 10 250 61×65×73 46 300 血中のCO2をボトル底部に組みこん
だセンサーに取りこみ，CO2の｝」ヒに
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

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
特　長　・　備　考

LCXアナライザー LCR法 24 1．2K 69×63×36．8 43
ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

COBAS　AMPLICOR 0．8K 86×57×90 75 980 PCR検査用自動測定装置
ロシュ・ダイアグノスティックス

ジーンアンプPCRシステム
9600R 1．5K 52×61×30．5 40．5 146 サーマルサイクラー

　　　　〃
2400R 1．OK 34×60×21 29．5 71．5 〃

〃

39．その他（Miscellaneous）

35

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

BacT／ALERT　3　D 100／5

オルガノンテクニカ
全自動血液培養・抗酸菌培養検査装置：1台のシステムで2
つの項目を同時に検査できる。60ボトルを最小単位として
検体数に応じて項目を選択できる。

150 3

日　　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，感受性度とMICを出力する。統計データ，報
告書出力可能。
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〃

バクテマラートMB　120
抗酸菌検査システム

培養ボトルを装置本体に設置するだけで，抗酸菌培養検査の結果判定，プリン
トアウトまですべて自動で行いますので，業務感染の危険性を軽減できます．

600 87×60．5×87 152 米国・オルガノンテクニカ社製

〃　　　　　240
〃

培養ボトルは液体培地（Middlebrook　7Hg　Broth）を用いています
ので，従来法よりも迅速な培養結果が得られます。

700 87×60．5×174 193 ノノ

日本ベクトン・ディッキン
ソン

BACTEC　MGIT
960システム

1，15K 90×77×147 450 1，000抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器で
す。月約640本の分離培養検体を処理できます。検出
時間の短縮と検出感度の向上が可能になりました。

PCR自動分注器 150 78×52×57 60 DNA分注器
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

PCRプレートに8ch同時分注が行なえ，1μ1～20μ／の微
量分注が可能です。ディープウェルプレートや試薬槽を用
い冷却ユニットも揃えてます。

プレシジョンシステム
サイエンス

SX－OG
磁性体粒子使用によるDNAの抽出装置／ウインドウズ対
応／オープンシステム

100／3 60×60×50 45 450

〃－6G 〃 100／10 93×60×70 110 780

プ　ラ　ネ　ト　ロ　ン

ゲル解析ソフト
GeLPro　Analyzer

29．8DNA，　RNAのレーン，バンドの自動認識をはじめとす
るゲル解析処理の自動化，内蔵データベースによる実験
データ管理機能など

トキシノメーター
MT－358

300 35×41×31．8 15

和　光　純　薬　工　業
エンドトキシン（1→3）・3－D一グルカンの測定が同時に行
え，グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有
用です。
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40．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 分／検体 μ1 mosM／kg V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

オズモティックプレッシャー
オートアンドスタットOM－6030

24 200 0～2，500 170 40×50×52 30 390
京　都　第　一　科　学

オズモスタット
OM－6040

20 〃 〃～2，000 150 34×36×22．2 16．5 190

アドバンス浸透圧計3D3
低濃度2分／検体
高濃度3分／検体 200～250 0～4，000 110／1．5 32×42×30 11 198 凍りにくいサンプル測定可能

富　　士　　工　　業
〃　　　　3300 1分／検体 20 〃～2，000 100／1 26．5×33．5×39 9 〃

最新測定データリコール機能
30検体計算機能

〃　　　　3900 約30検体／h 200～300 〃～4，000 100／5 55×47．5×54．5 25 428 凍りにくいサンプル測定可能。本器に記憶さ
れている測定結果とメッセージリコール機能

ノノ

41．尿分析装置（Urine　Analyzer）

処理能力 定性・定量の区別 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

US－2100 720 定量 10 85 40×36．5×31．5 25 250 寺崎電気産業㈱
栄　　研　　化　　学

〃－3100 480 〃 〃 600 68×89．2×67．5 115 980 〃

〃－3200 〃 〃 〃 〃 1260×78．7×87 140 〃 ノノ

〃

スーパーオーションEX
SA－4250

300 定性 最大12 300 54×53．6×53．3 63 510

京　都　第　一　科学
ミニオーションアナライザー

MA－4240
120 〃 〃　8 50 35×31．5×13 6 39．5

クリニテックアトラス
ラックハンドラー10

225 定性 12 100／3．5 72．4×65．5×66 86．0 950 色調，混濁測定可

バイ　エル　・三共
クリニテック200十 360 〃 10 〃 35．4×51．5×20．7 13．6 199．8

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

〃　　　50 〃 〃 〃 100／0．3 15．2×24．2×15．2 1．4 12．5

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
特　長　・　備　考

ピーエスピーオート
PSP－3120

1 1200 30 35×31．5×13 6 85

京　都　第　一　科　学



38 PSP－DP 20 PSP負荷 100／2 27×33×50 9 120 2波長測光方式
常　　　　　　　　光

43．尿沈渣分析装置（Urine　Sediment　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μ1 数 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円
特　長　・　備　考

全自動尿中有形成分
分析装置UF－100

100 フローサイト
メトリー法 約800 5 500 60×70．5×80．7 114

東　亜　医　用　電　子

6800尿自動分析装置 120
フローサイトメ
トリー＋画像パ
ターン認識

約100
自動分類6
参考出力7
検体フラグ4

分析部llOO／10
画像レビュー：100／10

分析部：
85×75．5×47．5

分析部：

約80
日　立　製　作　所

44．便潜血測定装置（Automated　Fecal　Occult　Blood　Anatyzer）
分析法
（測定法） 処理能力 測定原理 消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

OCセンサー
ワンステップ
レイト法

90 ラテックス
疑集

200 60×40×46．5 40 480 ㈲多摩精機製

栄　　研　　化　　学
〃　　　II 〃 180 〃 350 74．2×63×43 60 630 〃

OC－270　R ノノ 270 〃 〃 78×57．5×56 70 ノノ

〃

〃－550S 550 〃 70×55×55 47 〃

ヘモトラップ150 150 90 60×42×46．4 37 230 容器密閉排出方式

国　　際　　試　　薬

HGS－180
イムノクロマ
ト法

180 反射デンシト
メトリー

100／2 60×65×60 65 650 テストキットは用手法と共用

常　　　　　　　　光
’

ヘモテクトHT　500 比色法 96 金コロイド
比色法

350
本体70×66×48

ポンプユニット35x37×34
6 498

日　　本　　商　　事
〃　　NS－1000 〃 200 〃 300 66×61×48 60 560

全自動便潜血免疫分析装置HB－200

金コロイド
比色法

200 500 72．5×53×65 65 650

和　光　純　薬　工　業



45．その他（MiSCellaneOuS）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

KR　12　m1沈渣スピッツ KR　12　m1沈渣スピッツは，各種尿検査機械に対応し，バー
コードを貼りやすい設計になっております。

ア　ジ　ア　器　材

LADIC－S
8端末まで接続可能，RS－232　C又は20　mAカレントルー
プ伝送

100 43×35×20 12 150

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
遠心塗抹装置
（HEG－NSP）

血液量0．2m1，回転数4，700　rpm 300 19×43×23 20 95

自動染色装置
（HEG－NST）

50枚染色／回，染色槽3槽，洗浄槽1槽，タイマ0秒～99
分59秒設定

100 44．6×62×40 33 90
〃

尿沈渣分類システム
U－700

尿沈査の分類計数装置。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。

萱垣医理科工業

自動尿分取装置
UA・ROBO－600　A

ハルンカップの搬送からスピッツ用ラベルの印刷，貼り付
け，撹伴，分取

250 79×75×135 150 一般検査の自動化
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－600B スピッツ用ラベルの印刷，貼り付け，尿の撹伴，分取 〃 79×106×135 180 〃

39
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46．自動組織細胞染色装置（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）

会　　　社　　　名
処理工程槽 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

イムノステイナー 48スライド 110／4 106×60×58 63 870

医学生物学研究所

ミダスe 28枚 605 54×51×36 約16 血液グラム染色可能
関　　東　　化　　学

ダコ　・　ジ　ヤ　パ　ン

ダコ　テックメイト
Horizon 40スライド 最大300 91×52×38 25 630

47．画像処理装置（lmage　Analyzer）

会　　　社　　　名
測定項目数 画素数 モニター

（インチ）
消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名 種 画素 カラー／モノクロ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

Auto　Cyte　SCREEN 102．4×776 21／カラー 100／15 113×65．5×63 110 7，200
婦人科細胞診標本スクリーニン
グ補助

医学生物学研究所

血液細胞画像ファイリング
システム　　LAFIA－1

最大約2，000枚 RGB
756×739

17インチ
フルカラー

450 50 塗抹標本の顕微鏡画像をデジタル
化し，ファイリングする。

東　亜　医　用　電　子

画像解析・計測ソフト
Image－Pro　Plus 50以上 8k×8k 17インチ 45

プ　ラ　ネ　ト　ロ　ン

48．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

PPマルチ
トランスチューブ

スライドガラスの輸送ケースで，アルコール，ホルマリン
等の固定液，保存液にも使用できます。

ア　ジ　ア　器　材

　　、

医学生物学研究所
Auto　Cyte　PREP

細胞診用自動塗抹染色装置，処理能力：48スライト／時パパニコロウ染色

100／10 120×70×70 100 850 細胞診標本作成用
自動塗抹染色装置

13．2

プ　ラ　ネ　ト　ロ　ン
顕微鏡コントロールモジュール

Scope－Pro

Image－Pro　Plusに組み込んで使用する顕微鏡コントロール
のモジュールソフト。顕微鏡のフィルターや対物レンズ，
電動ステージなどをコントロール。顕微鏡下の測定作業を
自動化



〃
電動ステージ制御モジュール

Stage－Pro

Image－Pro　Plusに組み込んで使用する顕微鏡用電動ステー
ジの制御ソフト。ステージのXY方向の制御の他，　Z方向
や自動焦点機能にも対応。広い視野を自動化。

41





生理機能検査機器
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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 ℃ 秒 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

JTC－5310
医用サーモビュア

0．05 0．8 250 36．5×49×14 9．5 750 高画質，高感度
日　　本　　電　　子

JTC－5370
医用サーモビュア

〃 ノノ 〃 ノノ 〃 900 〃



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

会　　　社　　　名
ホスト／

サーバ
C　P　U

メーカー
希望価格商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析

データ
入力方式

端末台数
オンライン

分析計台数
検査項目数 データ

保存日数 万円
特　長　・　備　考

CLINILAN
Ver．7．5．

生化学血液，血清，一般，

生理，継，纏，輸血，RI， Pentium オーダリング
OMR，　OCR 10～50 10～50 9999 1年以上

エイアンドティ　ー CLINILAN
NT　Ver

〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ Windows　NT　4，0

SIMS　for　Windows　NT
生化学，免疫学
血液学，尿一般 Pentium　II

オンライン，キーボード，OMR

任意 任意 ～ 9．999
ディスク容
量による

別途見
積り Windows　NT対応

小　林　　記　録　　紙

エルダス　ウイン

LDAS　Win 血液・凝固
Pentium
（メモリー：32MB＞

オンライン，

マニュアル
1 4 60 ディスク容

量による Windows　95対応
コ　　ー　　ル　　タ　　ー

臨床検査データ処理，総合シス
テム“ST－LANシステム”

Pentium　200
MHz～，128　MB～

SQL
Server 要台数 要台数 必要量 必要量

規模に合わせたシステムの構成
可能，Windows　NT

シ　グ　マ　機　器

臨床検査システム

LBNET－PC
臨床検査全般 Pentium オンライン・

FD・手入力
1～任意 1～16台 9999 1～5年

シ　　ス　　テ　　ム　　ズ
健診システム
HELDIR－PC

健診検査全般 ノノ 〃 〃 〃 〃 5年

輸血管理システム
輸血くん 輸血 〃

バーコード・
FD・手入力

1 999 10年
〃

画像管理システム
MR　Viewer

画像診断検査 〃
ビデオ信号・

CD・MO
1～任意 1～5年

臨床検査システム
Win／Net（LABO）

生化，血液，

免疫，一般等
分析機オンライ
ン用手法共可

1～
（100以上） 1～40

1，000～
5，000

3ケ月～
2年 600～

Windows　NT（DOS版も有）
拡張性，操作性，高機能

橘　　　　電　　　　気
健診システム
　　〃　　（HEALTH）

健診
検査システムとリンク

用手法，分析機等 1～ 1000 3年～5年 800～

細菌検査システム
　　〃　　（BACT）

一般細菌，

抗酸菌
〃 〃

〃

輸血管理システム
　　〃　　（BLOOD）

輸血管理，

血型，不規則等
〃 〃

病理，細胞診
　　〃　　（PATH／CYTO） 病理，細胞診 〃

．

〃

〃

ドクター支援システム
　　〃　　（DOCTOR）

〃 〃

オーダリング
　　〃　　（ORDER）

〃 〃 2，000～

〃

臨床検査情報システム
SIS－1000

Pentium 2 100 12ヵ月
東　亜　医　用　電　子

　　　　〃
SIS－3000

〃 2 4 200 6ヵ月

血液検査用データ処理装置
PC－DPS（H） 血液検査 〃 5 72 1，095日

〃

　　　　　〃
DPS－3000

〃 1 8 120 〃

尿検査用データ処理装置
UDPS－200

〃 4 60 3，000日
〃
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SUN臨床検査総合システム UNIX 1～ 1～ 制限なし 制限なし
長　　瀬　　産　　業

イメージ入力システム
It’S（フォームキャッチャー）

依頼書受付システム

Windows 1～ 〃

画像ハンドリングによるOCR，OMR機能の総合

Dia　LAN Pentium 1～250 1～250 ～9999 3年以上 150～
日　本　ケ　ミ　フ　ァ

JCS－10L
生化学，

血液，免疫
Pentium
200MHz

1 4 5，000 2年以上 300～ 高速迅速システム
日　　本　　電　　子

〃　－22L
生化学，血液，

免疫，尿，一般
Pentium　II

　4．OGB
266MHzイーサー
ネットTCP／IP 2～25 100 〃 〃 1，350～ 　　　　〃

クライアント／サーバー式

Clinical　Ware
CW　3．0

検体検査全般 手入力／OHR
OCR

1～Max
　50

1台～
Ma×
5（1台

制限なし 12ヶ月
ノ　ー　　ト　ウ　ェ　ア

KIOSK端末 検査情報，他 タッチパネル 1～ 0

URINA－BSシステム
尿定性，

定量，沈渣
Pentium
166MHz

オンライン
キー入力 Max　5 2 48 新1年間HD

D容量による
265

バイエル　・三共

ピー　・エム　・エル
メヌエット 制限なし 5年 インターネットを使用した照会

システム

HILAS－1000 検査全般 PC／UNIX
サーバ

キーボード，

OCR，　MSR，他 2～100 ～ 100 9，999 制限なし トータルシステム，Windows
NT日　立　製　作　所

〃　　－500 〃 PCサーバ 〃 1～50 ～20 〃 ノノ 小・中規模システム，Windows
NT／95

ALPHA－NET
WIN　NT／98 検体検査 Pentiun ～ 100 ～200 ～9，999 ～ 120ヶ月 198～

他に生理，健診
輸血管理システムあり

ベ　　イ　　リ　　ン　　ク

臨床検査自動化システム
生化学，血清，血液，

尿一般部門対象
PCサーバ
Pentium　300　MHz

K／B，自動分析装

置オンライン，他
システム規
模による

システム規
模による

三　　菱　　電　　機
細菌検査サブシステム

微生物部門
対象

〃 〃 〃 〃

輸血検査サブシステム 輸血部門対象 〃 K／B，他 〃 〃

〃

病理診断支援サブシステム 病理部門対象 〃 〃 〃 〃

生理検査サブシステム 生理部門対象 〃 〃 〃 ノノ

〃

緊急検査サブシステム 緊急部門対象 〃 ノノ 〃 〃

病棟支援サブシステム
生化学，血清，血液，

尿，一般部門対象
〃 〃 〃 ノノ

〃

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

検査対象

分　　野
機　能 処理能力 シート／ラベルサイズ 印字速度

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

バーコードラベルプリンタ

UN　400　m
巾（mm）30～109
送り方向30～353

最大76｜mレ秒 150 19．9×19．6×14．6 3．1

サ　　　　　ト　　　　ー
　　　〃
DT310

巾（mm）25．4～85
送り方向16～203．3

〃10｛｝〃 〃 21×23．3×11．8 3．5



48 　　　〃
DR310

巾（mm）25～80
送り方向19～181

〃150㎜／秒 190 21×39．2×24 8
〃

　　　〃
MR410

巾（mm）22～128
送り方向17～178

〃　　　〃 〃 35．2×42．9×29．8 19

採血管（検体）ラベル自

動貼付機LR300TC
巾（mm）56
送り方向31

〃　75　〃 1k 60×60×45 45
〃

カラーラベル・タグプ

リンタ　CB420

巾（mm）50．8～101．6
送り方向36．1～251

〃100　〃 220 58×39×40 24

マークリーダー
SR－601J

検査依頼
書入力

マーク濃度判
別機能搭載 約30枚／分 カードサイズ～A4サイズ 200 30．5×94．0×19．4 12．0 58．0

セ　　コ　　ニ　　ッ　　ク
　　　〃
SR－901BC

ノノ

バーコード同時読

み取り機能搭載 約120〃 ハガキサイズ～B4サイズ 220 41．6×76．8×20．2 20．7 250．0

　　　ノノ

SR－9100
〃

プログラム指定に

よる分別機能可能 約100〃 〃 320 41．6×73．948．5 47．0 ノノ

〃

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

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　野

システム
構　　成

検体搬

送方法
ラック種 処理能力

接続分析

装　　置 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

検体前処理搬送システム

IDS－880／S1
生化学検査
血清・免疫検査

臥エラー枇，遠嶋栓抜，血餅検

知分注，ラベル発行，枇各冶
1本搬送 親検体

280本／時

各メーカー約20

種接続実績あり 630×110×160 935
お問い合わ

せ下さい

・ 設置スペースに合わせ配
置変更可能・再栓，ストッカー各種ユニット組合せ可能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
　　　　〃

IDS－880／S2
〃

搬入，エラー蹴撒，血餅検短搬出1

冶遠心機2台分注，ラペル発行13台
〃

親検体840本／時
〃 1，090×110×160 1，870 ノノ 〃

　　　　〃

IDS－880／C
凝固検査
血糖関連検査

搬入，エラー搬出，搬

出冷却遠心各1台
〃

分析機の処理能

力に準じます

各メーカー約5種

接続実績あり 360×110×135 645 〃 〃

〃

　　　　〃

IDS－880／U
尿検査

搬入，エラー搬出，分注

ラベル発行，搬出各1台
〃

親検体280本／時
〃 410×49×160 515 ノノ

・ 尿コップから尿スピ
ッツへ分注可能

TPS－800
全分野（除く
細菌，病理）

セル方式による
システム構成

1本ホル
ダ方式

1本ホル
ダー

システム構成
により異なる

全分野分析装置

（除く細菌，病理）
1本搬送によりリアル
タイム性に優れているアボット東芝

ダイアグノスティックス

検体前処理システム

APS－1000シリーズ
生化学，血清 分注，他

ラック
搬送

アロカ10本
ラック，他

250検体／時

ア　　　　　ロ　　　　カ
　　　〃
APS－3000シリーズ

〃 〃 〃 〃 〃

CLINIL㏄Ver．2
生化，血液，血

清，凝固，免疫

スタートストッカ，分注嵩開脇鰭ユニ

ット，ターミナルストッ切組み合わせ

ラツク
方式

日立5齢ラック，シス

メックス10検体ラック

構成により
異なります

勝，願鵬9㎞一SGAO3U

100 ユニットにより
異なります

ユニットによ

嘆なります

構成により

異なります

エイアンドテイー

OLA6000 生化，血清，
免疫

ラツク
方式

オリンパス

10本ラック

280親検体／時
（1：3分注時） 4台まで

100V／2　k

200V／1　k 238×137×151 990

オリンパス光学工業

検体自動搬送ラインシ

ステムMSシステム

生化学，血清，

血液，尿

ベルトコ

ンベア
5本・10本 200検体／時 搬送対応の全

ての分析装置
2，000～

コンパクトな搬送システム，規

模に合わせたシステムを提供

シ　グ　マ　精　器 搬送対応型分注シ

ステムPREP－EF
1，200～

ストッカー（収納・送出），開
柱器，回転部をユニット化
し．様々な組合せ可能

遺伝子前処理分注

装置AMPREP－1
PCR前処理
及び汎用分注

ディスポチップ
保冷機能

X－Y－Z
駆動

専用 60検体／時 350 50×52×52 42 400 讃嚢鵠麗購～
島　津　製　作　所

卓上型開栓装置APN　100cs 日立5本
ラツク

600検体／時 64×55×50．5
ポンチ型打抜き方式の
（ベノジェクトIDフィル
ムェール採血管専用
ベノジェクトII全種類混載可，

熱処理によりコレタミも防止

大　　扇　　産　　業



HSi・ランス、5－‥バン只．テノ、

SE－AlphaR 血液検査
・易項目腫球ド醐・紛皿球

服二・ト峨糠本傾鑓

ベルトラ

インノ武

シスメックス製

1（体ラック

SE－9000／RAM－

1，SP－100
東　亜　医　用　電　子

　　　〃
SF－Alpha

〃

・多項「旧動血球分析装置・塗沫標本作製装置

〃 〃
SF－300
SP－100

　　　ノノ

HSTシリーズ
〃 〃 〃

SE－9000，　R・

3500，SP－］00
〃

凝固検査検体搬送シス

テムCTSシリーズ 凝固検査 〃 〃 CA　6000
CA－5000

〃

USトランスポーテー
ションUS．Alpha　III 尿検査 〃 〃

・ 尿中有形成分
分析装置・尿分析装置・データ処理装置 UF－100

SA－4250
PC・DPS（U）

JLA－500TS
検体搬送ベルトラインパテム

JLA－500T
　　　〃

生化・血液
遠心，開栓，分
注等

ベルトラ

イン方式
1又は5本
ラック対応 300検体 生化，血液 100／80 構成により異なる

構成によ

り異なる

構成によ

り異なる トータル搬送システム
日　　本　　電　　子

〃
分注，分析ライ
ン等

〃 〃 〃 〃 100／40 〃 〃 〃 コンパクト搬送システム

日　立　　製　　作　　所

検体前処理システム
生化学，免疫，血
清，［lll液，凝固，尿

・検僻人祁・遠心／灘モジュー

・レ・開栓モカー1レ　　ほか

㍉ク．二よるバL：・

二じパア駆
日立5本
ラック他

2ヨト訓検体時構成，

1庭［朕1）1：よ畷なる

口立7600
シリーズ他

構成によ

り異なる
構成により異なる

構成によ

り異なる

プレシジョンシステム
サイエンス RUB－SYSTEM 検査センター対応の検体受付からの検体管理システム／ハンディバーコードプリンタ

長　　瀬　　産　　業
検査室検体自動
搬送ラインシス
テム

採血管の抜栓，子検体バーコード発行，自動遠心，子検体採血管作成，精密分注，天井搬送及び複数搬送を含む検体搬送ベルトライン，ビトロス，国産生化学自動分析装置及び，免疫自動分析装置のオンラインによる幅広いスペックでお客様の要求にお応えします。

山　　久　　化　　成

自動検体（血清〉

小分け分注装置
検体（血清）の小分け装置。小型（卓上タイプ），低価格，多検体処理能力（親検体180本／時間）。親検体情報（バーコー
ド，ワークシートに対応）に基づき，自動的に指定本数だけ小分け分注する。

PiaTreat　50 21鵠嬬鰭欝竃㌫認顧続嬬£艦さオ曝館の底部から鋤球（4・臼2・／）を襯し課血管は閉

PiaTreat　30 同上，時間当たり約150検体処理可能。
〃

マイクロプレー
ト反応装置 マイクロプレートに，検体・薬剤の分注，検体・薬剤の希釈系列の作成，反応液の撹絆が可能。

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

49

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラツク種
処理能力 バーコード種

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格ラベルサイズ

　（mln） V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
AL－600R 800本

φ：13～16，長さ75～
100，シール栓，・rム栓，プラスチック栓 専用トレー L400本塒

JAN，栖￥－7，

CODE39，　ITF20f
5

50×35 800 100×55×120 120
お問い合わ

せドさい
尿スピッツ対応はオプ
ション

〃－600P 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

卓上型採血管オートラベラー

TTP．6701mk　III
ほとんどの市販
品に対応

5秒／本
NW　7，　CODE39，

JAN，ITF，　CODE　128
標準ラベル
　53×35

280 28×44×33 30 180
アステックコーポレーション

　〃
（IO（，本ストッカー付）

TTP　ll）o
100本 〃 〃 〃 〃 290

採血管ラベリングシステム

MODEL　A　l　Plus
H峰・川種
1↑、川、川味

ノノ
標準ラック，

分割ラツク
2．5秒／本 〃 〃 650 127×105×110 2，200

〃

　　　〃
MODEL　A．］Plus

〃 〃 標準ラック 〃 〃 〃 500 145×90×124 1，900

〃

尿カップラベラー

HC－860MI）
尿カップ

25｛［個
〃 4秒1カップ 〃 〃 50×46×60 30

バーコード検体ラベノレプ

リンタじTicODER　21｛｝7
〃 127mm秒 〃 幅32～80 210 21．4×35．9×29 10 55



50 OLCOS－BLS 90 8 1本あた
り7秒

7 50×32 600 100×65×54．5 120 標準設定
オリンパス光学工業

卓上型ラベラー
TR－1000

1，000／時 100／11 70×60×50 40 700

萱垣医理科工業

小　　林　　記　　録　　紙
ラベルプリンター KP－100 150mm／秒 11種 標準50×32 300 20×38×27 10

KP－500 200　〃
12種の他2次元コード2種

〃 500 25×38×27 11

バーコードラベラー VL－150 4秒／本 6種 〃 300 22．4×35．1×29．5 15
ノノ

VL－200 3秒／本 〃 ノノ 〃 22．5×40×23 13

PREP士AX 8 ゴムシール，プラス

チックキャップ 5　〃 CODABAR　JAN
NW－7，　UPC等

53．5×33．5 500 110×45×60 約60 1，550 採血室総合システム
シ　グ　マ　精　器

〃　－LAXU 2～18 〃 10秒／1患者 CODE－39，　JAN
NW－7，　ITF2055 50×32 200 28×58×45 約10 400

2種類の採m1管が1ユニッ
トにセット可能，責人9ユニ
ットシステム化に対応

BC－ROBO－550
100本4～20種

360人／時 市販のほとん
どの採血管

1ユニツ

ト200
1ユニット
23×73×81．5

1ユニツ

ト90

基本構成

1，600 オールイン型
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－580 100本 4本／10秒 〃 ネットワーク型

〃　　－585 ノノ ノノ 〃
省スペース型
オールインワン

〃

HARN－570 80ケ 4秒／ケ ハルンカツプ

バーコードラベラー

BL－100 60×30 250 23×49．8×27．2 16

東　亜　医　用　電　子

UL100 100本腫
市販のほとんど
のもの

15秒偲者 いずれも可 50×32 200 28×58×45 50 400 1ユニット2種の採血
管に対応

長　　瀬　　産　　業
〃－200 〃 〃 10　〃 〃 ノノ 〃 24×58×45 40 387 1ユニット1種の採血

管に対応

HL100 100個 5秒／個 〃 ノノ 〃 39．5×40×72 45 300 全自動ハルンカップラ
ベラー

〃

フルカラーカードプリ

ンターNCP－200
野　崎　印　刷　紙　業

バーコードプリンター

SA－70
バーコードプリンター

SG－4030
〃

54．分注装置（Dispenser）

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

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラック種

処理能力

（検体／h）

分注量
（μの

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ランダムアクセスワークステーション

APS－790
条件により異
なる

10～1，000

仕様により異なる 1．5k
約172×105×171
（本体のみ）

約500
（本体0）み） ラックバーコード対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　〃
APS－720S　II

650
条件により異なる

〃 1k 約170×102×170
（本体のみ）

約4〔［0

（〃）
〃
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　　　　〃
APS－935

320

　　　〃
400 約86×78×62

（本体のみ）
約1川
（〃） 同時希釈機能を有する

〃

4ノズル自動分注装置
Plato　3000シリーズ

1，000

　　　〃

5～1，000
仕様によ嘆なる

350 約90×71×60 40 ノズル洗浄方式

BIS　TEQUE　203 5～210 12 100 62．5×38．5×45．7 30 チップ方式
コ　ス　モ　テ　ッ　ク

〃　　　701 〃 〃 150 78×69×58 80 チップ力式，スタッカー付

〃　　　105A 1～25，000 180 1 〃 56×61×53．5 40 ノズル方式
〃

〃　　　105 10～400 320 〃 〃 〃 〃 チップ方式

オートサンプラー
SGR100 5～1，000 300 100 82×76×56 60 440

三　　光　　純　　薬

PREP－EF
340
100μ1，1：1分注時

1（1～1、〔1（［〔1，50⑪0

（オプション） 700 100×65×50 約50 650 搬送システム対応形分注
器　分析装置接続可能

シ　グ　マ　精　　器

電動分注システム
5221

ドイツ・エツペンドルフ
社製

ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

FD－5000 10 1，500 10～1，000 500 165×113×175 270 1，300
ノズルピッチ可変，チッ
プ式

第　　一　　精　　密
〃　－1000 〃 300 7～1，000 300 72×70×81 47 360

自動分注装置LTA－IIl

250 50～2，000 1．5k 129×100×132 約350

大　　扇　　産　　業

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

ミニサンプルプロセッサー

MINIPREP　75
200 自在 150 3～ 250 82×60×51 46 790～87⑪

プレートメート 240 5～250 100 123．5×41．5×50 46 1，200 96本同時処理
東洋紡エンジニアリング

ガーディァン2000 1，200 5～3000 1．1k 136．5×84×78 185 1，000 情報分注可

ニチメイトステッパー 5～5000 3．3

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

マクロマスター 1～100m／ 100 17×26×29 7．5 55

オートドロッパー
EDR－500

120 1～300 150 50×45×35 35 380

バ　イ　オ　テ　ツ　ク

RX－500 400
50穴ラック，マイクロ

プレート等その他各種
350 10～500

100～1，000
100／4 110×95×140 80 590

ダブルシリンジ内蔵スカラー型ロボット

プレシジョンシステム
サイエンス SX－II 100 〃 250 10～1，000 100／1．8 58×58×45 35 350 小型微量精密分注器

55．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

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

架設可能

採血管数
採血管種

架設可能

ラック種
処理能力 回転数

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考
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機　モデル49011

2｛X｝／300 140×110×161 670 未定
質量測定とバランス配置を
自動計算する全自i動遠心機

久　保　田　商　事 ハイキャバシティ冷却
遠心機　モデル8850

100／30 59×66×92 150 130 大型チューブラック方式
の多本架遠心機

インバータ・多本架冷却

遠心機モデル89⑪0
100／20

〃

　　〃　　・ユニバーサ
ル冷却遠心機　モデル590｛〕

100／15 48×62×93 110 73 静かなブラシレスモータ
をインバータ駆動

　　〃　　・テーブルト

ップ遠心機　モデル5400
〃 45×54×34 44 38．5 ノノ

〃

テーブルトップ
遠心機　モデル52｛｝0

100／10 44×52×35
ノノ 23

エコノミータイプの卓上遠心機

がディジタル表示になりました

卓．ヒ型遠心機モデル2100

100／5 35×42×29 20 17．5
スイングロータが使える
小型卓上型の遠心機

〃

インバータ・マイクロ冷

却遠心機モデル192〔〕
ノノ 37×43×84 71 79

ハイトルクのブラシレスモータ
を使用し，急加速・急減速が可能

マイクロミニ冷却遠心
機　モデル3615

〃 31×51×26 35 63
遺伝子検査用マイクロチューブ専用の小型冷却遠心機

〃

マイクロ・マルチ遠
心機　モデル3600

100／6 33×43×30 13 37．5
高速アングルロータと迅速
スイングロータが使用可能

サンフユージSR
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

2，500 200 47×50×45 32 36 マイクロプレート用

遠心機5410 12 14，000 100 21．5×29×22 7．5 17．4
ドイツ・エツペンドルフ
社製

ダ　イ　ア　ヤ　ロ　ン
〃　5804 4～100 〃 950 47×55×34 55 49 ノノ

〃　5417 12又は30 500～14，000 490 32．6×36．9×22．7 17 24．8 〃

〃

冷却遠心機5804R 4～100 14，000 1．35k 63×50×34 80 84 〃

〃　　5417R 12又は30
500～
14，000

600 32．6×59．7×22．7 34 62 ノノ

ノノ

冷却遠心機
SRC．500

80 シスメックス製
ラツク

5，000 100／30 59×66×92 150

東　亜　医　用　電　子



その他の臨床検査機器
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56．マイクロピペット（Micropipette）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

エクセルオートピペット各種 0．1～5，000 可変 0．2 6，9～14．5

三　　光　　純　　薬

エッペンドルフピペット
リサーチ3110

0．1～5，000 可変 2．8～3．3 ドイツ・エツペンドルフ社製
ダイ　アヤ　ト　ロ　ン

　　　　　〃
リファレンス4910

0．5～2，500 ノノ 3．1～3．4 ノノ

　　　　　〃
タイターマン4908

0．5～10，5～50

30～300
ノノ 8．4～9．4 　　　　　〃

（8及び12チャンネルピペット）
〃

〃4980

0．1μ1～50m／ 〃 4．1 〃

オートクレーバブル
ベンチメイト

0．1～10，000 可変 2．5～3．5 オートクレープ可能
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

MODEL　7000 5～200
ノノ 7．5～9．8 8／12チャンネル

フィンピペットデジタルN 可変 2．8～4．0

日　　本　　商　　事
　　　　　〃
固定型

固定 2．1～3．5

メカトロペット・カルテット
7105240 0．2～10 可変

〈1．5

（再現性）
6．5

定量ピペッティング，定量連続
分注，希釈分注，他4モード

ユニ　フ　レ　ッ　ク　ス
　　　　　〃
7100140 5～100 〃

＜0．2

（〃　）
ノノ ノノ

　　　　　〃
7100340 10～250

ノノ 　〃
（　〃　）

〃 〃

〃

　　　　　〃
7101040 20～500 〃 　〃

（　〃　）
〃 〃

　　　　　〃
7100240 50～1，000 〃 　〃

（　〃　）
〃 〃

〃

　　　　　〃
7105040 100～5，000 〃

＜0．3
（　〃　）

〃
定量ピペッティング，定量連続
分注，希釈分注，可変連続分注

　　　〃　　　　・8ch
7102140 5～100 〃

＜0．25

（〃　）
12．4

定量ピペッティング，定量連続
分注，希釈分注，他4モード

〃

　　　〃　　　　・8ch
7102240 25～250 〃

＜0．2

（〃　）
〃 〃

　　　〃　　　　・8ch
7100840 50～1，200 〃

〈0．3

（〃　）
14．5

定量ピペッティング，定量連続分注
可変連続分注，定量吸引

ノノ

　　　”　　　　・12ch
7103140 5～100 〃

〈0．25
（　〃　）

14 定量ピペッティング，定量連続
分注，希釈分注，他4モード

　　　〃　　　　・12ch
7103240 25～250 〃

〈0．2
（　〃　）

〃 〃

〃

シングル充電スタンド
5100077

2．5
カルテット・マルチチャンネル
用1本掛充電スタンド

マルチ充電スタンド
5116077

5 カルテット・マルチチャンネル
用4本掛充電スタンド

〃

メカトロペット・マンモス
710904 0．5～25m／ 可変

〈0．3％
（再現性）

9．8
メスピペツト対応の大容量
電動ピペット

57．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
特　長　・　備　考

ピペットステーション
SGR　－300

12 ピペット 150 80×60×65 92 480 分注・希釈の連続処理
三　　光　　純　　薬

　　　〃
〃　－250

ノノ 〃 100 68×58×42 43 330 分注・希釈

マイリュータIII 1 ノズル式
チツプ式

150 17×20×34 7．5 48 4モード内蔵
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

NSP－7000 80r12 チップ式 100 30×64×58 42 185

ハルクスオート 8．12 チップ式 700 68×88×65 100 750

バ　イ　オ　テ　ッ　ク

MPD－II　a チップ方式 100／3 52×48×40 30 180 感作血球撹拝機能付き
プレシジョンシステム
サイエンス

AGS－30 シリンジ方式 100／5 110×60×150 100 96穴マイクロプレート
25枚装填

58．洗浄器（Washer）

55

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

プレートウォッシャー
MPW－200　N

80 100／3 66×46×101 65 110 プレートの洗浄

萱垣医理科工業

マイウオツシヤー
オートII 100～300 200 48×42×34 21 250 マイクロプレート洗浄

三　　光　　純　　薬

ノパパスプレート
ウォッシャー1575 8および12 100 32．5×52．6×19．3 10 88 クロスワイズ設定可能

日本バイオ　・ラッ　ド
ラボラトリーズ

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　ツ　ク

　　　　　〃
AMW－24

〃 2，500 〃 〃 〃 87 〃　　　　16，24

セラウォッシャー
MW－96　R

0～2，000 3，000 80 30×40×18 14 125
〃

　　　〃
AMW－96　F

〃 〃 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ

オートセラウォッシャー
AMW－96　S

〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型
〃

ビーズウオツシヤー
BW－20　A

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

　　　　〃
BW－25　A

〃 〃 〃 〃 11 92．5 ノノ

〃

チューブウォッシャー
TW－50　N

500～10，000 3，000 600 30×37×44 20 150 ビーズ・チューブ洗浄用

RBW－50　N 0．5～5m1 5，000 100／10 33×50×48．5 35 150 ビーズ法／固相法に対応
RIA／EIAに対応，50本ノズルプレシジョンシステム

サイエンス BF－50　N 〃 40×70×60 50
ロータリーヘッド機構，デカント
アスピレーション，50本ノズル



56

59．振邊装置（Shaker）

会　　　社　　　名

同　時
セット数

しんとう
ll±1　数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

マイクロプレートミキサ

MPM－2N
2枚 可変式 100／0．1 22．5×20×15．5 5 10 プレートの振とう

萱垣医理科工業

マイクロミキサーMX－5
マイクロプレート　4枚

可変 30 28×21．5×11 5 7．8

三　　光　　純　　薬

BIS　TEQUE　201 30 30×53×57 30 チップ方式
コ　ス　モ　テ　ッ　ク

プレシジョンシステム
サイエンス

MS－200
チューブ
200本 30×30×13 7 20

LS－400
　〃

400本
56×52．5×34 18

60．純水自動製造装置（tnstrument　for　Deionaizer）

会　　　社　　　名
採取容量 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ
ピュアライトPRO－60 60 840 40×50×130 130 110 オプションの品揃え

Gシリーズ 30～4，000 5 H53～188 5～390 3．5～100 蛇口に接続可能

TK式再蒸留装置TKS－20 20 100／1 125×90×175 150 490

萱垣医理科工業

TROシリーズ 20～150 100／3 W35～50 45～130 48～198
各種分析装置・洗浄装置に接続
可能

東洋紡エンジニアリグ
UP－200 60 69×200×335 30 70 超純水装置

Elix　3，5，10 3～10 100／0．8 26×36×46 16 49．8～110．3
日　本　ミ　リ　ポ　ア

M川i－RX　45／75 35／60 115／5 53×49×58 49 198／248

61．撹拝器（Mixer・Stirrer）

処理能力 撹拝方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

タッチミキサーMT－5C 回転 100／3 13．5×15×16．5 3．4 5．16 試験管振還器

萱垣医理科工業
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62．滅菌器（Apparatus　for　Sterilization）

処理能力 熱　源 消費者電力 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（crn） kg 万円
特　長　・　備　考

乾熱滅菌器
KSF－60　PM

電気 100／15 72×62×88．5 77 28．7 1501

萱垣医理科工業

メディクレープ
（フルオート） 3．52 電気ヒーター 1．3K 43×53×36 25 51．8

積　水　化　学　工　業

63．　恒温槽　（lncubater）

温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

KTH－30　TP ±0．1 電子式 100／6 50×34×27 5 8．8 恒温水槽（水槽付）

萱垣医理科工業

サンサーモII ±0．5
ステンレス式
均等対流板式

300 30×25×18 4．4 6．2 輸血検査用
三　　光　　純　　薬

〃　　　ミニ ±0．1 マイクロコン
ピュータ制御

250 48×34×34 15 48 小型CO。インキュベーター　　　一

64．乾燥機（Dryer）

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
特　長　・　備　考

KEF－60　PM ±2．5 電気 100／15 72×62×88．5 77 32．3 150／

萱垣医理科工業

65．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 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

セーフティパル 注射針 熱風循環式 3，000 74×80×123 440 650

三　　光　　純　　薬
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66．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

尿スピッツラベリング
システム

尿カップ（バーコードラベル貼付済）をバーコードスキャナの前に置くだけで尿スピッツに検体ラベルを自動貼付けします。スキャナ，PC．オートラベラーのセット

480 尿スピッツ100本をセット
できますア　　ス　　テ　　ッ　　ク

コーポレーショ　ン 簡易ラベル発行システム
SKT－2107

パソコン不要の検体ラベル発行システム。診察券を磁気カードリー
ダに通し，テンキーで枚数を入力するだけの簡単操作

280 90 パソコン不要

検査受付システム
診察券を磁気カードリーダに挿入するだけで，整理番号券，
尿カップ用手貼ラベルを自動発行するシステム

〃

採血台番号表示システム
採血指示書のバーコードを読むだけで，呼出番号を表示し
ます。 95～ 他社の10分の1以下の低価格

米国・BioDot社製
池　　田　　理　　化

イムノクロマト法による
テストストリップ研究／
開発・製造システム

急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開
発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せること
により，トータルシステムとして供給できる専門メーカー
です。

LADIC－51 尿沈渣分類計数装置：28～45項目まで分類可能 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

電動油圧式採血机“らくですく”SD　7 患者さんひとりひとりに合わせた高さにスイッチひとつで
上下します。

100 80×50．6×

70～90
110 48

シ　グ　マ　精　器
PPEP－LAX
採血室総合システム

オートラベラー，トレー搬送採血台，バーコードリーダのシステム
構成により，患者番号表示システム，患者表示システム可能

700 310×60×82
（採血ユニット2人用）

150 1，000 採血室のシステム化に〃

ジ　　ュ　　ピ　　タ　　ー

コーポレーショ　ン
3－Way　MIV
LFRシリーズ

超小型ダイアフラム式3方向電磁弁。1，000万サイクルの耐久性，高い耐薬品性，小型軽量なれど大容量，

内部容量も僅かです。

〃
Y一バルブ

LFYシリーズ

小型ピンチ式2／3方向電磁弁。500万サイクルの耐久
性ゼロデットボリューム構造，高い耐薬品性，内部容
量も僅かです。

超小型ダイアフラム式2方向（ON－OFF）電磁弁。
1，000万サイクルの耐久性，高い耐薬品性，小型，軽
量，ゼロデッドボリューム構造，内部容量も僅かで

〃 2－Way　MIV
LFVシリーズ

す。

0．74×3．2×0．75
〃 HDI

LHDシリーズ

LEE従来型の1／4体積比で同等以上の通過流量，マ
ウント取付だから配管が楽になります。2億5000万
サイクルの耐久性。

0．3

〃
可変吐出ポンプ
LPVシリーズ

可変容量・高精密往復動作型ポンプ，ディジタルモー
ターを使用。CV値0．08％以下（フルボリューム）を
誇る。

小型自動開栓機 真空採血管インセパック専用のコンパクトな開栓機 6 23×22×18 6

積　水化　学　工　業

100／10 50×100×70．5 70

大　　扇　　産　　業
自動検体シーラー
ATS　100

分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策）
等の為に，特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自
動的にシーリングする装置で，シール後，カットする機能
も付加出来ます。

電研精機研究所
ノイズカットランス
NCT－1型

シールドだけでは防止できない高周波の磁束成分を除くこ
とにより，インバータノイズや雷サージから医療機器の誤
動作を防止する。また，漏れ電流が少なく，接地できなく
てもラインノイズを確実に防止する。



真空採血システム
ネオチューブPET

刺通抵抗を軽減したゴム栓を設計し，従来通りの使用方法
で操作は簡単。

ニ　　　　プ　　　　ロ
　　　ノノ
ワンタッチホルダーN

誤刺防止対策用の採血針ホルダー。採血針の脱針がワンタッチにな
りました。もうリキャップして廃棄する必要はありません。

Hi－Flowメンブレン
ミリポアHi－Flowメンプレンは，サンプルがフィルター上を移動
することにより．アッセイを行わせる診断薬キット用に開発された
新しいメンプレンフィルターです。日　本　ミ　リ　ポ　ア Hi－Flow用グラスファイノ寸一Conjugate－Pad サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせるHi－Flowメンブ
レン専用のPVAバインダーグラスファイバーフィルターです。

マイベクス
γ（ガンマ）線滅菌に対応できる医療用具向け，OEM製品と
しての輸液フィルターです。

〃

マイレクス 各種医療用具に対応できるOEM製品としての小型ディス
ポーザブルフィルターです。

医療用具用メンブレンフ
ィルター

様々な医療用具アプリケーションに対応できるOEM製品としての
超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です。

〃

山　　久　　化　　成 NSプレートDN
カルボジイミド処理プレート。DNA，　RNAを効率
良く感作することが可能で，ハイブリダイゼーションーサンドウィチ法による測定を可能とする。その他，

容器等基材への処理も承ります。

12．5 34×41×21 5 7．5

ワ　ー　プ　太　陽 HALO　COSMIC
ハロコスミック

足裏のツボを刺激し，高速回転波動による遠心力と遠
赤外線ヒーターが全身の血行を促進させる医療機で
す。

Plasma　SEP　LS
数敵の血液を浸み込ますだけで，赤血球を素早く確実に除
き，血漿を分離。

ワットマンジャパン コンジュゲートリリース
パツド

リリースの量と速度を自在に調整することができ最高の条
件作りが可能。

ニトロセルロース膜
ロット間差が小さく一定品質の上，品備えが豊富で，周辺
部まで含む総合的技術サービスが充実。

〃
ガラス／セルロースフィルター

世界一豊富な商品群を有し，検体採取用，吸水用，前処理
用等，用途別技術サービスが充実。
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62 生化学（1）

　　　　会社名

項目名

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 オリンパス販
売 カイノス 関東化学 極東製薬工業

協和メデツク
ス

国際試薬

AST（ALT） JSCC準拠 UV－Rate法 JSCC標準化対
応（液状）

JSCC標準化対
応法 JSCC準拠試薬 UV法

MDH　UV法，　LDII
UV浸、（」SCC準拠

試薬），他ワ

ALP P一ニトロフェニル
リン酸基質法 PNPP基質法

P一ニトロフェニル
リン酸基質法 〃　，他1 GSCC準拠試薬

P一ニトロフェニ
ルリン酸法

P一ニトロフェニノレリ

ン酸法液状試薬，他1
P－NPP法（JSCC
準拠試薬），他2

ACP DCNP基質 kind－king法
α一ナフチルリン
酸法

ADA PNP－XOD法

ALD G3－CNP法，
他2

AMY Gal－G5－PNP法 Gal－G5－PNP
基質法

ガラクトース

G4－CNP法
㈱叉｝4℃NP㈱
3KB・G5－CNP G3－CNP法 G3CNP法

Ga1－G　5－PNP法

液状試薬，他1
Gal－G5－PNP
法，他2

GUN グアニン基質

γ一GTP Gl11．CANA基質
法 γ一GPNA基質法 JSCC標準化対

応法，他1
JSCC準拠試薬，
他1 Glucana法 キサンチンオキ

シダーゼ法
一Glu－GANA法‖SCC準拠試薬），他2

CK NAC法
クレアチンリン
酸基質法

〃 ノノ HK－G　6　PDH法 JFCC準拠液状
試薬，他1

UV法（JSCC準
拠試薬），他1

CHE Garry法 酵素法
P－IIBC基質（液
状） P－HBC基質法

ベンゾィルチオコ
リン基質法，他1

ベンゾイルコリ
ン法

JSCC準拠液状
試薬 DMBT法，他2

LDH ピルビン酸基質 UV　Rate法
（乳酸基質），他 UV－Rate法 L→P L→P　UV－

Rate法
JSCC標準化対
応法，他1 GSCC準拠試薬 UV法

P　ヒドロキシベン
ゾイルコリン法液
状試薬，仲2

L→PUV法（JSCC
準拠試薬），他2

MAO 酵素法

LCAT アリルアミン基質

LAD
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法 GSCC準拠試薬

ALP
アイソザイム LSPA基質

AMY
アイソザイム

抗体法（液状） 阻害抗体法，他1

CK
アイソザイム

免疫阻害法 ノノ　　　　　〃　　　，

LDII
アイソザイム

プロテアーゼ阻
害法

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

Alb BCG法 BCG法 BCP法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

UN
ウレアーゼ，

GLDH法，他1
酵素法 LED，　UV法（液状） ウレアーゼ・

GLDH法
ウレアーゼ・

ICDH法，他2
ウレアーゼ

GLDH法，他1 GLDH法
Urease－GL－DH
法，他1

UA 酵素法 ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

ノノ 酵素法（液状）
ウリカーゼー

POD法
ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼ法

CRE 〃 酵素法，他1 〃 〃 CRN－CR－
SOX－POD法

酵素法，他1 サルコシンオキ
シダーゼ法 酵素法，他1

T－Bil
安定化ジアゾニ
ウム塩法

ジアゾ法 安定化ジアゾニ
ウム塩

〃　　　　〃　　，

TG FG消去酵素法，
他1 酵素法 FG消去酵素法

（液状）

遊離グリセロール
消去酵素法，他1

遊離グリセロー
ル消去法 酵素法 GK－GPO法

PL 酵素法 酵素法（液状） PLD－COD－
POD法

酵素法 〃 PLD－POD法

NEFA 〃 ACS－ACOD－
POD法

〃 ACS－ACOP－
SCEP法



T－CHO 酵素法 コレステロール
オキシダーゼ法 酵素法 酵素法（液状） CE－CO－POD法 〃 酵素法 COD－POD法，

他1

HDL－CHO 選択阻害法 直接法
PG（ポリエチレング
リコール法），他2

胆汁酸及び分画 酵素サイクリン
グ法

3α一HSD・テト
ラ法

Glu GOD固定化酵
素膜電極法

酵素法（ヘキソキナーゼ・G6PDH）

HK－G－6－PDH
法

ヘキソキナーゼ法 HK法，他1 Gluc－DH法 HK法
GUL－GLK法，他
3

1，5AG
酵素法（PROD－
POD法）

シアル酸 酵素法 酵素法 　〃　（カラー
エンド法） 酵素法 UV法

Na イオン選択
電極法

電極法

K 〃 〃

Cl 〃 酵素法 〃

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

Mg ノノ キシリジルブル

ー法 ICDH法
キシリジルブル

ー 法 酵素法

IP SP－UV法 酵素法 〃　（液状） モリブデン酸直
接法 PNPL－XDH法

リンモリブデン
酸一UV法

〃　，他1

Fe Nitroso－PSAP
法

ニトロソーPSAP
法

Nitroso－PSAP
法，他1

Nitroso－PSAP
法

フェレン法，

他1

UIBC Nitroso－PSAP
法

ノノ ノノ ノノ フェレン法

NAG MPT－NAG基
質法 FNP法

17－KS 神戸川変法

17－OHCS
フェニルヒドラ
ジン比色法

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

総分岐鎖アミノ酸／
チロシンモル比
（BTP＞

酵素法

生化学（2）
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　　　　会社名

項目名
三光純薬 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

デイドベーリ
ング デンカ生研 東ソー 日水製薬

AST（ALT） JSCC標準化対
応

MDH－UV法
LDH－UV法

UV・レート法，
他2

JSCC勧告法準
拠

JSCC標準化対
応試薬，他3

UV法（JSCC勧
告法準拠）

ALP P一二トロフェニルリ
ン酸基質法

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

〃 〃，他2 Bessay－Laury
法

ACP Kind－King法

ADA 酵素法（GLDII－
UV法） UV－Rate法

ALD 　〃

（NA－DH－UV法） 酵素法

AMY IPG　7　F法 Bloked－G7－
PNP基質法

B－G5一β一CNP
法，他3

6－N3G5CNP
基質法

Et－G7pNP法，
他1

酵素法

GUN 酵素法（XOD一ウ
リカーゼPOD系）



64 γ一GTP SSCC準拠
Lフーグルタミノレ3一カ

ルボキシー4NA基質法

γ一グルタミノレP一二ト

ロアニリド基質法，他1
γプルタミル
CNA基質法

IFCC標準化対
応試薬，他2 Szaszの条件

CK JSCC標準化対
応

クレアチンリン
酸一UV法

UV・レート法，
他2

JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化対
応試薬，他2 UV法

CHE DHBC－UV法
ヨウ化オプチル
コリン基質法

BTC－DTNB法，
他3

3，4ジヒドロキシベン
ゾイルコリン基質法 DTNB法

LDH GSCC準拠試薬
（P→L）

P→L
NADH－UV法

UV・レート
法，他1

JSCC勧告法
準拠

JSCC標準化対
応試薬，他3

ピルビン酸基質

UV法
LCAT 真鍋・板倉法 GSCC法

LAP L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法
レロイシル
CPA基質法

ALP
　アイソザイム

電気泳動による
分画

AMY
　アイソザイム

インヒビター法 酵素法

CK
　アイソザイム

電気泳動による
分画 免疫阻害法 蛍光免疫測定法

CK　　MB　EIA法（ワ
ンステ・ップサンドイ

磁鑑麺鑓表ト
CK
　アイソホーム

〃 CK－MB（エバネセン
ト蛍光免疫測定法）

LDH
　アイソザイム

電気泳動による
分画

TP Biuret法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 Biuret法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCP法，他1 BCG法

UN ウレアーゼ・GLDH
法，他1

ウレアーゼーGL－
DII・UV法（アンモ
ニア消去）

ウレアーゼー・

UV法，他1 UV・レート法 Urease－GLDHアン
モニア消去，他2

ウレアーゼーPK－

POPG－POD法

UA ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

酵素法（ウリカーゼPOD系）

酵素法 酵素法 酵素法，他1 酵素法

CRE 酵素法，他1 　〃　（SOX－
POD系）

〃 〃 〃　　　　〃　　， 〃

NH3

T－Bil
安定化ジアゾニ
ウム塩法 酵素法

アゾビリルビン
法 Jendrassik法 酵素法

TG FG消去酵素法 酵i素法（GPO－
POD系フリーグ
リセロール消去）

GPO酵素法 酵素法 酵素法，他2
　〃　（グリセ
ロール消去法）

PL 酵素法 　〃　（PLD－
POD系）

酵素法 〃 〃 酵素法

NEFA 　〃　（ACS－
ACO系） 酵素・UV法 〃

T－CHO
コレステロール・
オキシダーゼ法

　〃　（CE－
COD－POD系） 酵素法 〃 酵素法 酵素法

HDL－CHO
デキストラン

硫酸Mg法
リンタングステ
ン酸一Mg法

選択阻害法 消去法，他1
リンタングステン
酸改良酵素法

LDL－CHO 酵素的測定法

胆汁酸及び分画
酵素法（3α一HSD一ジ
ァホラーゼ比色法） 酵素比色法 酵素サイクリン

グ法

Glu
ヘキソキナーゼ・UV法，他1 　〃

（HK－UV法）
Glck法（UV・エ
ンドポイント法）

ヘキソキナーゼ
法 HK－G6PDH

法 酵素法

1，5AG
HPLC法（フローイ
ンジェクション法）

HbAlc ラテックス免疫
比濁法

ラテックス免疫
凝集法 HPLC法

シアル酸 酵素法
（LDH－UV法） 酵素法 酵素法

Ca OCPC法 0－CPC法 0－CPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法



Mg Glck・G－6－PDH
法

キシリジルブルー法

酵素法，他1

IP SP－UV法
酵素法
（XOD－POD系） 酵素法 フィスケ・サバ

ロー変法
〃 酵素法

Fe
直接比色法（ニトロソーPSAP法）

NPS法
フェロジン発色
法

TIBC 炭酸マグネシウ
ム吸着法

〃

UIBC 〃
フェロジン発色
法

Cu

NAG MPT－NAG
基質法

hCG イムノクロマト
法

ラテツクス免疫
比濁法

尿中微量
　　アルブミン

免疫比濁法 免疫比濁法 CLEIA法
免疫比濁用・

EIA用原料
蛍光免疫測定法 免疫比濁法 EIA法

EIA法（ワンステ
ップサンドイッチ）

鉄分岐鎖アミノ
酸／チロシンモル
（BTP）

〃 NIA法

生化学（3）
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　　　　会社名

項目名

ニットーボー
メディカル

ニプロ 日本商事 日本DPC バイエル・三共
ファルマシア・

アツプジョン 山之内製薬
ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

AST（ALT） UV－Rate法甚i議鍵化対応
JSCC標準化対
応法

JSCC標準化対
応法 IFCC準拠法 IFCC準拠法 JSCC標準化対

応法

ALP
P．二トロフェニルリ Kind－King改良

法
ノノ 〃 〃 〃　，他2

ACP 合成基質法 CNP基質法

ADA UV－Rate法 キサンチンオキ
シダーゼ酵素法

ALD UV・酵素法 UVレート法

AMY ガラクトシルー

G5－PNP法
GaLG　4℃NP GAL－5－4　NP法 G3－CNP法 B－G7－EPS法 BG　5　P基質法

γ一GTP
L一γ一グルタミル3
カルボキシ　4　ニ　ト
ロアニリ　ド基質法
（rSCC標準）

JSCC標準化対
応法

JSCC標準化対
応法

4一ニトロアニ
リド基質法 Szasz法 JSCC標準化対

応法，他1

CK UV－Rate法9灘鍵化対応
クレアチンリン酸一UV法

〃 IFCC準拠法
クレアチニンリン

酸ADRUV法
〃

CHE 3．4一ジヒドロ
キシベンゾイルコ
リン基質法

ベンゾイルコリ
ン基質法

ヨウ化ブチリル
チオコリン法

ベンゾイルコリ
ン基質法

ベンゾイルコリ
ン基質法

5メチル2テノイ
ルチオコリン基質
法．他1

LDH UV－Rate法緩i論嬬化対応
JSCC標準化対
応法

JSCC標準化対
応法 L→P　UV法 SFBC勧告法 JSCC標準化対

応法，他1

LCAT 酵素法

ALP
　アイソザイム

インドキシル・

NTB法
AMY
　アイソザイム 免疫阻害法

免疫阻害法P－AMY

CK
　アイソザイム 免疫阻害法

ジアホラーゼ・

NTB法

免疫阻害法CK－MB

LDH
　アイソザイム

ジアホラーゼ・

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



66 Alb BCG法 BCG法 BCP法 RIA法 BCG法 BCG法，他1

UN
ウ　　レ　ア　ー　　ゼ

GLDH法　（アン
モニア消去法）

URL－UV法 酵素法 GLDH法 酵素法
ウレアーゼ・

GLDH法
UA ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼー

POD法
ノノ

ウリカーゼー

POD法
〃

ウリカーゼー

POD法
CRE CRN・CR・

SOD・POD法
酵素法 ノノ Jaffe法 酵素法／Jaffe

法 酵素法，他1

NH3 UV法 GLDH法
T－Bil 亜硝酸酸化法 安定化ジアゾニ

ウム法 酵素法 ジアゾ法 ジアゾ法
バナジン酸法，

他1

TG 酵素法（フリーグリ
セロール消去法）

LPL－GK－GPO－
POD酵素法

〃 酵素比色法 酵素法
グリセロール消
去法，他1

PL フォスフォリバ
ー ゼD酵素法

〃 酵素法 〃 酵素法

NEFA ノノ 〃

T－CHO 酵素法（POD法） COE－COD－
POD法

〃 酵素法 酵素法 〃

HDL－CHO
リンタングステ
ン酸一Mg法 ヘパリン・Ca法 選択阻害法

免疫阻害法，

他1

Glu UV－Rate法
グルコースデヒ
ドロゲナーゼ法 UV法

ヘキソキナーゼ
法

酵素法（HK／
G6P－DH法）

ヘキソキナー
ゼ・UV法，他1

フルクトサミン NBT法
HbAlc ラテックス免疫

法

シアル酸 酵素UV法 UV・酵素法 酵素法

Na 電極法 電極法

K 〃 〃

Cl 〃　，他1 〃

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 MXB法，他1

Mg 酵素法 マグノレツド法
キシリジルブルー法

酵素法，他1

IP 〃 酵素法
モリブデン酸
直接法

モリブデン酸

UV法
モリブデン酸

UV法
〃　，他1

Fe ニトロソーPSAP
法 標準法 直接比色法 フェロジン法 パソフェナント

ロリン法

TIBC 〃

UIBC ニトロソーPSAP
法

フェロジン法 パソフェナント
ロリン法

NAG MPT－NAG基
質法

FNP一
レート法

合成基質法

hCG
CLEIA法，RIA法

尿中微量アル
ブミン

免疫比濁法 免疫比濁法
TIA法，RIA法

免疫比濁法 GLORIA（金標識
目視免疫測定法） 免疫比濁法 免疫比濁法
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免疫血清（1）

　　　　会社名

項目名

エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

オーソ・クリニ
カル・ダイアグ

ノスティックス

小野薬品工業 オルガノン
テクニカ

カイノス 関東化学 極東製薬工業
協和メデツク
ス

CRP LIA法 LIA法，他1 免疫比濁法 EIA法
ラテックス凝集
比濁法，他1

免疫比濁法，

他1
ラテックス比濁
法

ASO 〃 ノノ ノノ 〃 〃 ラテツクス凝集積
分球濁度法，他1

RF 〃 〃 〃 〃 免疫比濁法 〃 〃

IgG 〃 〃 〃 免疫比濁法 ノノ 免疫比濁法 〃　，他1

IgA 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃　　　　〃　　，

IgM 〃 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 ノノ　　　　〃　　，

IgE 〃 〃 EIA法
化学発光イムノ
アツセイ，他1

C3・C4 〃 ノノ 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 ラテックス凝集
積分球濁度法

β一Lipo TIA法 〃

LP（a） LIA法 免疫比濁法

ApoA－1 TIA法 免疫比濁法

Apo　A－II 〃

Apo　B TIA法 〃

Apo　C－II ノノ

Apo　C－III ノノ

ApoE TIA法
ノノ

AFP LIA法 LIA法 EIA法 EIA法
化学発光イムノ
アツセイ，他1

CEA 〃　，他2 CLEIA法
ノノ ノノ 〃

NSE RIA法

フェリチン LIA法 LIA法，他2 CLEIA法 EIA法
化学発光イムノ
アツセイ，他1

β2M 〃 〃　，他1 ノノ ラテックス凝集
積分球濁度法

PAP EIA法 EIA法

PA 〃　，他1 EIA法

CA　19－9 〃 EIA法 〃

CA　125 〃　，他1

梅毒反応 LIA法 LA法
ラテックス比濁
法

クラミジア
　（Ab・Ag） ELISA法 ELISA法



68 IIBs（Ag・Ab） CLEIA法 EIA法 ELISA法 EIA法
ラテックス比濁
法

ラテックス凝集
積分球濁度法

HC（Ab） ELISA法

ATL ELISA法

インスリン RIA法 EIA法

GH 化学発光酵素免
疫法

T3・T4 RIA法 CLEIA法 EIA法
化学発光イムノ
アツセイ

FT3・T4 ノノ ノノ 〃

コルチゾール ノノ ノノ 〃

TSH 〃 〃 〃 化学発光イムノ
アツセイ

LH 〃 〃 〃 〃

プロラクチン 〃 〃 〃

FSH RIA法 〃 ノノ 〃

HCG LIA法 〃 〃 〃

HPL 〃

E2 EIA法 CLEIA法
糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜血） LIA法 EIA法 免疫発色法 ラテックス凝集

法

エリスロポエチン ELISA法

H．Pyroli ELISA法

免疫血清（2）

　　　　会社名

項目名
国際試薬 三　土ヒ　　ノ、 三光純薬

シーアイエス
ダイアグノス
ティック

常　光 セロテック 住友製薬 ダイアヤトロン 第一化学薬品 ダイナボット

CRP
フテックス凝集『ノ、
（スライドリ、），ラタ
ツクス比濁∂、

TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 ラテツクス免疫
比濁法

免疫比濁法 FPIA法

ASO 〃 ラテツクス免疫
比濁法

ノノ

RF
㌘・／〃冷灘1伽Aノ、．免疫比濁rノ、．ノノソクス」ヒ濁～ノ、

〃 ノノ

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 ノノ

IgE EIA法
化学発光酵素免
疫測定法

ラテックス免疫
比濁法 CLEIA法

C3・C4 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法
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β一Lipo 〃 〃 ヘパリン比濁法

LP（a） 〃 等電点電気泳動
アイソホーム

ノノ 免疫比濁法

ApoA－1
ノノ 〃 〃

Apo　A－II 〃 〃 〃

ApoB 〃 〃 〃

Apo　C－II 〃 〃

Apo　C－Ill 〃 〃

ApoE 免疫比濁法 等電点電気泳動
アイソホーム

〃 〃

IAP TIA法

AFP EIA法，　RPHA法
化学発光酵素免
疫測定法 ECLIA法，他1 ホモジニアス

TR－FIA
ラテツクス免疫
比濁法 CLEIA法 MEIA法，他2

CEA ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃　　　　　〃　　，

NSE 〃

フェリチン EIA法，　RPHA法
化学発光酵素免
疫測定法

ラテックス免疫
比濁法 CLEIA法 MEIA法

エラスターゼ1 RIA法

β2M EIA法
化学発光酵素免
疫測定法

ラテツクス免疫
比濁法 MEIA法

PIVKA－II ECLIA法，他1

PAP EIA法
ホモジニアス
TR－FIA MEIA法

PA 〃
化学発光酵素免
疫測定法

〃
ラテツクス免疫
比濁法 CLEIA法 〃

CA　19－9 〃 ノノ 〃 〃

CA　125 〃

CA　15－3
ホモジニアス
TR　FIA

〃

DUPAN－2
ラテツクス免疫
比濁法

梅毒反応 EIA法，　HDPA法
RPRテスト PA法，他1 EIA法

クラミジア
　　（Ab・Ag）

直接蛍光抗体法 MEIA法

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab） EIA法，（R）PHA法
化学発光酵素免
疫測定法

イムノクロマト
法，他1

ラテツクス免疫
比濁法

〃

HBe（Ag・Ab） 〃　　　　　〃　　， 〃 〃

HBc（Ab） 〃，PHA法 化学発光 〃

HC（Ab） ノノ 〃　，他2

HIV（Ab） CLEIA法 〃　，他1



70 ATL PA法，他1 化学発光

アルドステロン RIA法

カテコールアミン 〃

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 CLEIA法 MEIA法，他2

GH 〃

T3・T4
ノノ 化学発光酵素免

疫測定法 CLEIA法 MEIA法

FT3・T4 〃 〃 〃

コルチゾール ノノ

TSH EIA法
化学発光酵素免
疫測定法

〃 MEIA法

LH 〃 〃 〃

プロラクチン 〃 イムノクロマト
法

〃 〃

FSH 〃
ラテックス免疫
比濁法

〃 〃

HCG 化学発光酵素免
疫測定法

〃 〃 〃

E2 〃

E3 ラテックス免疫
比濁法

糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜血）

金コロイド免疫
クロマト法 FEIA法

イムノクロマト
法

金コロイド免疫
クロマト法

イムノクロマト
法

H．Pyroli
EIA法，
ウレアーゼ法

ラテックス凝集
法

免疫血清（3）

　　　　会社名

項目名

ダコ・ジヤパ
ン

デイドベーリ
ング 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

ニプロ 日本商事 日本DPC

CRP NIA法，TIA法
ラッテクス凝集
法

TIA〃、（免疫比濁
法）．リボソーム比濁
法．．rバネセント波
蛍光免疫測定シノ、

免疫比濁法他1ラ
ッテクス凝集比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

ASO 〃　　　　ノノ　　， 〃 TIA法 免疫比濁法

RF 〃　　　　〃　　， ノノ 〃 〃

IgG 免疫比濁用・
EIA用原料

〃　　　　　〃　　， 免疫比濁法 〃 〃

IgA 〃 〃　　　　　ノノ　　， 〃 〃 〃

IgM 〃 〃　　　　　〃　　， 〃 〃

IgE 〃 〃　，EIA法
ラッテクス凝集
法 PAMIA法 EIA法

EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） CLEIA法

C3・C4 ノノ 〃　，TIA法 免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

β一Lipo Heparin－Ca法 〃 免疫比濁法
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LP（a） 免疫比濁用・
EIA用原料 NIA法

ラテックス凝集
法

免疫比濁法

Apo　A－1 〃 〃　，TIA法 〃

Apo　A－II ノノ 〃

Apo　B 免疫比濁用・
EIA用原料

〃　，TIA法 〃

Apo　C－II 〃

Apo　C－III
ノノ

ApoE 〃 NIA法 〃

AFP 免疫比濁用・
EIA用原料

NIA法，　EIA法 ラテックス凝集
法 PAMIA法 EIA法

EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） CLEIA法

CEA 〃

　　EIA法〃　　，（他1）

〃 〃 〃 〃

フェリチン 〃 〃　　　　〃　　， ラテックス凝集
法

〃 〃 〃

β2M 〃 〃 〃 〃 〃 〃
ラッテクス凝集
法，CLEIA法

PAP 〃 〃
RIA法，

CLEIA法

PA NIA法（他1）
ノノ 〃 CLEIA法

CA　19－9 EIA法 PAMIA法 〃 〃 〃

CA　125 〃 〃 〃 〃 〃

CA　15－3 〃

梅毒反応 NIA法 PAMIA法

HBs（Ag・Ab） 免疫比濁用・
EIA用原料 EIA法 〃 EIA法

EIA法（ワンステップサンドイ・ソチ法）．rバネセント波蛍’光

免疫測定法
ELISA法

HBe（Ag・Ab） 〃
エバネセント波
蛍光免疫測定法

HBc（Ab） 免疫比濁用・
EIA用原料

〃 PAMIA法 〃

HC（Ab） 〃 〃 〃 ELISA法

HIV（Ab） 〃 〃

ATL 〃

アルドステロン RIA法

カテコールアミ
ン HPLC法

インスリン 〃 PAMIA法 EIA法
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） RIA法

GH 〃 〃

T3・T4
免疫比濁用・
EIA用原料

蛍光免疫測定法 〃 EIA法
（競合法）

RIA法，

CLEIA法

FT3・T4
〃 〃

》

コルチゾール 免疫比濁用・
EIA用原料

〃 〃
；



72 TSH 〃 蛍光免疫測定法 〃
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） CLEIA法

LH 〃 〃 〃 定性・金コロイ
ドクロマト法 EIA法 〃

プロラクチン 〃 〃 ノノ RIA法，

CLEIA法
FSH 免疫比濁用・

EIA用原料
〃 〃 〃 CLEIA法

カルシトニン 〃

HCG ノノ 蛍光免疫測定法 EIA法
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法）

定性・金コロイ
ドクロマト法 EIA法

RIA法，

CLEIA法
HPL
E2 EIA法 EIA法

（競合法） EIA法
RIA法，

CLEIA法
糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜血） 原料抗体 金コロイド比色

法

エリスロポエチ
ン RIA法

免疫血清（4）

　　　　会社名

項目名

日本ビオメリュー

・バイテツク
バイエル・三共

ファルマシア・
アツプジョン

富士レビオ 山之内製薬
ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

CRP 免疫比濁法
免疫比濁法／ラテ
ックス凝集比濁法 TIA法，　LIA法

ASO ラテックス凝集
比濁法 LIA法

RF ノノ

TIA法

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法 〃

IgA 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 ノノ

IgE EIA法 FEIA法 CLEIA法 EIA法

C3・C4 免疫比濁法 TIA法

β一Lipo ヘパリン比濁法 〃

LP（a） ラテックス凝集
比濁法

〃

Apo　A□ 免疫比濁法 〃

Apo　A－II 〃 〃

ApoB 〃 ノノ

Apo　C－II 〃 ノノ

Apo　C－III 〃 〃

ApoE 〃 〃
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AFP EIA法 EIA法 CLEIA法
EIA法，
電気化学発光法 EIA法

CEA 〃 〃 〃

；1

〃

NSE RIA法
；

〃

フェリチン EIA法 EIA法 CLEIA法 R－PHA法
；

〃

エラスターゼ1

βM EIA法 EIA法 RIA法 CLEIA法 EIA法 〃

PAP TR－FIA法

PA EIA法 EIA法
EIA法，
電気化学発光法 EIA法

CA　19－9 〃 CLEIA法 EIA法 〃

CA　125 〃 〃 〃

CA　15－3 〃 〃 〃　　　一

梅毒反応 〃 ラッテクス凝集
比濁法

HA（AD） EIA法 EIA法

HBs（Ag・Ab） 〃 CLEIA法 R－PHA法
PHA法

〃

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） EIA法 CLEIA法
ノノ

HC（Ab） 〃 〃

田V（Ab） EIA法 〃 ノノ

ATL 〃 〃

インスリン RIA法 ノノ EIA法 EIA法

T3・T4 EIA法 EIA法，他1 EIA法
電気化学発光法

ノノ

FT3・T4 〃 〃 CLEIA法
；1

〃

コルチゾール ノノ 〃
セディア法（ホモ
ジニアスEIA） EIA法

TSH 〃 〃 CLEIA法 EIA法
電気化学発光法 EIA法

LH 〃 〃 TR－FIA法
；

プロラクチン 〃 ノノ

；1

FSH 〃 〃 TR－FIA法
；

HCG 〃 〃 〃 EIA法

HPL RIA法

E2 EIA法 EIA法 TR－FIA法 EIA法



74 樹史ヘモクロビン
　　　　（便潜1自D TMB法 CLEIA法

H．Pyroli EIA法
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血液凝固・線溶（1）

　　　　会社名

項目名

エイアンドテ
イー

エム・シー・
メディカル

オルガノンテ
クニカ

カイノス 極東製薬工業
協和メデック
ス

国際試薬 コールター 三光純薬 ダイアヤトロン

PT 凝固時間法
（ドライカード法） 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 クロット法 外因性凝血能法

PTT 〃 〃 〃 〃 〃

トロンボテスト ノノ 〃 外因性凝血能法

ヘパプラスチン
テスト

凝固時問法 〃 〃 〃

プロテインC
ラテックス免疫
比濁法，他1

プロテインS EIA法

AT　II正 合成基質法 ラテックス比濁
法

ラテックス凝集
積分球濁度法

合成基質法，
凝固時間法

クロモジェニッ
ク法

ラテックス免疫
比濁法，他1

α2PI 〃
ノノ 合成基質法 〃 〃　，他1

PLG ノノ 〃 ノノ 〃 〃　，他1

FDP－T LIA法 ELISA法
ラテックス凝集
比濁法

〃 ラテックス凝集
積分球濁度法

ラテックス凝集
法（スライド法）

〃

FDP－E 〃

D－Dダイマー
ラテックス凝集
法，ELISA法

ラテックス比濁
法 EIA法 〃　，他1

Fbg 凝固ll3間法
（ドライカード法） 凝固時間法 凝固時間法 トロンビン時間 PT測定法

トロンビン時間
法 塩析法

TAT EIA法

PIC ノノ ラテックス免疫
比濁法，他1

第II凝固因子 凝固時間法 クロット法

第V凝固因子 凝固時間法 〃 〃

第VII凝固因子 〃 〃 〃

第Vll擬固因子 〃 〃 　ノノ

第IX凝固因子 〃 ノノ 〃

第X凝固因子 〃 ノノ 〃

第XI凝岡因子 ノノ ノノ 〃

第）OI凝固因子 〃 〃
クロモジェニッ
ク法

第XII擬固因子 〃
ラテックス免疫
比濁法，他1

複合因子
凝固時間法
（ドライカード法） 凝固時間法 〃



76 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

デイドベーリ
ング 東亜医用電子 日水製薬 ニットーボー

メディカル
ニプロ

日本ビオメリュー

　・バイテツク

ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

PT
凝固時間法，

合成基質法
凝固時間測定法 凝固時間法 凝固時間法

PTT 〃 〃 〃 〃

トロンボテスト 凝固時間法 〃

ヘパプラスチン
テスト

〃 〃

プロテインC
発色性合成基質
法

免疫比濁用，EIA用原料 凝固時間法，

合成基質法
合成基質法 〃

プロテインS 〃 〃

AT　III 発色性合成基質
法

〃 NIA法
凝固時間法，

合成基質法
エバネセント波
蛍光免疫測定法

合成基質法，

　　　　　他1
合成基質法 合成基質法

α2PI 〃 〃 合成基質法 〃 〃

PLG 〃 NIA法 〃 〃　，他1 ノノ

FDP－T
エバネセント波
蛍光免疫測定法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス免疫
凝集比濁法

FDP－E 〃 〃

D－Dダイマー
エバネセント波
蛍光免疫測定法

〃 EIA法，他1 〃

Fbg NIA法 凝固時間法 免疫比濁法
免疫比濁法，

凝固法
凝固時間法

TAT EIA法

PIC 〃

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間測定法 凝固法

第V凝固因子 ノノ 〃 ノノ

第Vll凝固因子 〃 〃 〃

第Vlll凝固因子 発色性合成基質
法

免疫比濁用，EIA用原料

〃
ノノ 〃

第IX凝固因子 ノノ 〃 〃 〃

第X凝固因子
発色性合成基質
法

ノノ 〃 〃 〃

第XI凝固因子 〃 〃 〃

第）qI凝固因子 〃 〃 〃

第X川凝固因子
ラテックス凝集
比濁法

〃

複合因子 凝固時間法 〃

ヘパリン
発色性合成基質
法
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血中薬物（1）

　　　　会社名

項目名

協和メデツク
ス

三光純薬 ダイアヤトロン 第一化学薬品 ダイナボット
ダコ・ジヤパ
ン

デイドベーリ
ング 日本DPC

日本ビオメリュー

　・バイテツク
バイエル・三共

フェノバルビターノレ

EMIT法 FPIA法 EMIT，㌶疫 ラテックス凝集
法

プリミドン 〃 〃 〃　　，

カルバマゼピン 〃 〃 EMIT，罐疫

エトサクシミド 〃 〃 〃　　，

バルプロ酸
ナトリウム

〃 〃 EMIT，離曇疫

フェニトイン 〃 〃 〃　　　　　〃　　， ラテックス凝集
法

キニジン 〃

リドカイン EMIT法 〃 EMIT
プロカインアミ
ド

〃

Nアセチルプロ
カインアミド

〃

ストレプトマイ
シン

ノノ

アミカシン 〃

ゲンタマイシン EMIT法 〃 EMIT撒疫

トブラマイシン 〃

ジベカシン ノノ

ネチルマイシン 〃

ジゴキシン
化学発光イムノ
アツセイ

ラテツクス免疫
比濁法

CLEIA法，
EMIT法 MEIA法

免疫比濁用・
EIA用原料

EMI璃撒法 CLEIA法 EIA法 EIA法

ジギトキシン FPIA法 〃

テオフィリン
化学発光イムノ
アツセイ

ラテックス凝集
阻止法

CLEIA法，
EMIT法

〃 EMIT，罐疫 〃 EIA法
ラテックス凝集
法

アセトアミノフ
ェン

〃

シクロスポリン 〃

バンコマイシン 〃 蛍光免疫測定法

ジソピラシド EMIT法 〃

エタノール MEIA法



78 血中薬物（2）

　　　　会社名

項目名
山之内製薬

ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

フェノバルビターノレ

セディア法（ホモ
ジニアスEIA） FPIA法

リボソーム免疫
測定法

プリミドン ノノ ノノ

カルバマゼピン
セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

〃 〃

バルプロ酸
ナトリウム

〃 〃 〃

フェニトイン 〃 〃 〃

キニジン 〃

リドカイン 〃

プロカインアミ
ド

ノノ

N一アチセルプ
ロカインアミド

〃

ゲンタマイシン 〃

ネチルマイシン

ジゴキシン
セディア法（ホモ
ジニアスEIA）

ラテックス凝集
比濁法

テオフィリン 〃 FPIA法
リボソーム免疫
測定法

バンコマイシン 〃

エタノール 酵素法



自動分析装置専用試薬



80 自動分析装置用試薬（1）
エイアンドテ
イ←

栄研化学 小野薬品工業 カイノス 関東化学 協和メデツクス 国際試薬 三光純薬 塩野義製薬 セロテック　　　　　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
項日数

生化学
項日数

免　疫
項日数

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 8 5 33 3 22 22 12 27 4 12 34 18 27 3 31 4

〃　－7150 〃 〃 〃 ノノ 〃 33 14 ノノ 〃 23 1 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7170 〃 〃 〃 〃 〃 11 ノノ 〃 17 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃　－7250・7350・7450 〃 〃 30 〃 20 20 3 〃 ノノ 20 32 11 〃 ノノ 31 4

〃　－7070・7060 〃 〃 〃 〃 〃 33 14 〃 〃 23 1 34 18 〃 〃 〃 〃

〃　－7020 〃 〃 〃 22 12 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7600 〃 〃 22 11 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

Tm－Sシリーズ 28 2 20 26 1 20 29 11 〃 〃 31 4

〃　－60R 〃 3 ノノ 27 4 23 1 31 18 〃 〃 〃 〃

〃　20FR　3［［FR・4［［FR｛2〔IR・3〔［R〕 8 5 37 〃 22 15 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃－Mシリーズ ノノ 〃 30 〃 20 20 3 26 1 20 29 11 〃 〃 〃 〃

〃－80FR（NEO） ノノ ノノ 33 〃 22 33 14 27 4 23 31 18 〃 〃

〃－200FR 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CL－7100・7000 26 20 〃 〃 23 〃 ノノ 〃 ノノ 33 4

〃　－7200 30 〃 33 14 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7300 ノノ 3 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 31 〃

〃　－8000 〃 〃 〃 22 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 18 2 1 26 1 17 29 11 26 〃 30 1

〃　　RSシリーズ 8 5 30 1 〃 33 14 ノノ 〃 23 1 31 18 〃 〃 31 〃

〃　　HRシリーズ ノノ 〃 26 20 2 1 〃 〃 29 11 〃 〃

〃　　BMシリーズ 〃 〃 27 〃 11 〃 〃 31 18 〃 〃

AU－5200 28 3 〃 20 3 27 4 20 29 11 27 〃 33 4

〃　－1000・800 8 5 〃 〃 〃 33 14 〃 〃 〃 1 31 18 〃 ノノ

〃　－600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

〃　－560・510 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 23 〃 〃 〃 〃 31 4

テクニコンーSSR 〃 〃 〃 〃 〃 26 1

〃　　℃HEM　1 〃 〃 〃



COBAS－MIRA－S 29 17 27 4 23 31 18 27 3 32 4

〃　－MIRAプラス 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃　　－FARA 27 2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 32 4

〃　　－BIO 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

カイロンー550 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃

〃一エキスプレスプラス 〃 〃 ノノ 〃 〃

スーパーZ 29 3 27 4 ノノ 31 18 〃 〃 31 4

502X 8 17

501X 15

ELコ200・1600 19

LUMIWARD
（ルミワード）

特異lgE・総lgE

　　（39）

自動分析装置用試薬（2）
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ダイアヤトロン 第一化学薬品 デイドベーリング デンカ生研 日水製薬 ニットーボー
メディカル

ニプロ 日本商事 バイエル・三共
ロシュ・ダィア

グノスティツクス　　　　　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 33 15 35 7 22 9 29 23 26 6 29 2

〃　－7150 34 16 ノノ 〃 23 11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7170 31 18 〃 〃 14 8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－7250・7350・7450 32 11 34 23 5 〃 〃 〃 9 〃 〃 〃 〃

〃　－7070・7060 31 16 35 〃 11 〃 〃 〃 23 〃 〃 〃 〃

〃　－7020 24 12 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

〃　－7600 35 18 〃 〃 29 23 〃 〃 〃 〃

皿一Sシリーズ 34 3 10 〃 3 ノノ 〃 〃 〃

〃　－60R 31 13 32 23 10 〃 〃 29 9 〃 〃 〃 〃

〃　－20FR／30FR・40FR（20R・30R） 32．35 16．18 ノノ 〃 13 〃 9 〃 23 〃 〃 〃 〃

〃－Mシリーズ 34 3 30 〃 5 ノノ 3 〃 9 〃 〃 〃 ノノ

〃－80FR（NEO） 31 18 32 〃 11 〃 9 〃 23 ノノ 〃 〃 〃

〃　－200FR 〃 16 5 ノノ 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃

CL－7100・7000 ノノ 8 〃 〃 〃
■〃

〃 〃

〃　－7200 34 13 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃



82 〃　－7300 〃 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 〃

〃　－8000 28 15 〃 〃 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 29 8 〃 3 29 9 ノノ 〃

〃　　RSシリーズ 30 10 〃 〃 〃 23 〃 〃

〃　　HRシリーズ 〃 5 〃 ノノ 〃 9 〃 ノノ

〃　　BMシリーズ 27 6 〃 〃 26 6 〃 〃

AU－5200 28 5 27 〃 6 29 9 ノノ ノノ

〃　－1000・800 27 15 28 〃 9 〃 23 〃 ノノ

〃　－600 30 14 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 ノノ

〃　－560・510 31 12 28 ノノ 6 〃 ノノ 〃 ノノ

テクニコンーSSR ノノ 9 34 7

〃　　rCHEM　1 23

COBAS－MIRA－S 26 11 29 22 6 29 9 29 2 49 17

〃　－MIRAプラス 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　－FARA 28 8 ノノ 〃 〃

〃　　－BIO ノノ 〃 〃

カイロンー550 〃 9 〃 〃

〃一エキスプレスプラス 〃 〃 ノノ

スーパーZ 29 11 〃 9 26 6 〃 〃

LPIA　200／LPIA・S500 40／36

デイドベーリング
Dimension　RxL

28 6

デイドベーリング
aca　star

34 3

エバネットEV　20 12

COBAS　INTEGRA　700 51 18

MIRACLE－ACE　919 53 22

オペラ 34 7

自動分析装置用試薬（3）

和光純薬工業　　　　会社名

機種名
項目数
生化学免　疫
　　　項目数
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日立一7050シリーズ 28 5

〃　－7150 29 11

日立一7170 26 1

〃－7250・7350・7450 22 〃

〃　－7070・7060 24 2

〃　－7020 19 1

〃　－7600 25 〃

皿一Sシリーズ 〃 4

〃　－60R 21

〃　－20FR／30FR・40FR（20R・30R） 20 3

〃－Mシリーズ 29 5

〃－80FR（NEO） 〃 〃

〃　－200FR 24 1

CL－7100・7000 〃 2

〃　－7200 〃 ノノ

〃　－7300 〃 〃

〃　－8000 〃 〃

クリナライザーRXシリーズ 28

〃　　RSシリーズ 17

〃　　HRシリーズ 28 2

〃　　BMシリーズ 25 1

AU－5200 31

〃　－1000・800 24 2

〃－600 27

〃　－560・510 23 1





：ントロール血溝



86 （株）エイアンドティー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

イムノティクルスオートコント
ロール血清（L） 免疫12項目 低値 ○ 1m1用×10 50，000

　〃
（H）

〃 高値 × 〃 50，000

栄研化学（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（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 ○ 3m1×5 7，500

〃　　　　II 〃　5項目 異常 〃 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 〃 〃 5，500

BLセーラム B－L 正常 〃 ノノ 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，　C、，　C、 異常 〃 〃 〃

〃　　　　II－B CRP，　ASO，　RF ノノ ノノ 〃 ノノ

トリプルチェックレベル1 24項目 低値 〃 3m／×24 21，600

〃　　　　　II 〃 中値 〃 〃 〃

〃　　　　　III 〃 高値 〃 〃 〃

QC－LX，1 LXシステム16項目 低値 〃 2ml分×5 25，000

〃　　2A　　， ノノ 高値 ノノ 〃 〃

〃　　2B　　，
〃 〃 〃 〃 〃

〃　，3 LXシステム腎機能マーカー5項目 尿用低値 〃 〃 〃

〃　　，4 ノノ 〃高値 〃 〃 〃

QC－RE，　Set T3他31項目 低・中・高値 〃 2ml分×2 19，000

〃　　，1 〃 低値 〃 2ml分×6 〃

〃　　，II 〃 中値 〃 ノノ 〃

〃　　III　　， 〃 高値 〃 ノノ ノノ

〃　　，N 〃 正常値 〃 〃 〃

OC一オートコントロール，　L 糞便中ヘモグロビン 低濃度 〃 1ml分×5 13，000
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〃 H ノノ 高〃 ノノ 〃 ノノ

エム・シー・メディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

トロンボスクリーン
血液凝固標準血漿一UCRP

凝固・線溶系 正常 ○ 1m1×10 21，000

；1　。κRP ノノ 異常 〃 〃 〃

フィブリノーゲン標準血漿 凝固 正常 〃 〃 18，000

血液凝固コントロールレベル1 〃 〃 × 〃 15，000

〃　　　　　　　　レベル2
ノノ 異常 〃 〃 16，000

〃　　　　　　　　レベル3 ノノ 〃 ノノ 〃 〃

フィブリノーゲン・コントロール 〃 〃 ○ 〃 15，000

ヘパリンコントロールレベル1 〃 正常 × 〃 〃

〃　　　　　　　　レベル2
ノノ 異常 〃 ノノ 〃

オリンパス光学工業（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

AUコントロール ヒト血清べ一スマルチタイプ レベル1，レベル2 ○ 各5m1用×6バイ
アル

AESコントロール 蛋白分画 ノーマル
アブノーマル

〃 0．5m1×5バイアル

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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ベリハイ　リファレンス 血液凝固検査 正常 ○ 1m1×10 13，000 WHO標準血漿に基づく表示値
設定

〃　　　1 〃 〃 × 〃 10，000

〃　　　2 〃 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　3 〃 ノノ 〃 〃 〃

ブラッドG．A．S．コントロール 血液ガス・電解質 3レベル ○ 30アンプル 23，000

〃　　　コントロールレベルIV 〃 高酸素加 〃 10アンプル 12，000



88 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 〃

（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／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

BECKMAN　DECISION「KAINOS」Multipack 生化学項目全般 低値，中間値，高値 ○ 20m1×6 35，400

〃　　　　　　　　Leve1　1 ノノ 低値 〃 20m／×4 24，800

〃　　　　　　　　Level　2 〃 中間値 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　Level　3 〃 高値 〃 〃 〃

Ultilnate　C4（41ng／d／） ビリルビン標準値 4m9／d／ 〃 21n／×10 17，000

〃　C8（8m9／d／） 〃 8m9／d／ 〃 〃 〃

〃　　C20（20mg／d1） 〃 201ng／d／ 〃 〃 15’000

Ultin〕ate－D　Leve11 ビリルビンコントロール 低値 〃 3m膓×10 21，000

〃　　　　　2 ノノ 中間値 〃 〃 〃

〃　　　　　3 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　4 〃 高値 〃 〃 25，000

1．D．　Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 〃 21n／×6 29，000

〃　　（Abllormal） ノノ 異常 〃 〃 〃

尿コントロール
AMY，　Ca，　Cl，　CRE，　Glu，　Pi，　K，

Na，　TP，　UN，　UA，　Osmolality
正常・異常 〃 10m／×3 33，000

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
　　（m～）

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 ○ 1m／×6

〃　　　　リファレンス AST，　ALT，γ一GT，　CK 正常・異常 〃 3m／×2×2濃度

トレースチェック AST，　ALT，γ一GT，　CK，　ALP，
LD，　AMY

〃 ノノ 2m／×3×2濃度
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協和メデックス（株）

商　　　　。占　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ACCur⊥m　1
マルチマーカーコントロール

anti　HIVI／2，　anti－HTLV　I／II，

anti－IIBc，　antiHCV，　anti　CMV，　IIBsAg
○ 1m／×1

　　　～5m／×3
9，000

～ 95，000

Norrnalコントロール 感染症陰性コントロール 〃 1m／×1
　　　～5m／×1

2，0〔〕0

～
1〔〕，ooo

IIIV抗原
シングルマーカーコントロール HIV抗原 〃 5m／×1

　　　～5m／×3

14，000～39，000

IIBs抗原　　　〃

HBs抗原 ノノ ノノ 〃

HBs　C・re　IgM
　　　〃 HBsコアIgM

ノノ 5m1×1 14，000

HBe抗原　　　ノノ

HBe抗原 ノノ 〃 〃

IIBe抗体　　　〃

HBe抗体 〃 〃 〃

HAV抗体IgG，　IgM
　　　ノノ

HAV　IgG
　〃　IgM

；； 1mノ×1
　ノノ

4，000（lgG）

5，000（lgM）
HBs抗体　　　〃

IIBs抗体 〃 5m／×1
　　　～5m～×3

14，000

～ 39，000

Lyme病抗体IgG，　IgM
　　　〃

Lyme病IgG
Lyme病IgM

劣 1m／×1
　〃

5，000（IgG）

9，000（IgM）

T《）xo抗体IgG，　IgM
　　　〃

Toxo　IgG
　〃　IgM

z 1m／×1
　〃

3，000（IgG）

7，000（IgM）

風しん抗体IgG，　IgM
　　　〃

風しんIgG
　　　　IgM

；；

1m1×1
　〃

；；

CMV　IgG，　IgM
　　　〃

CMV　IgG
　〃　　IgM

；； 11n／×1
　ノノ

3，0〔｝0（IgG）

9，000（IgM）
TP（梅毒抗体）　　　〃

TP抗体 ノノ 2m／×1 6，000

〃　（RPR）　　〃

〃　（RPR） 〃 1m／×1 4，000

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
　（ln～）

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 ● 5m～×6 10，000

〃　　　・LレベルII 〃 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　・1 〃 正常 〃 5n1／（乾燥）×10 18，000

〃　　　・II 〃 異常 〃 〃 〃

〃　　　・1・X 〃 正常 × 10m～（乾燥）×10 16，500

〃　　　・II・X 〃 異常 〃 ノノ 〃

ビリトロール Bi1 〃 ● 2m～（乾燥）×6 6，000

リピトロール 脂質 〃 〃 〃 20，000



90 UIBCトロール UIBC 低，中，高濃度 〃 2m1分×2×3濃度 8，000

尿化学コントロール，レベル1・II 尿化学検査用 2濃度 ノノ 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 × 3m／分×5 4，500

〃　　　II・X 〃 正常値上限付近 〃 〃 〃

GHbトロール1・XII’X グリコヘモグロビン用 正常・異常 〃 0．2m1分×8 16，000

グリコHbコントロール 〃 〃 ○ 0．2m1分×4×2濃度 〃

HDLコントロール（L．　M．　H） HDL一コレステロール用 低，中，高濃度 ノノ 3m1分×6 13，000

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
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

EXA　Liquid　2　normal ヒト血清マルチタイプ 正常 ○ 2m1×25 15，500

〃　　　2abnorma1 〃 異常 〃 〃 〃

〃　　　5normaI 〃 正常 〃 5m1×25 35，000

〃　　　5abnormaI
ノノ 異常 〃 〃 〃

EXAリキッドC 〃 〃 〃 〃 40，000 CRP添付生化学用管理血清

EXA　normal 〃 正常 〃 5m／用×6 8，500

〃　abnormal 〃 異常 〃 ノノ 〃

〃　IM－N 免疫血清用マルチタイプ 正常 〃 2m1×4 21，000

〃　　〃－A 〃 異常 ノノ 〃 28，000

〃　ligand EIA・RIA用 〃 （5m／用×4）×3 35，000

〃　urine　I 尿検査用 〃 25m／用×6 18，100

〃　　　〃　II 〃 〃 〃 19，500

〃　CK／LD CK・LDアイソザイム 〃 1m1用×4 15，000

〃　bilirubin ビリルビン検査用 〃 3m／用×6 9，600

〃　GHb グリコヘモグロビン検査用 ノノ （1m／用×3）×2 21，000

（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
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分画トロール「常光」“ノーマル” 蛋白分画用 正常 ○ 0、51n1×10 18，000 1本約1週間使用可能

〃　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 〃 ノノ ノノ

イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　K＋，　Cl一 高，中，低 〃 1，51n／×20 16，000 冷凍品

グリコヘモグロビンAlc「二次標準」 安定化一HbA1， レベル1・2 〃 凍結乾燥品

電極チェック液 透析液測定用 〃 3m／×20 12，000 液状

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
　　（ml）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

アクエックー10
1gG，1gA，1gM，　C3，　C‘，　CRP
RF，　ASO，　CEA，　AFP High・Low ○ H2m／×4

L　　〃
液状・長期間安定

〃　　一タイプII
CEA，　AFP，　FER，　BMG，　CA19－9，
CA125，　PSA，　TSH，　T3，　T1，　FT3，　FT4

〃 〃 H41n／×1
L　　〃

〃

（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
　（In　1）

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

〃　　－L5N 〃 正常 〃 5m1用×6 22，〔〕00

〃　　　3E 〃 異常 ノノ 3m／用×〃 50，000

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

〃　　　5E
ノノ 高値域 〃 〃 10，000

キャリブレーターM4 血清UN，　CRE，　IP，　Ca ノノ 〃 〃

（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
　（mの

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 ○ 5m1用×12 18，000 米国・IL社製，
販売：（株）ダイアヤトロン

〃　　アブノーマルコントロール血清 〃 異常 〃 〃 ノノ 〃

イアトロセーラIM－1 免疫・血清 正常 〃 2m／用×4 18，400
（株）ヤトロン製，

販売：（株）ダイアヤトロン



92 〃　　　　　〃口1 〃 異常 〃 ノノ 〃 〃

〃　　　TIIレベル1 凝固・線溶マーカー 正常 〃 0．51n／用×6 12，000 ノノ

〃　　　　〃　レベルII 〃 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
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属，他 正常 ● 5m／×10 18，000 ノルウェー・NyCOmed召：製
販売：第一化学薬品

セロノロム 電解質・酵素・脂質，他 〃 〃 〃 〃 〃

パソノルムII 〃 異常 〃 〃 〃 ノノ

〃　　L 〃 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム 〃 正常 〃 10m～×6 16，100 〃

セロノルム・ファノレマカAED治療域 薬物血中濃度（抗てんかん薬） 治療域 〃 5m～×10 20，000 〃

〃　　・　　　〃　　　中毒域 ノノ 中毒域 〃 〃 〃 〃

〃　　・リピッド 血清脂質 正常 〃 3m／×12 22，000 〃

ダコ・ジヤパン（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
　（ln／）

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，α1一アンチ
トリプシン，セルロプラスミン他全14項日

正常 ● 1m／×1
1m～×20

3，000
39，000

液状

　　　〃　　　　／
〔コントロールlm清〕低濃度域

〃 項目により異なる 〃 1m／×1
5m／×1

10，000
46，000

〃

　　　〃　　　　　／　　　　　　　　／

〔　　　〃　　　　〕高濃度域
〃 ノノ 〃 〃 〃

ヒト1血清C反応性タンパク（CRP）／
〔　　　〃　　　　〕低濃度域 CRP 〃 1m／ 9，000

36，000
〃標準値を160mg／／付近に設定

　　　　　　　〃　　　　　　　／
〔　　　〃　　　　〕高濃度域

〃 〃
1m～
5m／

；1

〃

　　　　　　　〃　　　　　　　　／
〔キャリブレーター〕

ノノ 〃 1m／ 6，000 〃

ヒト⊥W1清アボリポプロテインAI，B／／
〔　　　〃　　　〕 アポリポプロテインAI，　B 〃 0，5m／×6 48，000 凍結乾燥品

　　　　　　　〃　　　　　　　／
〔コントロール〕

ノノ 〃 ノノ 54，000 〃

ヒト血清Lp（a）／
〔キャリブレーター〕

Lp（a） 〃 1m／ 1〔｝，000 ノノ

　　　〃　　　／
〔コントロール〕低濃度域

〃 ノノ 〃 12，000 〃

　　　〃　　　／
〔　　〃　　〕高濃度域

ノノ 〃 〃 〃 〃
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α1ミクログロブリン／
〔キャリブレーター〕 α仁Microglobulin 〃 〃 19，000 液状

ヒトHbA1。／
〔コントロールセット〕 HbAlc 凍結乾燥品

デイドベーリング（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

イムノアッセイコントロール ホルモン，TDM等49項目 3水準 ○ 5ml 45，000
マルチパック：6via1×5m1×31eve1
シングルパック：18via1×5m／（各水準）

（株）テクノメデイカ

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

日常校正イオン電極用常用標準血清ISE　CRS

電解質（Na＋，　K＋，　Cl－） 正常 ○ 1m1×30 22，000 液状冷蔵品，使い切りプラスチ
ックアンプル入

イオン電極用常用標準血清 ノノ 正常
異常（高，低濃度）

〃 各1，5m／×10 30，000
製造元：福祉医療技術振興会，販売元：㈱テ

クノメディカ液状冷蔵品，ガラスバイアル入

脂質測定用管理血清
Quick　Lipid　TMC T－CHO，　HDL－C，　TG，　PL 正常 〃 1m1×30 22，000 液状冷蔵品，使い切りプラスチ

ックアンプル入

脂質測定用標準血清 T－CHO，　HDレC，　TG 正常
異常（高濃度）

〃 正常1m1×3
異常0，7m1×3 42，000

製造元：福祉医療技術振興会，販売元：
㈱テクノメディカ液状冷蔵品

HDLコレステロール測定用標準血清 HDL－C
〃異常（高，低濃度） ノノ 各1m1×2 26，000 〃

デンカ生研（株）

商　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状キャリブレーター 生化学 ○ 5m1×10 14，000

液状コントロール血清「生研」N 〃 ノノ 〃 〃

〃　　　　　　　　AN 〃 〃 〃 〃

脂質キャリブレーター 脂質 〃 1m1×10 9，000

酵素キャリブレーター「生研」 〃 2m1×6 13，500

酵素コントロール1－2「生研」 〃 2m1×3×2濃度 〃

イムノキューセラ1－（L） 免疫血清 〃 3m1用×5 30，000

〃　　　　一（H） ノノ 〃 〃 〃

〃　　　II《L） 〃 ノノ ノノ 〃

〃　　　　一（H） 〃 〃 〃 〃



94 東亜医用電子（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

ランリームコントロールA
レベル1・II

AFP，　CEA，フェリチン，　PSA 低濃度・高濃度 ○ 6m1×各1 27，000

　　　　　〃　　　　　　　B
レベル1・II IgE，　HBsAb，　HBcAb 〃 〃 〃 18，000

　　　　　〃　　　　　　C
レベル1・II

βブマイクログロブリン，インシュリン ノノ 〃 〃 24，000

　　　　　〃　　　　　　D
レベル1・II HBsAg 〃 〃 〃 17，000

　　　　　〃　　　　　　E
レベル1・II HCV－Ab 〃 〃 〃 〃

東ソー（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

東ソーマルチコントロール EIA用多項目コントロール レベル1，2，3 5m1×3×3

HbA・cキャリブレータセット 安定型HbA1・ 〃　　1，　2 ○ 4m1×5×2 35，000 日本糖尿病学会HbAI・標準化準拠

〃　リファレンススタンダード HbA1、 〃　1 〃 2m1×10 20，000

〃・コントロール 安定型HbA1・ 〃　1，2 〃 4m1×4×2 16，600

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

レスイトロール1 CRP，酵素，脂質，電解質，その他 低値 ○ 3m1用×6
3m1用×40

13，500（6本）

28，000（40本） 凍結プール血清

〃　　　II 〃 高値 〃
劣

17，500（6本）48，000（40本）

〃

レコンセーラN 酵素，脂質，電解質，その他 正常 ×
5mZx40

1《）mlx20
3｛hl1ZXIO

22，OOO
l8，ooo
24，OOO

〃

〃　　A 〃 異常 〃 ノノ

26．（⊃O〔⊃

22．O（⊃0

28，000
〃

〃　　　1 〃 正常 〃 〃
27．O（⊃0

22，OOO
27．2《〕O

凍結プール血清・2濃度管理用

〃　　　II ノノ 異常 〃 〃
36，OOO
3《｝．o《〕0

36．O《）O
〃　　　　　　　　　〃

〃　　　II　EX CRP，酵素，脂質，電解質，その他 〃 〃 〃
48．〔，OO
4（，．〔，（⊃0

48ひ‘DO〔D
〃　　　　　　　　　〃

コンセーラ 酵素，脂質，電解質，その他 正常 〃 3m1用×25
15m1用×15

8，400
21，800

凍結乾燥品

〃　　A 〃 異常 〃 3m1用×25
15m1用×15

10，600
27，500，

〃

スイトロールN 〃 正常 ○ 5m1用×6
5m1用×20

6，000
18，000

〃
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〃　　　A 〃 異常 〃
； 9，000

27，000
〃

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

イムノーコンセーラL 血漿タンパク 低値 〃 2m1用×6 18，000 ノノ

〃　　　　H 〃 高値 〃 〃 24，000 〃

〃　　　　RF－L RF 低値 〃 ノノ 12，000 〃

〃　　　　RF－H ノノ 高値 〃 〃 18，000 〃

〃　　　　ASO－L ASO 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　ASO－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

液状イムノーコンセーラ1 免疫血清 低値 〃 4m／×3 45，600 液状

〃　　　　　　II 〃 高値 ノノ 〃 50，400 〃

リピッドーコンセーラ 脂質 〃 〃 2m1用×20 22，000 凍結乾燥品

ニットーボーメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノクエストL－1
IgG，　A，　M，　C3，　C4，　CRP
Tf，　Hp，α1－AG，α1－AT

○ 2m1×6 15，600 液状コントロール

〃　　　　L－II 〃 〃 〃 18，000 〃

〃　　　RF－1 リウマチ因子 〃 2m1×4 8，000 凍結乾燥品

〃　　　　RFII 〃 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　ASO－1 抗ストレプトリジンO 〃 〃 8，000 ノノ

〃　　　ASO－II 〃 〃 ノノ 12，000 〃

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

液状ネスコーノレN 電解質・酵素・脂質・含窒素　他 正常 ○ 5m1×10 14，000 鑑i隈縫駕清療法研究所

〃　　　－A 〃 異常 ノノ ノノ 〃 〃

セラクリアーHE 酵素7項目 正常・異常 〃 正常域3m1×5
異常域　　〃

26，000 〃

〃　　　LP 脂質6項目 異常 〃 3m1×5 9，300 〃



96 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
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

CON6 ホルモン 低，中，高 ○ 6m1×2 20，000 凍結乾燥品

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
　　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ライフォチェック（凍結乾燥）／リクイチェック（液状）

イムノアッセイプラスコントロール血拍L2．3
薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど
86項口以上

低・中・高 ○ （5m／×4）×3レベル 40，000

リクイチェックCRPプラス表示値
なし生化学コントロール血清1，2

生化学検査項口（40項目以．上）に
加えて，CRPを加える

低・高 × 10m1×25
レベル1：35，000

レベル2：40｛｝0
（各レベル別包装）

　　　　　　　　〃
生化学コントロール血清1，2 生化学項目60項目以上 低・高 ノノ 各5m1×12 各30，000 表示値なし生化学コントローノレ血清1，

2．351n／×25（各レベル別包装）

；；

〃　　40項目以上 〃 × 各10m1×25 各28，000 （各レベル別包装）

　　　　　　　　〃
腫瘍マーカーコントロール血清1，2

CEA，　AFP，　CA125，　CA19－9等
重要な腫瘍マーカー

〃 ○ （2m1×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
脂質コントロール血清1，2

HDLコレステロール，コレステロール
トリグリセライド，リン脂質

〃 〃 各3m／×6 各11，000 （各レベル別包装）

　　　ノノ

新生児検査用コントロール血清1，2

直接・間接・総ビリルビン，カリウム，マンガン，マグネシウム等

〃 〃 各4m／×6 各25，000 〃

　　　〃
CK／LDアイソザイムコントロール血清1，2

CK・LD・タンパク分画，
CK・LDH・ビリルビン（総），CK－MB

〃 〃 各1m／×6 〃 〃

　　　〃
循環器疾患マーカーコントロール血清1，2，3

CK－MB，　LD1，トロポニン1，トロポニンT
ミオグロビン，総CK

低・中・高 〃 （3m／×2）×3レベル 30，000

ライフォチェック
定量用尿コントロール1，2，

生化学，特殊物質，内分泌
毒物など60項

正常・異常 〃 各10m／×10 各15，000 （各レベル別包装）

リクイチェック
尿検査用コントロール1，2，

タンパク，グルコース，ビリルビン
沈渣等

低・高 陽性・陰性 （12m／×5）×2レベル 15，000 尿試験紙・沈渣

リクイチェック
尿化学コントロール1，2

化学分析器を利用する一般的尿検査用 低・高 ○ 10m1×12 各22，00〔｝ （各レベル別包装）

ライフォチェック
妊娠検査用コントロール血清1，23

hcG，ホルモン，　AFP，フェリチン等
ジゴトキシン

低・中・高 〃 （5m／×4）×3レベル 55，000

　　　　〃
貧血症コントロール血清

トランスフェリン，フェリチン，ビタミンB毘
プレアルブミン，フリーT4，葉酸，　TSH

〃 3m1×6 15，000 低値異常範囲に調製

ライフォチェック
高血圧症マーカーコントロール1，2，3

ACTII，アルドラーゼ，コルテゾール
レニン

〃 〃 （2m／×2）×3レベル

リクイチェック
イムノロジーコントロールrfI1清1，2，3

アルブミン，ASO，　CRP，　IgA，　IgM
など免疫検査一般

低・中・高 ノノ 各1m1×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　ノノ

リウマチ因子コントロール血清1，2，3 リウマチ因子 IE常・やや高値・高値 〃 各2m／×6 各30，000 〃

　　　〃
髄液コントロール1，2

アルブミン，クロール，グルコース，IgA
IgG，　IgM，乳酸，ナトリウム等

〃 各3m／×6 各16，00f） 　　　ノノ

ヒト脳脊髄液

ライフォチェック
全血コントロール1、2，3

シクロスポリン，鉛，葉酸（赤血球中） 低・中・高 〃 各2m～×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　　〃
Benzo／TCAコントロール血清1，2 ベンゾジアゼピンTCA等 低・高 〃 各5m／×6 各20，000 〃

　　　〃
ドラッグフリー1血清

薬物濃度検出レベル以下 10m1×10 48，000 検体稀釈用

　　　ノノ
トキシコロジーネガティブ尿コントロール

毒物・薬物濃度検出レベル以下 〃 28，000 〃



　　　　〃
ヘモグロビンA2コントロール1，2

ヘモグロビンA2，　F，　S ○ （1m／×2）×2レベル 80，000 異常ヘモグロビン

　　　　〃
糖尿病検査コントロール1，2

ヘモグロビンA1，　A］c，　F
総糖化ヘモグロビン

正常・異常 〃 （0．5m1×3）×2レベル 35，000

リクイチェック
血液学16項目用コントロール1，2，3

WBC，　RBC，　HCV，　MCH，
ヘマトクリットなど16項目

低・中・高 〃 （3m1×2）×3レベル 20，000

ライフォチェック
重金属測定用尿コントロール1，2， 重金属，有機溶媒代謝物 低・高 ノノ 各25m～×10 各26，000 （各レベル別包装）

ライフォチェック
内分泌コントロール血清1，2，

エピネフリン，ノルエピネフリン，
ドーパミン

〃 〃 （10m／×5）×2レベル 60，000

リクイチェック
アルコールコントロール血清1，2， エタノール 〃 ノノ 各2m／×6 各10，000 （各レベル別包装）

　　　ノノ
エタノール／アンモニアコントロール】．2， エタノール，アンモニア 低・中・高 ノノ 各3m／×6 各15，000 ノノ

ライフォチェック
凝固コントロール1，2，3

FT，　AprT，フィブリノーゲン（レベル1） 〃 ノノ 1m／×10 各8，000 〃

　　　〃
血液ガスコントロール1，2，3

pCO2，　pH，　pO2 〃 〃 各1．7m1×30 各15，000 ノノ

血液ガスプラスEコントロール1，2，3 カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン
pCO、，　pH，　pO，等

〃 ノノ 〃　　×50 各30，000 過酸化レベル．・血液ガスプラスEコント
ロール4￥35，000（各レベル別包装）

　　　　　　　　〃
（グルコースレベル付）

グルコース，カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン
pCO，，　pll，pO、等

〃 〃 〃　　×30 〃 （各レベル別包装）

血液ガスプラスCo－OXIMETER
1，2．3

ヘモグロビン，メトヘモプロビン，カルボシキ
ヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等

〃 〃 〃　　×30 各20，000 〃

精度管理用プログラム　　　ユ　　ニ　　テ　　f

　　　UNITY－PC
外部・内部精度管理用プログラム

　　〃
ユ　　ニ　テ　　で

UNITY－POST
〃

日本ビオメリュー・バイテック（株）

商　　　　晶　　　　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

ユニプラズマトロールノーマル PT，　APTT，　Fib等ルーチン項目 正常 ○ 1m1×8 8，500 血液凝固検査用コントロール血漿

〃　　　　　アブノーマル ノノ 異常 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　　　インデックスP ルーチン項目の他に凝固因子 〃 〃 〃 24，000 ノノ

バイエル・三共（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

TEST　pointリガンドコントロール ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目 2濃度 ○ 2×5m／ 29，000

ノノ　　　ケミストリーコントロール1 生化学，電解質　37項目 正常 〃 12×10m／ 25，100

〃　　　　　　　　　〃　　　　　　2 〃 異常 〃 〃 〃
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98 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 一 15～20℃保存。液状で凍結しません。
安定で経済的です。プラボトル入り。

〃　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 ノノ 〃

〃　　　　3 ノノ 異常域（高レベル） 〃 ノノ 〃

〃　　　　マルチレベル 〃 レベル1，2，3 〃 20m／×2×3
レベノレ

〃

トライアドレベル1 〃 正常域（低レベル） × 20m／×10 〃

〃　　　　2 〃 〃　（高レベル） 〃 ノノ ノノ

〃　　　　3 〃 異常域（高レベル） 〃 〃 ノノ

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2m1×6 〃

〃　　アブノーマル 〃 A／G比異常パターン 〃 〃 〃

アルチメイトーDレベル1 総／直ビリルビン測定用 低濃度域 〃 3m／×10 一 15～20℃保存。液状で凍結しません。
安定で経済的です。アンプル入り。

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 ノノ

〃　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　4 〃 異常高　〃 〃 〃 〃

アルチメイトビリルビン
キャリブレーターC4

総ビリルビン測定用キャリブレーター
4mg／41前後の　　　　レベノレ

ノノ

2m1×10
　　　　　　　ノノ
NISTスタンダードで検定済み

ノノ〃　　　　C8
ノノ 8mg／41　〃 ノノ ノノ

〃〃

ノノ〃　　　　C20
ノノ 20mg／〃　〃 〃 2m1×10

一 15～－20℃で保存。液状で凍結しません。安定で経済的

です。アンプル入り。NISTスタンダードで検定済み。

ビジルPRXレベル1 血漿蛋白，薬物測定用 低濃度域 〃 5m膓×4
一 15～－2（rcで保存。液状で凍結しません。

安定で経済的です。プラボトル入り。

〃　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

ビジルPLUSレベル1 CRR　A鎗RF測定用 低　〃 〃 5m1×3 〃

〃　　　　　2 〃 中　〃 ノノ 〃 〃

〃　　　　　3 〃 高　〃 ノノ 〃 ノノ

ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール血清N「ロシュ」II 43項目 正常 ○ 5m1用×20



〃　　　　　　「ロシュ」II 〃 異常 〃 〃

COBAS　FP　TDMコントロール 19項目 3濃度 〃 5m膓×2

カルデォオトロールCK CK－MB 〃 2m1用×5
HbAlcコントロールN「ロシュ」0．5m／用

HbAlc 正常 〃 0．5m1用×4
　　　　　〃　　　　　「ロシュ」0．5n立用

HbAlc 異常 〃 〃

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 生化学 正常 ○ 5m／×10

〃　　　　　IIワコー 〃 異常 〃 ノノ

コントロール血清1ワコー 〃 正常 〃 〃

〃　　　　IIワコー 〃 異常 〃 〃

LYPHOCHEK－IA ホルモン・腫瘍マーカー・薬剤 3濃度 〃 〃

LYPIIOCIIEK
腫瘍マーカーコントロール

腫瘍マーカー 2濃度 〃 2m／×6
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］1【1！b【夏アイ・エム・アイ株式会社

〒343－0824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 11億1，150万円

代表者名　．　代表取締役社長積賀一正

従業員数 170名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL　O489－88－4411 FAX　O489　61　1350

〔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

の7項目を同時測定！！

〔取扱い商品〕

長期人工呼吸器

小児用人工呼吸器

麻酔器

麻酔用モニター

体温維持装置

超音波メス

麻酔シミュレータ

洗浄・殺菌・乾燥装置

電解質（Na＋，　K＋，　Ca＋＋），ヘマトクリット

1、
株式会社アイディエス
　　　　　〒862－0938熊本市長嶺東8－1・4－30

設立年月日 1987（昭和62）年11月

資　本　金 4，000万円

代表者名 代表取締役　伊藤照明

従業員数’109名
E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒862－0938熊本市長嶺東8－14－30

TEL　O96－380－4225

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O96　380－4225　　FAX　O96－389－2077

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／オートラベラー　AL－600R

特長：同時架設可能な採血管種は8種類で，ユーザーにより選択できま

す。又，セットもワンタッチで行えます。

省スペース，低価格を実現したオートラベラーです。

オプションとして患者一人分ずつを袋詰め出来るAL－600Pタイプもござ

います。
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アジア器材株式会社
〒194－0022町田市森野2－27－12

設立年月日

資　本　金 1，000万円

代表者名 岩佐和彦

従業員数　　50名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒229－1124　相模原市田名49

TEL　O427－62－2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 本社営業部

TEL　O427－23－4670　　FAX　O427－28－0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底

特長：オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75

mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっています。また，少量検体

にも対応出来るようスピッツタイプ（自立型）も用意しました。

〔取扱い商品〕

サンプルカップ類各種

試験管類各種

スポイト類各種

喀タン処理器各種

検査コップ各種

マイクロピペット及び自動分注機用チップ各種

オートクレープ滅菌処理用バッグ

キャップレスサンプルカップ立

キャップレス試験管立

株式会社nデ・yクコーポレーション

〒553－0005大阪市福島区野田5－17－22

設立年月日 昭和59年3月25日

資　本　金 2，000万円

代表者名 上嶋一生

従業員数 20名

E－maiI astech＠osk．3web．　ne．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　threeweb．　ad．　jp／～astech

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　O6－466－1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL　A－1　Plus

特長：検査依頼データに基づき，必要な採血管を選択し，検体ラベルの発

行・貼り付けを行ない，患者別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，患者の待ち時間を短縮，面倒な貼り付け作業から解放

されます。

〔取扱い商品〕

■採血管ラベリングシステム：A－1，A－1　PLUS

　・病院の採血室で使用する全自動タイプ

■小型採血管ラベラー：TTP－6701　MK　III

　・各科で使用する，ローコストラベラー

■尿検査前処理システム

　・尿スピッツにバーコードラベルを自動貼付

■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：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

■カルテプリンタ：CPA－4101

　・全く新しいタイプの追記式プリンタ
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　　　ALOKAアロカ株式会社
〒181－8622三鷹市牟礼6－22－1

黒．＾アボツト東芝タイアVZスf4ツクス株式会社

　　　　　　　　　　　　〒ll3－0034東京都文京区湯島4－1－ll

設立年月日　’　1950年1月20日 設立年月日 平成9年12月1日

資　本　金 43．59億円（1997年3月31日現在） 資　本　金 2億9，000万円

代表者名　’　取締役社長　會字正之 代表者名 内藤享佑

従業員数 1，188名 従業員数
E　mail cle－sle2＠am．　aloka．　co．　jp E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　aloka．　co．　jp URL（ホームページ）

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 第五営業部　検査機器課 商品間合せ先 担当部門

TEL　O422　45　5502　　FAX　O422　48　5886 TEL FAX
〔展示主要商品〕

免疫反応測定装置／全自動マイクロプレートEIA装置／検体前処理システム

特長：感染症やウイルスなど様々な検査用として市販されている96穴マイ

クロプレートEIA試薬に幅広く対応できる高度な汎用性と優れた機能を

備えている全自動分析装置のほか，検体受付時の煩雑な分注処理を自動で

行うバーコード対応の検体前処理システムや多機能の自動分注装置。

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA－200FR

特長：2項目独立ランダムアクセス方式，試薬ピペッティング方式，2000

テスト／時，デュアルサンプラシステム

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置，検体前処理搬送システム

〔取扱い商品〕

検体検査装置，超音波診断装置，核医学装置，

定装置，X線検査装置。

治療・手術装置，放射線測



105

MBL，株式会社医学生物学研究所

〒460－0002名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 10億7，560万円

代表者名 数納幸子

従業員数 190名

E－ma　　l miwa＠mbl．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　mbl．　co．　jp

工場所在地 〒458－0801　名古屋市緑区鳴海町字四本木16　3

TEL　O52－622－5261

研究所所在地 〒396－OOO2伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL　O265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O52　971－2083　　FAX　O52－950－1073

〔展示主要商品〕

自動塗抹染色装置／AutoCyte　PREP

特長：婦人科，非婦人科用細胞診標本作成装置。48スライド／時の処理能

力・4～7万個の細胞を均一にφ13mmの円に塗抹・個別パパニコロウ
染色・診断の妨げとなる細胞を最小化したモノレイヤー標本が得られま
す。

〔取扱い商品〕

・ 自動塗抹染色装置「AutoCyte　PREP」
・ 婦人科細胞診スクリーニング補助システム「AutoCyteSCREEN」
・ 自動免疫染色装置「イムノステイナー」　・全自動ELISA測定装置
　「MAOS－2」　・顕微鏡遠隔操作／画像入力システム「LINK」

・ 画像データベース管理システム「AIMS」
・ 自己抗体検査試薬

　①IF法：ANA，　AMA／ASMA，抗DNA，抗セントロメア
　②ELISA法：ANA，抗ds／ss　DNA，抗RNP，抗Sm，抗SS－A／B，
　抗Scl－70，抗Jo－1，抗CENP－B，抗M，，抗カルジオリピン

・ 自動測定装置用免疫比濁法試薬「TAC－2／3テスト」　測定項目：IgG，

　A，M，　C3，　C、，　CRP，　Lp（a），アポリポタンパクA－1，A¶，　B，

　C－II，　C－III，　E，　Tf，　Hpt，αI　AG，尿中アルブミン

㌦ 株式会社池田理化
〒101－0044東京都千代田区鍛冶町8－6神田KSビル

設立年月日 1931年

資　本　金 5，040万円

代表者名 木崎民生

従業員数 180名

E　rna　I
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒305－0062　つくば市大字赤塚牛ヶ渕586－9

TEL　O298　37－2131　　FAX　O298－37－2143

商品間合せ先 担当部門 TSP（ティエスピー）　梅原　徹

TEL　O3　5256　1811　　FAX　O3－5256－1818

〔展示主要商品〕

イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から

製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシス

テムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

（1）材料ハンドリング・モジュール

　・X－Yプラットホーム　・Reel　to　Reelプラットホーム

　・各種ドライングタワー，デップタンク，デレータワー他

（2）試薬分注モジュール

　・各プラットホーム用AirJet，　BioJet，　BioJet　Quanti，シリンジポン

　　プ，連続インクジェットプリンター等各種分注システム

（3）プロセッシング・モジュール

　・各種ラミネーションモジュール

　・ドライングオーブン／ホールパンチングモジュール

　・各種カッティングモジュール／シンギュレーション・梱包モジュール他

（4）各種イムノクロマトアッセイ用スターターキット

（5）アスピレート／ディスペンスシステム
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iii陽株式会社工イアンドティー

　　　　〒206－0011多摩市関戸2　－24－27三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル

設立年月日 1988年4月1日

資　本　金 3億8，000万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 277名

E－mail info＠aand　t．　co．　jp

URL（ホームページ）　’　http：／／www．　a　and　t．　co．　jp／

工場所在地　．　〒023－1101　（江刺工場）江刺市岩谷堂字松長根63－2

TEL：0197　35　0005

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業支援ユニット

TEL．0423　57　8521　　FAX　O423－57－8527

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINlLOG

特長：Open＆Thorough　Integrationを実現した検体搬送システム。生

化，免疫血清，血液凝固分野の各社分析装置の接続が可能。分析装置の追

加変更も容易に行え検査室の真の自動化を実現します。

〔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　Ver．7．5

　　　　　　　　　　　　〃　NT　Ver．1

自動分析装置　　　　：502X

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

液状安定化試薬　　　：ラボサーチシリーズ，イムノティクルスオートシ

　　　　　　　　　　　リーズ

♂栄研化学株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒130－8408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　’　822名

E－mall　’　webmaster＠eiken．co．jp
URL（ホームページ） http：／／www．eiken．co．jp

工場所在地 〒329－0114　栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL　O280－56－1221

研究所所在地　’　〒329－0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221　　FAX　O280－56－0443

商品間合せ先．　担当部門 機器統括部

TEL　O3　3634　3989　　FAX　O3－3634－4706

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／LX－2200

特長：LXは，進化する。凝縮する。拡張する。①15項目のランダムアク

セス②1時間150テストの高速処理③24時間スタンバイ機能④検体・試

薬のバーコード管理対応⑤複数検量線メモリ機能⑥4種類のプロゾーン

チェック機能⑦搬送システム対応可能

全自動尿分析装置／US－3100

特長：多機能フルオート。新・発想によるテクノロジーの結晶です。①最

大12項目測定可能②フルオート最大480検体／時の処理能力③二次元カ

ラーCCDセンサ搭載④尿色補正機能・項目別補正演算システム搭載⑤

一体型複合LEDによる尿色測定機能⑥検体・ラックバーコードによる

ID管理⑦搬送システム対応可能

便潜血全自動免疫化学分析装置／OCセンサー11

特長：自信の第二世代。①全自動タイプ②1時間に180検体の高速処理

③エンドレス・随時追加測定④数値化データ報告⑤自動読取バーコード

管理（オプション）⑥1～3日対応出力メニュー⑦タッチパネルの簡単

操作⑧緊急検体割り込み対応
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JML罐D株式会社エイヴィエル
　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－21－10浅沼第2ビル3F

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 40名

E－ma　　l lnark＠avlmed．　co．　jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒 ・Schaffhausen，　Swltzerlalld／（；raz，　Austria
’ ／Roswell，　Georgla．　U．　S　A

TEL：

研究所所在地 〒 ・Schaffhausen，　Swltzer｜and／Gr〔lz，　Austria
’ ／RoswelL　Gcorgia，　U．　S　A

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL　O3　5800－3866　　FAX　O3　5800　3868

〔展示主要商品〕

ラップトップ型血液分析システム／AVL　OPTI　CCA

特長：緊急治療（Critical　Care）に必要な測定（Analysis）項目をポータ

ブル分析器で実測。

〔取扱い商品〕

　血液ガス，電解質，コ・オキシメトリー，メタボライツ分析システム

　　　AVL　OMNIモジュラーシステム

　全自動血液ガス分析装置　AVLコンパクト2

　全自動血液ガス分析装置　AVL　COMPACT　3

　ラップトップ型血液ガス分析装置　AVL　OPTI　1

自動電解質分析装置　AVL　9180

自動電解質分析装置　AVL　988シリーズ

コ・オキシメーター　AVLコ・オキシライト912

自動血液ガス分析装置　AVL　9110

動脈採血キット　AVLマイクロサンプラー

”tu”1エムシーメデイカル株鵡社
M　c　M　f　D　コc　A　L

〒160－8355東京都新宿区西新宿7－5－25西新宿木村屋ビルllF

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 152名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 診断機器事業部

TEL　O3－5330　7861　　FAX　O3－5330－0499

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／AMAX（アマックス）

特長：凝固時間測定は，従来のKCシリーズと同じ磁気センサースチール

ボール法と新しく採用した光透過法の2種類から選択可能。合成基質法，

ラテックス免疫比濁法での測定もでき，あらゆる凝固・線溶系検査に対
応。

〔取扱い商品〕

電解質分析装置：NOVA　CRTシリーズ

血液ガス分析装置：スタットプロファイルウルトラ

血液凝固測定装置：KCシリーズ，全自動血液凝固測定装置「AMAX」

赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ

血小板凝集能測定装置：MCMヘマトレーサー212

自動血球計数装置：ミクロス，ベガ

臨床検査試薬　生化学　スーパーZ用試薬（マットスーパー）

　　　　　　　血液　　血液凝固コントロール血漿
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　　　rt＝ソ・クリニカル・ダイアP7ス貢ックス株式会社

〒135－OO　16東京都江東区東陽6－3－2イースト2jタワー

設立年月日 1981年3月

資　　本　　金　’　10億円

代表者名 法華津寛

従業員数 170名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 カスタマーサービスセンター

TEL：0120－03－6527　　FAX

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．輸血検査システム；オートビュー，バイオビュー

　輸血検査をカセット方式に変え，技術者の主観的判定からデジタル化

　　された数値による客観的判定と転換させた輸血検査の標準化と効率化

　　を同時に実現した画期的なシステムです。全ての操作を自動で行なえ

　　るオートビューは，昨年発売した新製品で，臨床応用が期待されてい

　　ます。

2．全自動化学発光免疫測定装置；ビトロスECi

　化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等

　　の検査で使用できます。全自動で測定でき，試薬の冷蔵機能や自動在

　庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能にした装置で
　　す。

置囹小野薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－8526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

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒418－0112　富士宮市北山字東下組5221

TEL：0544－58－2111

研究所所在地　’　〒618－8585　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　O6－222－5551 FAX　O6－227－1668

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定試薬（BUN）／ウルトレート・リキッドBUN

特長：LED・ウレアーゼを用いたレートアッセイ法で，内因性のアンモ

ニアを回避する方法です．再現性に優れ，かつ原尿で測定できます。又調

薬不要の液状試薬です。

〔取扱い商品〕

総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比測定試薬（ダイヤカラー・BTR）

クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCRE－S）

アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドAMY）

P型アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドP－AMY）

尿酸測定試薬（ウリカラー・リキッド）

カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・Ca）
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omRonオムロン株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒105－OOOl東京都港区虎ノ門3－4－IO

設立年月日 昭和8年5月10日

資　本　金 640億7，878万円（1996年3月末日現在）

代表者名 代表取締役社長立石義雄

従業員数 22，638名（海外関係会社含む1996年3月末日現在）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　omron．　co．　jp／healthcare

工場所在地 〒515－0814松阪市久保町1855370オムロン松阪㈱

TEL：0598　29　0660

研究所所在地 〒615－0084：ψ1》1り漕㌻㌢lllフ穿皆｜ζ》要蒜究所

TEL　O75－316－2212

商品間合せ先 担当部門　．　医用機器営業部

TEL．03　3436　7055　　FAX’03－3436－7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MlCROX（HEG－120N）（HEG－50）

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新型MICROX（HEG－120N）に画像ファイリング
システムが加わりました。「オムロンは血液検査の信頼性を追求します。」

〔取扱い商品〕

MICROX血液細胞自動分析装置…………HEG－120N

MICROX血液標本自動作製装置・………・・HEG－120NAS

MICROX血液細胞自動分析装置…………HEG－50

MICROX画像ファイリングシステム……HEG－VF100
遠心塗抹装置…………・……・・………………HEG－NSP

自動染色装置………………・・…………・……HEG－NST

集中管理装置………………・・…………・……LADIC－S

白血球分類計数装置…………・……・・………LADIC－12

骨髄像分類計数装置…・……………・・………LADIC－300

尿沈渣分類計数装置…・……………・………・LADIC－51

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社
〒163－8610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 407億7，600万円（1997年9月現在）

代表者名 代表取締役社長岸本正壽

従業員数 5，866名（1997年9月現在）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　olympus．　co．　jp

工場所在地 〒411－0943　静岡県駿東郡長泉町下土狩128三島オリンパス㈱

TEL　O559－73－1311

研究所所在地 〒192－8512八王子市久保山町2－3

TEL　O426－91－7111

商品間合せ先 担当部門 オリンパス販売株式会社

TEL　O3　3251－9492 FAX　O3　3251－9820

〔展示主要商品〕

Lab　SupPorts

特長：各種装置の提供に加えて，試薬の製造・販売，データ管理サービス

やリーシングなど，7つのサポートサービスメニューにより，検査科の自

主運営改善をトータルで支援するシステムです。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU1000，　AU600，　AU400

自動電気泳動装置：AES630（サンプラあり仕様）

自動化学発光酵素免疫分析装置：SPHERELIGHT　180

検体前処理システム：OLA6000

輸血検査用システム：ID－Micro　Typing　System

周辺機器・システム：OLCOS－BLS，　OLCOS600
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囲オルカノ株式会社
nv　　〒i36－。。75鯨都江東鴎砂1－2－8

設立年月日 昭和21年5月

資　本　金．

代表者名．
従業員数
E　mall
URL（ホームページ〉　．

工場所在地 〒300－2646　つくば市緑ヶ原2－3

TEL　O298－47－8381

研究所所在地 〒335－OO15：戸田市川岸1－4－9

TEL：048－446－1881　　FAX　O48－446－1966

商品間合せ先．　担当部門 機能商品事業本部機器事業部営業第1部

TEL：03　5635　5190　　FAX　O3－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライトPRO－60

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水装置です。送水

ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚で扱

える手軽な純水装置です。

〔取扱い商品〕

卓上形超純水装置「ピューリックーMX」キャビネット形純水装置「ピュ

アライト」「ミニクリア」，カートリッジ純水器「Gシリーズ」，RO装置

「オスモクリア」自動再生純水装置「メガサーク」「AMCシリーズ」「ス

トラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジ

ナイザー「クレアミックス」「ストマッカー」ATP測定器「OR－100」ハ

ンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」自販機用浄水器「オルガノフィ

ルター」ミクロフィルター「ミクロボア」

その他　ろ過装置　大形超純水装置　排水処理装置　水処理薬品　イオン

交換樹脂　など

囲オルガノンテクニカ株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒151－0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4－14－4

設立年月日 昭和50年12月20日

資　本　金 1億6，900万円

代表者名 K．C．クラウトボス

従業員数 50名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 マーケティング部

TEL FAX
〔展示主要商品〕

全自動血液培養・抗酸菌検査装置／BacT／ALERT　3D

特長：一台のシステムで血液培養検査と抗酸菌培養検査を同時に行なうこ

とができ，項目毎に設置可能なボトル数を増減することができるため，各

施設の状況に応じて最適な運用が可能。省スペース設計で少ない検体数か

ら多くの検体数まで対応できる。

〔取扱い商品〕

全自動多項目分析装置：MDA－180ヘモスタシスシステム

　凝固検査，合成基質検査及び免疫検査をランダムアクセスにて全自動で

　処理します。コンピュータにより常に機器本体の動作をモニターしてお

　り，精度保証について厳しい管理プログラムを持つ他，ピアシング，24

　時間対応など優れた性能を有します。また，お客様のご要望にお答えす

　べく，ハードウエア及びソフトウエアのバージョンアップを随時実施し

　ます。

全自動血液凝固測定装置：コアグーA一メイトMTX

　凝固検査，合成基質検査をバッチまたはランダムアクセスで処理する卓

　上型の機器です。完成度の高いソフトウエアを搭載し，操作性の向上を

　図ると共に，検査室の各種ご要望に沿った測定条件の設定を可能にしま

　した。
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K1e株式会社力イノス
　　　　　　　　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷2－38－18

設立年月日 昭和50年5月1日

資　本　金 8億3，100万円

代表者名 平川正徳

従業員数 180名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　kainos．　co．　jp

工場所在地 〒309－1635　笠間市稲田字弥六内3－5笠間西工業団地

TEL：0296－74－4811　　FAX　O296－74－4871

研究所所在地 〒414－0055伊東市岡字旭1274－7

TEL：0557－36－9155　　FAX　O557－36－9157

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：03－3816－4480　　FAX　O3－3816－6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：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），バーコード試験管対

応BSタイプも登場。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，ア

　　クアオートシリーズ，1，5AG測定試薬他

2．EIA試薬／クオルクスシリーズ

3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異IgE

　　測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb（クラミジアトラコマチス

　　IgA，　IgG測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモ

　　ニエIgA，　IgG測定試薬）

4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，　Rh，その他）

　　クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他

5．遺伝子関連／プローブデザインサービス，GenePlate

6．ソフト関連／診療支援エキスパートシステム「11iad」

　　家庭向け医療カウンセリングソフト「Medical　HouseCall」

CHlRONカイロン株式会社
〒150－OOI3東京都渋谷区恵比寿1－19－15

設立年月日 1983年9月

資　本　金 15億円

代表者名 代表取締役社長　江頭又助

従業員数　 240名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 企画部

TEL：03－3440－4881　　FAX　O3－3440－6999

〔展示主要商品〕

自動免疫分析装置／ACS：CENTAUR

特長：世界で最速の処理スピード

〔取扱い商品〕

　免疫診断装置，血液ガス分析装置　など
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⑱萱三≡爲鷹㌧
設立年月日．　大正7年5月1日

資　本　金 2，100万円

代表者名 萱垣　隆興

従業員数 50名

E－mall　’
URL（ホームページ）　．

工場所在地 〒113－0033：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　1089

〔展示主要商品〕

画像張付骨髄像分類計数装置

特長：従来の分類計数装置に細胞の写真を取り込みながら検体のコメント

をワープロ入力して報告書が発行できます。

〔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

　　　　　　　計算盤各種，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，

　　　　　　　局方試験器，局方試験器具

ciiil2i1！ii関東化学株式会社

　　　　　　　　　〒103－8412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

E　mall diag－info＠gms．　kanto．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　kanto．　co．　jp

工場所在地 〒259－1146伊勢原市鈴川21

TEL　O463－94－8531

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上　　FAX　O463－94－2751

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬部

TEL　O3－3667　8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

検量用酵素標品／トレースキャリブ

特長：ヒト型酵素を使用しており反応性はヒト血清と類似しています。溶

解時の誤差の少ない液状凍結タイプです。本品をスタンダードとして検査

を行うことで，酵素項目の検量・較正を容易に行うことができます。

〔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，東芝，日本電子，オリンパス，島津製作所，専用試薬等各種分析装置

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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屈㌘Y◆鷲㌔二㌔57
設立年月日 昭和38年9月26日

資　本　金 7億9，300万円

代表者名 土井　茂

従業員数 450名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

自動蛍光免疫測定装置／スポットケム・バイダス

特長：感度特異性の高いELFA法を採用。プレパックされた試薬ストリ

ップとピペットを用いる簡便な測定系により，最高12項目の免疫血清検査

を自動化しています。試薬項目も40項目以上をサポートし，POC検査に

対応しています。

〔取扱い商品〕

・尿化学自動分析システム〈オーション〉シリーズ及び専用診断薬くオー

ションスティックス
・ 全自動グルコース測定システム〈グルコースオート＆スタット〉シリーズ

・全自動グリコヘモグロビン測定システム〈ハイオートAl，〉シリーズ及

　び専用試薬
・ 全自動グリコアルブミン測定装置〈ハイオートGAA＞及び専用試薬
・ 血糖自己測定器〈グルコカード〉及び専用試薬〈ダイアセンサ〉

・ 血中乳酸測定器〈ラクテートPro＞及び専用試薬

・全自動浸透圧測定装置〈オズモスタット〉

・ 自動PSP測定装置〈PSPオート〉
・ 簡易血中アンモニア測定器〈アンモニアチェッカー〉及び〈アミテスト〉

・ 全自動ドライケミストリー装置〈スポットケム〉及び専用試薬

e：e：e協和メデックス株式会社
　KYOWA　　　　　　　　　　　　　〒104－0042東京都中央区入船2－1－1

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 岡　徹夫

従業員数 280名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　kyowa．　co．　jp

工場所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88－6000

研究所所在地 〒411－0932　静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88－6000　　FAX　O559－88－6005

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：03－3297－8104　　FAX　O3－3297－8114

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目分析装置／DM－JACK（Glu・HbA1，・1．5－AG）

特長：同一の採血管から蓋の開栓の必要なしで3項目同時に測定。180テ

スト／hr専用台つきで移動自由。オプションバーコード対応。搬送にも接

続可能。血糖値に応じてHbAl、を自動測定することも可能。

〔取扱い商品〕

1．生化学関連試薬

　　　デタミナー　L（液状タイプ）TC，　TG，　UA，　IP，　CRE，　etc．

　　　デタミナーHbA1，，

2．免疫化学関連試薬

　　　ケミルミ；ACS－TSH，　T3，　T4，　FT3，　FT4，　LH，　FSH，

　　　　　　　　　　AFP，　CEA，　CA－19－9，　etc．

　　　エクステル；AFP，　CEA，　HBsAg，　HBsAb，　TP，　CRP，　IgG，

　　　　　　　　　IgA，　IgM，　ASO，β2－MG，　etc．

3．免疫化学関連機器

　　　ACS－180，　AP－960，　E仁1060・1200，　HM－JACK，　DM－JACK

4．感染症関連試薬

　　　デタミナーHTLV－1，　H・Pylori，クラミジアAg・Ab
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　　　　　　　　　　　　　〒103－0023東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日 昭和27年7月12日

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 235名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒318－OOO4　高萩市大字上手綱字朝山3333－26

TEL：0293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL：0293　23－0909　　FAX　O293－23－7324

商品間合せ先 担当部門 技術サービス室

TEL：03－3270－1641　　FAX　O3－3270－1585

〔展示主要商品〕

血清Dアラビニトール測定用／アラビニテック・オート

特長：カンジダ属の代謝産物であるDプラビニトールを汎用自動分析装

置により，全自動で測定するための試薬です。

　一次反応でアスコルビン酸やD一マンニトールを消去して干渉を回避し

ます。また，水溶性ホルマザンの採用により，セルやチューブを汚染しま

せん。

　保険点数240点。

κL麿07為 久保田商事株式会社
　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日 昭和37年3月12日

資　本　金 5，000万円

代表者名 久保田史彦

従業員数
E－mail XLCO6461＠niftyserve．　or．　jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3　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：検査室の前処理で手問の掛かる遠心処理を自動化する自動遠心機で

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，バ

ランス調整が不要となり，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，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，その他の理化学機器
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⊂o護∈Rコールター株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒105－0002東京都港区愛宕1－1－IO

設立年月日　’　昭和40年11月15日

資　本　金 4，600万円

代表者名 エライアス・カロ

従業員数 250名

E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．　coulter．　com

工場所在地 〒243－0021厚木市岡田3－8－23

TEL：0462－28－8232

研究所所在地 〒105－0002　港区愛宕1－1－10

TEL：03－5405　8711　　FAX　O3－5405－3450

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：03－5405－8710　　FAX　O3－5405－3452

〔展示主要商品〕

全自動血球計数／白血球分類／網赤血球測定／スライド作製装置／コールターGEN・SSystem

特長：コールターGEN・SSystemは，1台で血球計数／白血球分類／網

赤血球測定／スライド作製までのすべてが行える，コールター社最高水準

の総合ヘマトロジー・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／白血球分類／　コールターGEN・S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Syetem

網赤血球測定装置

多項目血球計数装置

フローサイトメトリー分野

血液凝固分野

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

IL凝固検査用試薬

コールターMAXM
　　　A／七Retic．

コールターAC・T8

コールターAC・T10

コールターAC・T　diff

EPICS　XL　System　II

EPICS　ELITE　ESP
各種

ACL　Futura　Plus

ACL6000

各種

国際試薬株式会社
INTERNATIONAL　RMGENTS　CORPORATION

　　　　　〒651－0083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 小林　博

従業員数 393名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－3－2

TEL　O78　991　2211

研究所所在地 〒651－2241神戸市西区室谷1　1　2

TEL　O78－991－2212

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O78－231－4151　FAX．078－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F750

特長：1，全自動タイプ　2，6項目同時測定，120テスト／時間の処理
能力　3，リアルタイムランダムアクセス
〔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・線溶関係試薬：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，　PIC，　TAT，　Dダイ

　　マー，TM，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：自動分析機用，コントロール血清，ほか

■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

　　・F750
■細胞工学・研究用試薬

　牛胎児血清・ウシアルブミン・サイトカインEIAキット，ほか
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株式会社コスモテック
〒IO1－0032東京都千代田区岩本町3－7－11

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

E　ma　l　l　’　cosmotec＠intace．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地　．　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－－5687－5787　　FAX　O3－5687　5980

〔展示主要商品〕

チップ式自動分注希釈装置／BlSTEQUE　203

特長：血球凝集反応，EIA等の検査で行われる分注，希釈，撹手牛といっ

た作業を自動化し，検査をよりスピーディーに，そして正確に行うことを

目的としたチップ式自動分注希釈装置です。

〔取扱い商品〕

’ヘモグ゜’f’　）／　A’C測定用前処理難 τill：麟lllA

　体　一一Eiii竃1｝

■自動分注希釈装置　　　　　　　　　　BISTEQUE　201

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　202

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　203

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　601

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　701

■バルクチップ自動充填機　　　　　　CELTEQVE　970

⑪小林言轡顯㌔蕊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 1，800名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒448－8656刈谷市小垣江町北高根115

TEL　O566　26　5310

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業企画本部医療グループ

TEL　O52－222－3121　　FAX　O52－222－7135

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／KP－100

特長：検体ラベルの発行に最適のラベルプリンターです。従来の機器に比

べ小型になり，印字スピードもMax150m／mと性能アップ。又緊急検体

等の識別に便利な2色印字（赤／黒）も可能になりました。

〔取扱い商品〕

1．システム開発

　　・臨床検査システム（Win95／NT）　・院内在庫管理システム

　　・バーコードラベル発行システム

2．臨床検査自動化システム用各種装置

　　・検体ラベルプリンター　KP－100，　KP－500，　BP－200

　　・検体ラベル自動貼付装置　VL－150，　VL－200

3．医療用コンピュータ用紙，OMR・OCR用紙，検体用ラベル各種，

　　各種カード，医療用記録紙
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㎡晒●冊株式会社サトー
　　　　　　　　　　　　〒150－0002東京都渋谷区渋谷1－15－5

設立年月日 昭和26年5月16日

資　本　金 40億7，713万円

代表者名 藤田東久夫

従業員数 1，148名（1998年3月31日現在）

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　sato．　co．　jp／

工場所在地 〒024－0102北上市北工業団地1－25

TEL：0197－66－4801

研究所所在地 〒331－0043　大宮市大成町1－207

TEL：048－663－8116　　FAX　O48－651－6662

商品間合せ先 担当部門 国内営業本部営業部

TEL：03－5449　4410　　FAX　O3－5449－4464

〔展示主要商品〕

バーコードラベルプリンタ／UN400m

特長：オーダーエントリーシステムの環境下，バーコードシステムなどの

利用により，受付，カルテ，検体，処方，薬剤，医材管理等の先進医療現

場の省力化・効率化システムをご提案し，院内業務の改善を支援します。

〔取扱い商品〕

・ 受付システム

・採血管（検体）ラベル発行・自動貼付システム

・ 血液センター様向汎用システム
・ カルテラベル発行システム

・ カラーラベル発行システム

・ 院内物流効率化支援システム

　≡
SANKYO
　黄

≡共株式害註
　　　　　〒1・03－8424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 551億7，900万円

代表者名 河村喜典

従業員数 6，950名

E－ma　　I
URL（ホームページ）

工場所在地 〒140－0005品川区広町1－2－58

TEL　O3－3492－3131

研究所所在地 〒 同上

TEL　同上　　FAX　O3－5436－8561

商品間合せ先 担当部門 医療品部学術情報課

TEL　O3－3562－7506　　FAX　O3－3562－7507

〔展示主要商品〕

病理標本自動封入装置／オート・スリッパー－300

特長：1　組織診と細胞診標本の両用自動封入装置。2．CCD型イメー
　ジセンサーを利用して，カバーガラスの大きさの自動選択と封入位置の
　自動調整が可能。3．コンピュータによる，封入動作の設定が可能。
　4．キシレンガス脱気の装着が可能。
〔取扱い商品〕

1．臨床検査薬
　1．生化学検査用試薬
　　AT　III・α2－PI・PLGオート「三共」，ピロリテックテストキット
　2．血清免疫用試薬
　　α一FPテスト「三共」，

　　バイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬（21項目）

　3．血液検査用試薬
　　PT，　APTT，　FIB，　TBテスト「三共」，　HPテスト「三共」

II．臨床検査用機器
　　ルミノマスター，コアグマスターII，コアグーA一メイトMTX，
　　MDA－180，クリニテック類，デキスターZ
　　アントセンスII，クリニテックアトラス，　DCA2000十
III．病理検査用機器

　　オート・スリッパー300，VIPM1500／M3000，　TEC　IV，クライオ
　　2000，DRS2000S
IV．生体検査用機器　　TOFガード
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u三獅離i鷺鶴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 288名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12

TEL　O298－89－2241

研究所所在地 〒300－1155　茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12

TEL　O298－89－2241　　FAX　O298－89－2104

商品間合せ先 担当部門 薬事学術部

TEL　O3－3851－1672　　FAX　O3－3864－5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉ピコルミPIVKA－II，エイテストPIVKA　一　II，エイテスト

IgGRF，サンオートシステム，バイオクリットHBs，ニューセロクリッ

トシリーズ（HBs，抗HBs，抗HTLV－1，　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，

サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，片山AUシリーズ，　EXAリキ

ッドコントロール，バイオトラックテオフィリン，セパジーンシリーズ，

正常ヒト細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，三光培地，ディフ

コ培地

〈機器・器具〉ピコルミ8220，サンオートFE，　SGRシリーズ，サンサー

モミニ，サンサーモCR，セーフティパル，フォトB－HメーターV型

〈＠　　　　　　　　シーアイエス　ダイアクソスティック株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒285－0802佐倉市大作1－8－5

設立年月日 平成元年10月2日

資　本　金 2億円

代表者名 ジャンーカルロ　マルキオ

従業員数 53名

E－ma　　l cis＠ga2．　so－net．　ne．　jp

URL（ホームページ） http：／／wwwO2．　so－net．　ne．　jp／～cis

工場所在地 〒285－0802佐倉市大作1－8－5

TEL　O43－498－2031

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 製品開発部クリプター事業部

TEL　O43－498－2035　　FAX　O43－498－2009

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／クリプターシステム

特長：Eu3斗クリプテートとXL665によって増幅された長寿命蛍光を時間

分解測定する新しいホモジニアス蛍光測定法TRACEに基づいた全自動

蛍光免疫測定装置です。

〔取扱い商品〕

■体内診断用放射性医薬品

　　エルマティックIII，キセノンー133・ガス

■体外診断用医薬品

　　放射性：ボール・シフラ・キット，ボールエルザ・CA19－9・キッ

　　ト，ボールエルザ・F一βHCG・キット，リアコートPSA，ボール

　　エルザ・CEA，エルザ・オステオカルシン・キット．他

　　非放射性：クリプターCA15－3，クリプターCA19－9，クリプター

　　NSE，クリプターPAP，クリプターPSA，クリプター　CEA，クリ

　　プターAFP
■医療用具

　　血液照射装置IBL437C，研究用試薬：ヒスト，　HTRF
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⇔シオノギ製薬
　　　　　　　　　　　　〒541－0045大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日 大正8年6月5日

資　本　金 212億7，924万円

代表者名 塩野芳彦（代表取締役社長）

従業員数 6，704名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒566－0022摂津市三島2－5－1

TEL　O6－381－7343

研究所所在地 〒553－OOO2大阪市福島区鷺洲5　12　4

TEL　O6－458－5861

商品間合せ先 担当部門 診断医学事業部

TEL：06一381－7343（内535）FAX　O6－382－4045

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE
・ 総IgE同時測定検査装置。25μ1以下の少ない検体量で約1時間で測定。

特異IgEの検出感度は0．061U／mlと高感度・高精度の結果が得られる。

SlGMA（讐　認1艦慧〒詫
　　　〒140－OOOI東京都品川区北品川1－1－15北品川21ビル5F

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
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3474－9591　　FAX　O3－3474－9582

〔展示主要商品〕

検体自動搬送ラインシステム／PREP－EF

特長：搬送対応型分注器PREP－EF，収納・送出ストッカー，回転部，開

栓器，自動分析装置の接続，をユニット化し搬送ラインを含めレイアウト

が自動に設計できます。規模に合わせたシステムを提供いたします。

〔取扱い商品〕

・ MS　システム　検体自動搬送ラインシステム
・ 搬送対応型分注　システム

　　分注器PREP－EF　MC型，　T型
・ ST－LAN　システム

　　臨床検査データ処理総合システム
・ 採血室総合　システム

　　採血管自動搬送システム　　患者情報モニター（待合い・採血台用）

　　採血管自動パック包装機　　電動油圧式採血机　SD7“らくですく”
・ 自動採血管バーコードラベル貼付・発行　システム

　　PREP－LAX　　PREP－LAXU
　　PREP－LAXU　トレー搬送システム

・ 手張プリンター　　TMP－60C
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重松貿易株式会社
　　　　　　　　　　　　〒541－0047大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月日 昭和38年9月9日

資　本　金 5，000万円

代表者名 重松克彰

従業員数 50名

E－mail ken＠shigematsu．co．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 化学品部

TEL：06－231－6146 FAX：06－231－6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサ

ンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，

及び各種パネルなど。

～Y～T三））～株式会社⊃万ムズ

〒222－0033横浜市港北区新横浜2－17－2 ナラ・ビル7F

設立年月日 昭和53年8月30日

資　本　金 1，500万円

代表者名 皆藤正博

従業員数 27名

E－mail systems＠rb3．　so－net．　ne．　jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O45－474－7231　　FAX

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LBNET－PC

特長：WindowsNT／95によるLAN構築。パソコン1台の小規模施設か
ら，大規模な病院トータルシステムまで柔軟に対応可能。分析装置のオン

ラインも1台のパソコンで1～16台の接続・同時制御が可能。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム：LBNET－PC

分析装置オンライン制御装置：LBNET－DCU

健診システム：HELDIR－PC

健診受診者エスコートシステム：RCUリライトカード

輸血管理システム：輸血くん

画像管理システム：MRViewer
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㊥島津製作所
　　　　　　　　　　　　〒604－8511京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日　’　大正6（1917）年9月

資　本　金 約168億円

代表者名 藤原菊男

従業員数 3，850名

E　mall webstaff＠shimadzu．　co．　jp

URL（ホームページ） www．　shimadzu．　co．　jp

工場所在地 〒604－8511京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL：075－823　1356

研究所所在地 〒619－0237：京都府相楽郡精華町光台3－9

TEL：0774－95－1600

商品間合せ先’　担当部門 ライフサイエンス機器部

TEL：075－823－1356　　FAX　O75－823－1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置／CL－8000

特長：・リモートメンテナンス　・自動メンテナンス機構つき　・簡単操

作。いつでも，すばやく，確実に。

〔取扱い商品〕

分析測定機器二光分析装置　電磁気分析装置　クロマト分析装置　熱分析

装置　ライフサイエンス研究機器　はかり　粉粒体測定機器　磁気応用計

測機器　ラボラトリーオートメーションシステム　　環境計測機器：環境

計測機器　環境分析機器

プロセスオートメーション機器：プロセス計測制御計器　プロセス分析機

器　環境関連計装システム　制御機器

試験検査機器：材料試験機　構造物試験機　動釣合試験機

医療機器：MRIシステム　CTスキャナ　X線診断システム　循環器X
線診断システム　核医学診断システム　超音波診断システム　医用画像管

理システム　治療システム　総合健康管理システム　病院設備システム

臨床化学検査機器　健康管理機器　　航空宇宙機器：宇宙関連機器　航空

機搭載電子機器　航空機搭載機械機器　地上支援器材　　産業機器：半導

体製造装置　真空機器　液送機器　油圧機器　情報機器　ガラス繊維巻取

機　　センサ・デバイス：電子デバイス　光通信デバイス　光学デバイス

小形分光器　赤外線センサ　レーザ素子・機器　　バイオプロダクツ：生

分解性プラスチック洗浄剤，園芸剤，生菌剤

醒株式会社常炎
　　　　　　　　　　　　　〒日3－0033東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部精一

従業員数 320名

E　lnail mail＠jokoh．　com

URL（ホームページ〉 http：／／www．　jokoh．　com

工場所在地 〒439－0037：静岡県小笠郡菊川町西方154

TEL　O537－36－1577

研究所所在地 〒213－8588川崎市高津区宇奈良731－1

TEL　O44－811－9211　　FAX　O44－811－9209

商品間合せ先 担当部門 第一営業本部

TEL　O3－3815　1717　　FAX　O3－3815－1759

〔展示主要商品〕

自動希釈式電解質分析装置／EX－2000

特長：血清，尿，透析液を自動希釈して測定する高速電解質分析装置で，

Na＋，　K＋，　Cl一の3項目を180検体／時間で測定します。高倍率希釈方式

の為，妨害物質の影響を受けません。検体搬送システムに接続できます。

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動装置：CTE－8000，　CTE－1800，　CTE－780

●全自動アイソザイム・蛋白分画電気泳動装置：ALC－760

●血液ガス・這解質・ヘマトクリット同時測定装置：センデックスー100

●ポータブル血液ガス分析装置：スタットパル2

●血液ガス分析装置：JBA－200，　GS－10

●電解質分析装置：Na＋，　K＋，　Cl一アナライザ　EX－2000，　EX－180

　　　　　　　　　Na＋，　K＋，　L｛＋アナライザEX－180L，　IS－50L

●自動赤沈計：JOS－60，　JOS－15（ウエスターグレン法）

　　　　　　　モニターS，モニターJ，マイクロセッド（レート変法）

●リボ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー

●便潜血測定試薬キット：ヘモゴールド50　自動機　HGS－180

●デンシトメーター：可視・反射研究用　20HR，蛋白分画用　CR－2D
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JUPITOR　CORPORATION
株式会社ジュピター］一ボ1ノーショコ

　　　　〒107－0062東京都港区南青山3－17－4

設立年月日 昭和23年4月13日

資　本　金 1億1，000万円

代表者名 藤村　薫

従業員数 105名

E－mail info＠jupitor．　co．　jp

URL（ホームページ）　’

工場所在地．　〒293－0035富津市西大和田1174－　2

TEL’0439－65－1146

研究所所在地　’　〒

TEL
商品間合せ先’　担当部門 本社営業部／名古屋支店

TEL：i昆31；仁1漏 FAX　ll∫3謝1況

〔展示主要商品〕

3方向電磁弁／3－Way　MIV

特長：医用機流体制御に高い信頼性と実績を持つLEE社の最新超小型不

括性型電磁弁で耐薬品性に優れており，軽量，小型のわりに大容量。各種

配管方式に対応しております。

〔取扱い商品〕

LEE各種電磁弁

　ゼロデットボリュームピンチ式高耐薬品性　Y一バルブ

　超小型2／3方式高耐薬品性ダイアフラム式　MIV

　超小型ロープライス　タイプ9000

　超々小型マウント取付型　HDIシリーズ

LEEポンプ
　定吐出型往復ダイアフラム型　LPLAシリーズ

　可変吐出高精度往復型　LPVXシリーズ
他　LEEアクセサリー（逆止弁，フィルター，継手　等）

◆住友製薬
　　　　　　　　　　　〒541－8319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 武内正康

従業員数 2，100名

E　mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒567－0878茨木市蔵垣内1－3－45

TEL　O276－27－8112

研究所所在地 〒554－0022大阪市此花区春日出中3－1－98

TEL　O6－466－5183

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
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⑨　　　積水化学工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒530－8565大阪市北区西天満2－4－4

設立年月日 1947年3月

資　本　金 1，000億円

代表者名 西澤　進

従業員数 5，900名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　sekisui．　co．　jp．

工場所在地 〒746－0006新南陽市開成町4560

TEL
研究所所在地 〒618－0021　大阪府三島郡島本町百山2－1

TEL　O75－962－3956　　FAX　O75－962－8924

商品間合せ先’　担当部門 医療システム事業部

TEL：03－3435－8070　　FAX　O3－3435－8080

〔展示主要商品〕

診断薬，真空採血管／メディエースTPLA，インセパック

特長：真空採血管インセパックSQは凝固時間が約5分と早く，検査終了

までの時間を大幅に短縮できます。メディエースTPLAは再現性，特異

性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス

インタージェント社製品

動物血清

抗トレポネーマ抗体試薬（メディエースTPLA）

真空採血管（インセパック，グライナインセパック）

血液分離用スピッツ（セパラビット，ヘパラビット）

検査器材（血沈管，検鏡プレート，採尿管，シャーレ）

小型自動滅菌器（フルオート滅菌器）

小型自動開栓機（インセパック専用開栓機）

HB、抗原・抗体

∫EKONIC株式会社セコニリク
　　　　　　　　　〒178－8686東京都練馬区大泉学園町7－24－14

設立年月日 1951年6月

資　本　金 15億300万円

代表者名 代表取締役社長　仁科義男

従業員数 約450名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒399－8601　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 第一営業部入力機器グループ

TEL　O3－3978－2332　　FAX　O3－3922－2144

〔展示主要商品〕

マークリーダー／SR－901BC

特長：SR－901BCはマークシートの読み込みと同時にマークシート上の

バーコードの読み込みが可能です。マークデータとバーコードデータを，

ソフトウエアに受け取り，処理することができます。

〔取扱い商品〕

・ 乾式複写機　・写真撮影用露出計　・温湿度計　・レコーダー

・ 光学式マーク読み取り装置　・光学式文字読み取り装置
・ 束線　・マグネットクラッチ　・エレクトロルミネッセンス
・ 他電子精密機器の製造販売
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今 株式会社セロテック

〒062－0021札幌市豊平区月寒西1条8－8－7

設立年月日’　1981年5月

資　本　金 9，800万Pl

代表者名 廻谷靖生

従業員数
E－maIl serotec＠PPP．　bekkoame．　or□p

URL（ホームページ）　’

工場所在地 〒066－0021千歳市泉沢1007－67

TEL：0123－28－2121

研究所所在地．　〒069－0021　江別市東野幌132　1

TEL　O11－－383－－3431　　FAX．011　383　4322

商品間合せ先 担当部門 業務部

TEL　O3－5950－2664　　FAX：03－5950－2660

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UUN－L

特長：●使用時に試薬調製の必要がありません。●試薬の安定性に優れて

います。●ICDHによるβ一NADPのリサイクル反応を用いています。

●直線性に優れていますので，尿原液の測定が可能です。

〔取扱い商品〕

生化学検査試薬

血清検査試薬

細菌・真菌検査用製品

精度管理用製品

（3c欝］四コφ『i／L科学貿易

〒川1－0052東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日 昭和42年6月20口

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役社長岩井　覚

従業員数
E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門　．　メディカルサイエンス部

TEL　O3　5820－1509　　FAX　O3－5820　1515

〔展示主要商品〕

分注装置／CYBERLAB

特長　固定分注のみならず情報分注にも対応可能。

〔取扱い商品〕

○前処理仕分けシステム　C（）ncept－5，　Faltac－1200

0採血管自動バーコードラベル貼り付け装置　TGC－1000

　その他，前処理仕分けシステム周辺機器。

○高速電解質分析装置　PVA一αIII

O電解質分析装置　PVA－EX

OAPEC　グルコースアナライザー
○高速オートマチックピペット　Digiflex　TP型

○空中浮遊菌測定装置　RCSエアーサンプラー
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⑧
DIA，A▼●0飼

株式会社ダイアヤトロン
〒IOI－0031東京都千代田区東神田2－1－11

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 225名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：03－3863－－6241　　FAX　O3－3863－6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPlA－A700

特長：LPIAシステムの新機種。　LPIA法，　TIA法，比色法に加え，新た

にTR－FIA法（時間分解免疫測定法）を導入しました。　TR－FIA法の導

入により，pgからmgの広範囲測定を1台の装置で可能としました。
〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　三菱化学社製　LPIAシステム

■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

　ミクイック

■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

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

㊨　　　　第一化学薬品株式会社
　　　　　　　　　　　　〒103－0027東京都中央区日本橋3－13－5

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 866名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒301－0852竜ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL：0297－62－7551

研究所所在地 〒301－0852：竜ヶ崎市向陽台3－3　1

TEL：0297－62－7551

商品間合せ先 担当部門 学術企画部　学術担当

TEL　O3－3272－0681　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

化学発光酵素免疫測定装置／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，低濃度から精度の高い測定が可能です。ま

た試薬は液状で，全自動コンティニアスランダムアクセス，バッチ測定が

可能であり，緊急測定も可能です。

〔発売項目〕T4，　FT4，　TSH，　TU，　AFP，　PSA，　CEA，ジゴキシン，

　テオフィリン，β一hCG，ミオグロビン，　CK－MB，ビタミンB12，葉
　酸，フェリチン，コルチゾール，IgE

　LH，　FSH，　HIV1／2Ab，風疹IgG・IgM，プロラクチン，トキソプラ

　ズマIgG・IgM，　T3，　FT3，インスリン
〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬：ピュアオートS，オートセラS，クリニメイト　他
○脂質関連項目：アポA－1，A－II，　B，　C－II，　C－III，　E，　Lp（a），　HDL

　－C，LCAT，　LDL－C

O消化器関連試薬：クォンティプレックスHCV－RNA，　HBV－DNA，エ
　ンザバイル・C，パナッセイIV・C，ヘモゴールド他
　尿中硫酸抱合型胆汁酸　他
○凝固線溶測定項目：AT　III，α、　PI，　PLG，プロテインC，　APC－R　他

OTDM関連：［測定装置］ソラリス，［試薬］エミット2000，エミットS
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＿』露 第一精密株式会社
　　　　　　　　　〒425－0085焼津市塩津1－1

設立年月日 昭和50年1月

資　本　金’　1，000万円

代表者名 中村秀夫

従業員数 67名

E－mall XLQO4752＠niftyservee．　or．　jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒425－0085：焼津市塩津1－1

TEL：054－629－0256

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 MSグループ

TEL　O54－629－0256　　FAX　O54－629－0293

〔展示主要商品〕

マルチピッチ可変分注機／FD－5000

特長：★ノズルピッチ可変機構★チップ交換はディスポーザブル方式

★液面自動検出　★泡感知　★フィブリンなどによるチップ詰まり検出

等

〔取扱い商品〕

■全自動微生物検出システム（商品名；FASS）

■顕微鏡用自動XYステージ，他関連商品

　（プレパラート自動供給装置，マイクロプレート自動供給装置，オート

　　フォーカス装置　等）

■分注機（商品名；FD－1000）

■チップ整列機

bC）Dme唱SANGro大扇産業株式鎌±

　　　　　　　　　　　〒534－0021大阪市都島区都島本通r－15－17

設立年月日 昭和38年12月1日

資　本　金 8，000万円

代表者名 合田昭男

従業員数 100名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒930－0401　富山県中新川郡上市町広野新269

TEL　O764－73　0336

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O3－3985－3466　　FAX　O3－3985－3466

〔展示主要商品〕

自動分注装置／LTA－111

特長：弾性ロングチューブを用いた分注装置で，使用したチューブは使い

捨てなのでコンタミの心配もありません。しかも非常に安価なので，従来

のチップに比べ，ランニングコストの低減が図れます。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動分注装置（LTA－III）

○自動開栓装置（APNシリーズ）

○卓上型開栓装置（APN100CS，　APN100CL）

○自動検体シーラー（ATS100）

○自動検体ピーラー（ATP100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品）

○分注用ロングチューブ（NAPS－2’）

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ

○検査用各種チューブ
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顯ダイナボット株式会社
　〒106－8535東京都港区六本木1－9－9六本木ファーストビル

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，646万円

代表者名 ダグラス・シー・ブライアント

従業員数 約1，200名

E－ma　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒270－2214松戸市松飛台278

TEL　O47－385－2211

研究所所在地 〒270－2231松戸市稔台344

TEL　O47－362－2177

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL　O120－031441 FAX
〔展示主要商品〕

全自動総合血液学分析装置／セルダイン3200

特長：レーザーフローサイトメトリー技術を駆使した最新の血液学分析装

置。ひとクラス上の測定精度を，もっと使いやすく，さらにコンパクトに

凝縮した5分類22項目に対応。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査システム「AxSYMアナライザー」

■遺伝子診断システム「LCXプローブシステム」

■全自動総合血液学分析装置「セルダインシリーズ」

　（1）セルダイン4000（白血球5分類を含む27項目に対応）

　（2）セルダイン3500（　　　〃　　　　22項目に対応）

　（3）セルダイン3200（　　　　　　〃　　　　　　　）

　（4）セルダイン3000（　　　　　　〃　　　　　　　）

　（5）セルダイン1700（白血球3分類を含む18項目に対応）

　（6）セルダインSMS（全自動塗抹染色標本作成装置）

■簡易測定試薬「ダイナスクリーン」シリーズ

　（1）ダイナスクリーンHB，Ag（HB、抗原検査用）

　（2）ダイナスクリーンヘモ（便潜血検査用）　他

団　　　　　　　　ダコ・ジャパン株式会社

　　DAKO
　　　　〒600－8493京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役社長小畑勝利

従業員数 50名

E－ma　　l cs－dakoj＠mx5．　nisiq．　net

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒600－8493　京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

TEL　O75－211－3655　　FAX　O75－211－1755

商品間合せ先 担当部門 営業部／OEM部

TEL　O75－253－3501 FAX　O75－211－1755

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置／ダコTechMate　Horizon／各種ポリクローナル／モノク
ローナル／OEM・バルク用・免疫学的診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

免疫組織染色用自動染色装置（ダコTechMate　Horizon）。

免疫組織化学染色用試薬（ENVISIONシリーズ，　EPOS，　LSAB法，

　CSA法等関連試薬）。

OEM及びバルク抗体。フローサイトメトリー関連試薬

遺伝子関連試薬（PNAプローブ，　CSA－ISH法，アポトーシス関連，サ

　ザンプロッティング法）

ELISA用キット。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関連試薬及び特異抗体。

各種自動分析機用の免疫関連試薬

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。
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橘電気株式会社
　　　　　　〒ll4－0014東京都北区田端1－16－13

設立年月日 昭和28年12月

資　本　金 2億5，000万円

代表者名 代表取締役小林　紘

従業員数 約100名

E　ma　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒114－OO14　北区田端1　16　13

TEL　O3－3828　6131

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 医療システム営業部

TEL　O3－3828－6131 FAX　O3－3828－6138

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC－Win／Netシリーズ

特長：1．PC－LAN，クライアント／サーバ方式　2．WindowsNT版　3．迅

速対応　4．操作性　5．豊富な機能提供可能；OCR／OMR等，各種分析機

オンライン，バーコード対応，FAX自動返却等各種オプション，各種シ

ステムとのリンク実績も豊富。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システムPC－Win／Net（LABO）

2．ドクター支援システムPC－Win／Net（DOCTOR）

3．健診システムPC－Win／Net（HEALTH）

4．細菌検査システムPC－Win／Net（BACT）

5．病理・細胞診検査システムPC－Win／Net（PATH／CYTO）

6．輸血管理システムPC－Win／Net（BLOOD）

7．迅速FAX返却
8．GetzNet（ゲッツネット）：インターネット上で最新医療関連情報を

　　アクセスします。

D●6中外診断科学株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒171－8545東京都豊島区高田3－4i－8

設立年月日 1997年3月

資　本　金 4億円

代表者名 小池義人

従業員数 70名

E－ma　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒171－8545　豊島区高田3　41　8

TEL　O3－3987－0705　　FAX　O3　3987－3516

商品間合せ先 担当部門 コーポレート担当

TEL　O3－3987－1518 FAX　O3　3987　3516

〔展示主要商品〕

全自動DNAプローブ測定機／TIGRIS

特長：ターゲット遺伝子の増幅（TMA法）から検出（HPA法）を行う

だけでなく，サンプル分取やウィルスの補足までも可能にした全自動測定

装置。

〔取扱い商品〕

DNAプローブ「中外」　MTD
DNAプローブ「中外」　クラミジア

DNAプローブ「中外」一ゴノレア
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デイドベーリング株式会社　DAI）E　BEHRI『NG

〒164－8721東京都中野区本町1－32－・2ハーモニータワー27F南館

設立年月日 平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）

資　本　金 16億800万円

代表者名 代表取締役社長　カールダブリューアッフェルバック

従業員数 約280名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒270－1407千葉県印旛郡白井町名内340－2

TEL：0474－97－1800　　FAX　O474－98－1028

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－5352－6201　　FAX　O3－5352－6222

〔展示主要商品〕

特長：デイドベーリング株式会社は免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，

感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合

サービスを目指します。展示会では各種システムを一堂に展示いたしま
す。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：Walk　AwayTM－96，　Walk　AwayTM－40，

　　　　　　　　　　　　autoSCAN⑧一4

全自動免疫化学分析システム：Behring　Nephelometer　II

　　　　　　　　　　　　　　Behring　Nephelometer　Analyzer

　　　　　　　　　　　　　　Behring　Nephelometer　100

臨床化学自動分析システム：Dimension⑧RxL

　　　　　　　　　　　　　Dimension⑧AR

　　　　　　　　　　　　　aca　starTM

全自動ELISA分析システム：Behring　ELISA　Processor　III

自動免疫化蛍光測定システム：OPUS　Analyzer

●TECAN．テカンジV／∫ン株式会社

　　　　　　　　　〒1　83－0023府中市宮町1－40明治生命府中ビル

設立年月日 1992年4月21日

資　本　金 5，000万円

代表者名 赤塚重治

従業員数 25名

E－ma　　l info＠tecan．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　tecan．　co．　jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：馨§藪ll二lll；S6Sl｝，　FAX：魏撲詔1；：1麗；1｛，

〔展示主要商品〕

ハイスループットスクリーニングロボット／ジェネシスワークステーション

特長：実験台に収まるミニサイズ・スクリーニングロボットです。基本装

置の搬送アーム付ジェネシスRSPに各種デバイスをアッセンブルして，

吸光，蛍光，化学発光の3タイプ，またはご要望によって特注のシステム

をご提供致します。

〔取扱い商品〕

●（ミニサイズ）ハイスループットスクリーニングロボット

　Genesis　Workstation（ジェネシスワークステーション）

●ハイスループットスクリーニングロボット

　TRAC
●ミニサンプルプロセッサー

　MiniPrep（ミニプレップ）

●サンプル前処理自動化システム

　ジェネシスシリーズ

●マイクロプレートウォッシャー

　Columbus（コロンブス）
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幽株式会社テP7Ptデヤカ
　　　　　　　　　　　　〒224－0041横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日 昭和62年9月

資　本　金 1億8，500万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数　　96名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　iris．　or．　jp／～techno／

工場所在地 〒224－0041横浜市都筑区仲町台5－5－1

TEL　O45－948－1961

研究所所在地 〒224－0041横浜市都筑区仲町台5　5　1

TEL　O45　948－1961　　FAX　O45－948－1962

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL　O45－948－1961 FAX　O45－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－585

特長：従来の当社製品に比べ，設置面積は50％～60％になりました。狭い

採血室とあきらめないで下さい。多くの機能が追加されて，より使い易く

なりました。赤黒2色印字等。

〔取扱い商品〕

採血管準備システム：BC－ROBO－550，580，585

自動尿分取装置：UA・ROBO－600A／B

ハルンカップラベラー：HARN－560，570

血液ガス分析装置：GASTAT－3，　GASTAT－mini

電解質分析装置：STAX－1，　STAX－2

赤血球沈降速度測定装置：ESR－1000，　ESR－6000，　ESR－quick　15

■

Oデンカ生研株式会社

〒103－0025東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　金 3億4，980万円

代表者名 代表取締役社長西村雄彦

従業員数 331名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒959－1836五泉市南本町1－2－2

TEL　O250－43－4111

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業管理室

TEL　O3－3669－9091 FAX　O3　3664－1005

〔展示主要商品〕

HDL一コレステロール／HDL－EX「生研」

特長：1．煩雑な分離操作を必要としない直接法試薬です。2．調製不要

な液状試薬です。3．共存物質の影響を受けません。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　UN－N，　CRE－S，　UA－S，　GLU－S，　TG（S），　T－CHO

　（S），PL－S，　Mg－E，　IP－E，　GOT－JS，　GPT－JS，　LD－JS，　ALP－JS，

　γ一GT（IF）－S，　CK－JS，　AMY－S

ラテックス試薬シリーズ

　CRP，　RFX1，　ASO，　AFP，　BMG，　Mb，　IgE，　FER，　Lp（a），αMi

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C，，　U－ALB
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株式会社電研精機研究所
　　　　　　　　　　　　〒203－0042東久留米市八幡町1－4－21

設立年月日 1962年4月

資本金　4，000万円
代表者名　　矢ヶ崎昭彦
従業員数　　65名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地　　〒203－0042東久留米市八幡町1－4－21

TEL：0424－73－3745

研究所所在地　　　〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 営業第一課

TEL：0424－73－3745　　FAX　O424－74－0613

〔展示主要商品〕

ノイズカットトランス／ノイズカットトランス

特長：シールドだけでは防止できない高周波の磁束成分を除くことによ

り，インバータノイズや雷サージから医療機器の誤作動を防止する。又，

漏れ電流が少なく，接地できなくてもラインノイズを確実に防止する。

〔取扱い商品〕

・ ノイズカットトランス（障害波遮断変圧器）

　　電源ラインから侵入するラインノイズを防止する。電波障害防止中央

　協議会表彰品（1VA～1000kVA）
・ ノイズカットAVR（障害波遮断交流自動低電圧装置）

　　半永久的に不変の高安定精度と寿命を持ち，ノイズ・サージ・サグ・

　高調波障害防止等電源に起因するトラブルを防止する。（300VA～300kVA）

・ ノイズカットCVCF（障害波遮断・周波数変換装置）

　　ノイズを防止するとともに周波数と電圧を変えることができ，高調波

　測定，EMI測定にも対応できる高効率の周波数変換装置。（300VA～100kVA）

・ ノイズカットUPS（障害波遮断無停電電源）

　　バッテリと組み合わせ，瞬時の切れ目もなく停電を防止する。停電の

　前後に発生するノイズも防止し，瞬停から電子機器を守る。（300VA

　～100kVA）

S鵬mex東亜医用電子株式会社
　　　　　　　　　　〒650－0046神戸市中央区港島中町7－2－1

設立年月日 昭和43年2月20日

資　本　金 33億8，490万円

代表者名 取締役社長家次　恒

従業員数 1，143名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　sysmex．　co．　jp

工場所在地 〒675－OOI1加古川市野［町北野314－2
　　力臨†1月［場

TEL：0794－24－1171

〒675－1322小野ii］匠台17

　　　小野1場
TEL：0794－62－7001

研究所所在地 〒651－2271　神戸市西区高塚台4－4－4テクノセンター

TEL：078－991－1911 FAX　O78－991－1917

商品間合せ先 担当部門 営業本部販売推進部

TEL：078－991－9092　　FAX：078－991－9276

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹標本の作成染色をオー

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〕

総合血液学検査システム

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

全自動尿中有形成分分析装置

全自動血液凝固測定装置　　デイドベーリング社製凝固試薬

免疫凝集測定装置　　PAMIAシリーズ専用試薬
臨床検査情報システム

血液検査用データ処理装置

尿検査用データ処理装置

血液細胞画像ファイリングシステム



132 るr（≡ 株式会社東機貿
　〒106－0044東京都港区東麻布2－3－4

設立年月日 1955年6月9日

資　本　金 9，180万円

代表者名 佐多保彦

従業員数 500名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地

研究所所在地 〒140－0012　品川区勝島1－5－21東神倉庫内
（技術センター） TEL：03－5762－3006　　FAX　O3－5762－3036

商品間合せ先 担当部門 第1営業部マーケティングチーム

TEL：03－5461－3031 FAX　O3－5461－3041

〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／lLシンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO一オキシメーター値を一台で同時測

定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分

りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　　〒107－8451東京都港区赤坂1－7－7

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 代表取締役社長田代　圓

従業員数 3，800名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　tosoh．　co．　jp．

工場所在地 〒746－8501　新南陽市開成町4560

TEL　O834－63－9800

研究所所在地 〒252－1123：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　O3－3275－1214

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA－21

特長：AIAシリーズの次期システム

　○高感度・高精度，○コンティニュアス・フルランダムアクセス，

　○採血管・バーコード対応，○自動前検体希釈機能，02ステップ対

　　応，○自動検体搬送ライン（各種メーカー）に対応，

　○今までのEテスト「TOSOH」II試薬が全項目使用可能
〔取扱い商品〕

①東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723GHb　V）

②東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA）

③東ソー全自動VMA／HVA分析計（HLC－726VMA）
④東ソー全自動1，5AG分析計（HLC－727AG）

⑤全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－21）

⑥全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－600）

⑦マイクロプレートリーダ（MPR－A4i　II）

⑧酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
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（IEIZiiii）東洋器材科学株式

TOVO　KIZA‘

　　　　　　　　　会社

〒335－OOO3蕨市南町4－10－18

設立年月日 昭和47年12月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長佐藤英輔

従業員数 55名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒335－0035蕨市南町4　－10－18

TEL　O48－447－3381

研究所所在地 〒 同上

TEL　O48－447－3381内線12

商品間合せ先　’　担当部門 営業部

TEL　O48－447－3381　　FAX　O48－431　4685

〔展示主要商品〕

気管吸引器／気管吸引キット

特長：気管支の分泌液（疾）などの採取時の細菌汚染を防止，安心して採取

することができます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

スピッツ，チューブ，シャーレ，サンプルカップ，採便管等

’TOYOBO　東洋紡工ンジニアリンワ株式会社

　　　　〒530－0003大阪市北区堂島2－1－16フジタ東洋紡ビル

設立年月日 昭和47年7月10日

資　本　金 1億2，000万円

代表者名 代表取締役社長後藤芳弘

従業員数 190名

E－mail si＠toyobo－eng．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．　toyobo－eng．　co．　jp

工場所在地 〒595－0042　泉大津市高津町5　11

TEL　O725－32－0246

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　O6－348－3357 FAX　O6－348－9455

〔展示主要商品〕

HTS自動分注装置／プレートメート

特長：96本のチップを使用したHTS自動分注装置。96穴，384穴，1536

穴プレート，さらに各種ディープウエルプレートに対応。スタッカーとの

組合せで様々なスクリーニング作業をこなせます。オプション多様。

〔取扱い商品〕

MATRIX社（米国）

　HTS自動分注システム　プレートメート

Zenyx社（英国）

　自動分注システム　ガーディアンシリーズ

純水装置関連
・ RO純水装置「TRO型シリーズ」
・ 超純水装置「UP－200型」

・ 蒸留水装置「DW－18111型」
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（1亟）東羊紡東洋紡績株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒530－8230大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日 1914年6月1日

資　本　金 433億円

代表者名 取締役社長柴田　稔

従業員数 8，000名

E－mail techosk　oobio．toyobo．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．　toyobo．　co．　jp

工場所在地 〒914－0047：敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7641

研究所所在地　’　〒914－0047　敦賀市東洋町10－24

TEL　O770－22－7643

商品間合せ先 担当部門 生化学事業部・診断システムグループ

TEL：06－348－3333 FAX　O6－348－3833

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定システム／ID－1000

特長：1）反応開始からわずか6分間で測定結果が得られます。2）ng／ml

オーダーの高感度測定が可能です。3）全自動で10項目を同時分析，ランダ

ムアクセスも可能です。4）検体廃液が出ず，処理も容易です。

〔取扱い商品〕

・ 全自動酵素免疫測定システム：ID－1000

・ 自動グルコース分析器：ダイヤグルカHEK－60
・ 自動ラクテート分析器：HEK－60L

△　　　　　　長瀬産業株式会社
　　　　　　　　　　〒103－8355東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 96億9，970万円

代表者名 長瀬英男

従業員数 約1，200名

E　mail
URL（ホームページ） http：／／www．　nagase．　co．　jp／

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒651－2241神戸市西区室谷2－2－3

TEL　O78－992－3162 FAX　O78－992－1050

商品間合せ先 担当部門 医療システム部

TEL：03－3665－3174，3288，3028　FAX　O3－3665－3723，3752

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／ビトロス250，950

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　　　ビトロス250

　　　　　　　　　　　　　　　　　ビトロス950

2．薬剤感受性測定装置　　　MR5000MIC

3．臨床検査情報処理システム：SUN臨床検査総合システム

　　　　　　　　　　　　　　：イメージ入力システムIt’s（フォームキ

　　　　　　　　　　　　　　　ャッチャー）

4．採血管バーコード自動貼り付けシステム

　　　　　　　　　　　：ユニットラベラーUL200

　　　　　　　　　　　：ハルンカップ用自動バーコードラベラー

　　　　　　　　　　　　HL100

5．血液ガス分析装置：AVL　OMNIモジュラーシステム

6．全自動アレルギー検査装置：ルミワードイムノアッセイシステム
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■iレ＜NIX，1NCe

　　　　　〒231－0028横浜市中区翁町1－4－1 マリンウエーブ

設立年月日 昭和28年4月11日

資　本　金 8，000万円

代表者名 青木伸一

従業員数 230名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒229－1132：相模原市橋本台3－1－5

TEL：0427－72－7031

研究所所在地 〒229－1131相模原市西橋本2　－23－3

TEL　O427－73－6781

商品間合せ先 担当部門 電子営業部

TEL　O427－79－8430　　FAX　O427－72－5791

〔展示主要商品〕

検体ラベラ

特長：採尿カップ準備データをラベルにプリントし，採尿カップに自動貼

付することにより，手書き業務の廃止とデータのコンピュータ処理化を実

現，また検体受渡しの信頼性を向上した。

〔取扱い商品〕

○

○

○

○

○

○

検体ラベル

熱転写ラベルプリンタ

医療用プラスチック部品

工業用プラスチック部品，機構品

各種ラベル，ラベラ

パソコン応用製品

⑳株式会社二－iJ■・■
　　　　　　〒101－0032東京都千代田区岩本町2－4－IO共同ビル

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

E－mail nichiryo＠technowave．　ad．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　nichiryo．　co．　jp

工場所在地 〒343－0822：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　O3－5820－2411　　FAX　O3－5820－2410

〔展示主要商品〕

分注・希釈・振とう装置／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等の検査に適しています。
〔取扱い商品〕

・ デジタルマイクロピペットー・オートクレーバブルベンチメイト

　　　　　　　　　　　　　　・MODEL7000
・ ディスペンサー　　　　　・ニチメイト　ステッパー

　　　　　　　　　　　　　　・アキュペンサージュニア

　　　　　　　　　　　　　　・ディスペット
・ 自動分注システム　　　　　・NSS－1000

　　　　　　　　　　　　　　・NSP－7000

　　　　　　　　　　　　　　・マイリューターIII

　　　　　　　　　　　　　　・マクロマスター
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S日水製薬株式会社
　　〒170－0002東京都豊島区巣鴨2－ll－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 490名

E－mall diag－sale＠nissui－pharm．　co．　jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒307－0036結城市北南茂呂1075－2

TEL　O296－35　1221

研究所所在地 〒 同上

TEL　O296－35－1225

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部

TEL：03－3918－8166　　FAX　O3－3918－4515

〔展示主要商品〕

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

特長：血液培養検査がすべて自動化できるため，結果報告までの迅速化が

可能です。また自動データバックアップ機能によりコンピータの故障や停

電から保護されます。

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネットEV20

全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－21

　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－1200i，　XL

　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－600

自動細菌検査装置：センシタイター

精度管理用凍結プール血清：L一コンセラー1，II

　　　　　　　　　　　　L一コンセーラII　EX（CRPを添加）

免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラ1，II

自動分析用測定試薬

細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

＝・y］L・一一f’一メデ》カ／b株式会社

〒103－0007東京都中央区日本橋富沢町5－5

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 60名

E－mall
URL（ホームページ）　．

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術課

TEL　O3－3660－8595　　FAX　O3　3660　8602

〔展示主要商品〕

C一反応性蛋白測定用試薬／N一アッセイ　LA　CRP－S　ニットーボー

特長：①検体の希釈は不要です。

　　　②共存物質の影響をほとんど受けません。

　　　③各試薬はそのまま使用することができるため，操作が簡便です。

〔取扱い商品〕

　生化学系試薬として29項目，免疫系試薬として23項目を取り扱っていま

す。生化学系試薬は，そのほとんどが液状化されており，使用し易くなっ

ています。免疫系試薬は，そのほとんどが免疫比濁法であり，特に

CRP，免疫グロブリンなどは，各々特徴ある性能を有しています。また

新たにラテックス凝集比濁法を用いた商品も取り扱っています。
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NIP？O　株式会社ニプロ
　　　　　　　　〒531－0072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 続葛　修一

従業員数 531名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒018－5751：罐繍巴膨ヨ膏（置、場

TEL：0186－49－5111

研究所所在地 〒525－0055草津市野路町700

TEL　O77－564－0500

商品間合せ先 担当部門 技術営業部第3商品課

TEL　O6－373－3108 FAX　O6　373－1581

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース　919

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〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，血液バック等医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

《予日2Kゲミ’コ，株式呑社
〒101－8678東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日 昭和25年6月16日

資　本　金 39億8，500万円

代表者名 山ロー城

従業員数 800名

E－maiI XLXO1725＠niftyserve．　or．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　chemiphar．co．　jp．

工場所在地 〒308－0112　茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799－1

TEL：0296　37－2211

研究所所在地 〒341－0005：三郷市彦川戸1　22　1

TEL　O489－53－8265　　FAX　O489－53－8269

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部　技術開発課

TEL　O3－3851－2974 FAX　O3－3862－2645

〔展示主要商品〕

糖尿病検査迅速報告システム／DiaLAN

特長：糖尿病関連検査（スクリーニング，鑑別診断，コントロール指標，

合併症等のバイタルサインを含む検査）を一元管理し，測定・分析終了と

同時に迅速結果報告が可能なシステムおよび機器。

〔取扱い商品〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC－723GHb　V

全自動マイクロプレートEIAシステム　FIAS－7000

全自動DryEIAシステム　ID－1000

全自動多項目電気泳動装置　MEPS　5000

全自動ミニカラム分離装置　LIQUID　I｛ANDLER

臨床検査システム（糖尿病迅速報告システム）　DiaLAN

電気泳動用染色液　LDH，　ALP，　CK，　Chol，　TG，　PL

糖尿病関連診断薬　グリコアルブミン測定診断薬，尿中アルブミン測

　　　　　定診断薬，HbAlc，　Glu，1，5AG，インシュリン，C一ペプタ

　　　　　イド

コントロール試薬　HbAlc，　G－Alb，　LDH／CK，　ALP
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　　　蚤NIHON　KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒161－8560東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 75億円（1997年6月30日現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 3，122名（グループ）（1997年4月30日現在）

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www　kohden．　co．　jp／

工場所在地 〒 ：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本，富岡市

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 日本光電企画センタ株式会社

TEL　O3－5996　8028　　FAX　O3－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8118＋QA－810v

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，

全自動血球計数器です。オートサンプラを内蔵し，50検体を同時にセット

できます。タッチキーの採用で，操作性も向上しております。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサ

イドモニタ，セントラルモニタ，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，呼吸代謝測定装置，訪問看護支

援システム，基礎医学研究用機器，各種センサなど

◎日本蟻驚縁圭一9
設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　　金 53億6，200万円

代表者名 加藤　大

従業員数 2，550名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　nipponshoji．　co　jp／ir．　htm

工場所在地 〒709－4321　岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868－38－5341

研究所所在地 〒567－0806茨木市庄2－24－3

TEL　O726－22－4941 FAX　O726－24－4784

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部

TEL　O6－941－0308 FAX　O6－941－4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS－1000

特長：・便中ヒトヘモグロビンの精密測定　・自動希釈機能　・軽量，コ

ンパクトで高速処理（200検体／時間）　・キャリーオーバー排除　・検体の

随時追加が可能　・反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔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，血色素検査用各種製品

　○その他：免疫学的便潜血用，ウイルス検査用各種製品
・ 精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
・ 臨床検査機械・器具器材

　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1

　0フィンピペットシステム

　○尿沈渣プレート，日商ディスポ製品
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　　　血　日本テつトロ⊃掘会社
」apan　Tε⊂tnon　lnstrum∈nts⊂《）fporation

〒192－0041八王子市中野上町4－8－5

設立年月日 昭和50年6月10日

資　本　金 1億3，389万円

代表者名 富永　公道

従業員数 21名

E－mail　’
URL（ホームページ）

工場所在地 〒192－0041八王子市中野上町4－8－5

TEL　O426－26－7194

研究所所在地　’　〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門 営業本部

TEL　O426－26－7194　　FAX　O426－26－8130

〔展示主要商品〕

臨床自動分析装置／U－240Plus，　U－240Neo

特長：卓上小型，ランダムアクセス方式，生化学・均一系免疫測定が可

能。反応液撹拝は無浸漬方式なので，キャリオーバなし。ウィンドウズ画

面で操作容易。反応液回収可（オプション）。廉価なので専用機・試薬レ

ンタルに最適。

〔取扱い商品〕

○臨床自動分析装置　U－240Plus

　240T／H，2試薬系で24項目同時測定，登録可能数60

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5m1設置可能

○臨床自動分析装置　U－240Neo

　240T／H（ISE付で480T／H），24項目（オプションで36＋ISE　3計39）

　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5，7，10ml設置可能

　検体／試薬IDバーコードリーダ，　ISE（Na，　K，　Cl）オプション

○小型高性能ダイヤフラムポンプ（自社開発製品）

　分析装置専用，ダイヤフラム寿命に高信頼性；液体及び気液混合流体用

○高精度ミニプランジャーポンプ（自社開発製品）検体及び試薬系用

　分析装置専用，プランジヤーはファインセラミックと特殊Uパッキング

○自動分析装置の受託開発・製造

ni　iコPC日本DPCコーポレーション
〒261－7132千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウェスト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　小野潤彌

従業員数
E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒290－8585市原市八幡海岸通12

TEL：0436－41－2186

研究所所在地 〒 同上

TEL：
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：043　297－5211　　FAX：043－297－5210

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光測定システム／イムライズ／イムライズ2000

特長：ビーズ固相法のCLEIA。検体の分注から，結果の算出まで完全自

動，ランダムアクセス可能な全自動免疫化学発光測定システム。

〔取扱い商品〕

ケミルミ　（イムライズ）

　甲状腺：TSH，　T3，　T4，　FT4，　T3－U

　腫瘍マーカー：AFP，　CEA，　CA125，　CA19－9，　CA153，　PSA，

　　　　　　　　PAP，フェリチン，β2－MG，　Tセミノプロテイン

　性腺：エストラジオール，プロゲステロン，LH，　FSH，プロラクチ

　　　　ン，HCG，　DHEA－S，フリーβHCG
　その他：インタクトPTH，コルチゾール，　C一ペプチド，トータルIgE

特異IgE：アラスタット

自己免疫疾患：リコンビジェン抗DNAキット，ファナウェル抗核抗体キ

　　　　　　　ツト

TIA：スペリオル，トランスフェリン，アルブミン，　BETA－II，

　　　ALPHA－1
RIA：各種ホルモン
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戚」∈叫灘≧竺，
設立年月日 昭和24年5月30日

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
E－mall www－master＠jeol．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　jeol．　co．　jp／

工場所在地’　〒196－8558昭島市武蔵野3－1－2

TEL　O42－543　1111

研究所所在地 〒 同上

TEL　O42－542－2313 FAX　O42－546－5758

商品間合せ先 担当部門 分析・メディカル営業本部販売促進G

TEL　O42－542－2209　　FAX　O42　546－5757

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty

特長：①最終反応液量80μ1②シングル高速処理1650テスト／時③検

体前希釈機能が検体量僅か2μ1で多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

健康でありたい……人々の願いに日本電子はライフサイエンスで挑戦しま
す。

■自動分析装置〈クリナライザ〉：

　・JCA－BM　8／BM12
　・JCA－HR2100／2200／2300／2400

■医用サーモビュア：JTG－5310／5370

■臨床検査システム：JCS－10L／22L

■検体搬送ベルトラインシステム：JLA－500T／500TS

■全自動アミノ酸分析装置：JLC－500／V　Amino　Tac

■全自動便潜血免疫分析装置：JIA－HB200

■骨密度測定装置

二θ゜・・　日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒ll6－OO14東京都荒川区東日暮里5－7－18コスモパークビル

設立年月日 1979年10月16日

資　本　金 4億円

代表者名 増岡邦明

従業員数 150名

E－mall bio－rad　com

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL　O3　5811－6290　　FAX：03－5811－6282

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレートEIAシステム／“Coda”

特長：各種マイクロプレートEIA試薬キットに，全自動で対応可能で、

検査時間を節約できる

〔取扱い商品〕

全自動マイクロプレートEIAシステム“Coda”

コントロール血清

腸管出血性大腸菌検査キット“ノパパスE・coli　o－157”

　　　同上　　　　　　　　“ノパパス　ベロ毒素EIA”

ALA／PBGカラムテスト
全自動薬物検査システム“REMEDi　HS”
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●日本ビオメリュー・バイテック株式会社

bioM6rieux
　　　　　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－43－1　大塚HTビル

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 フレデリック・ベノリエル

従業員数 88名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　bvj．　co．　jp

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 カスタマーサポート

TEL：03－5952－7637　　FAX　O3－5952－7689

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック2

特長：臨床細菌検査室の最も重要な検査である同定検査・感受性検査の完

全自動化を実現した第2世代の自動機器です。特にワークロードの最大限

の自動化並び新興耐性菌の検出が可能となりました。

〔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　　　アピ・シリーズ／ラピデック

　　迅速検出キット・シリーズ　　　スライデックス・シリーズ

　　自動細菌同定・感受性検査装置　バイテック／バイテック2

自動培養装置・培地

　　細菌培養用培地

B：免疫血清関連製品

　　自動免疫蛍光測定装置

　　測定試薬・感染症関連

　　　　　　　免疫化学関連

C：血液凝固関連製品

ミニバイタル／バイタル／ヘモリン

パフォーマンス

生培地／試験管培地　他

バイダス／ミニバイダス

HIV，クラミジア，風疹IgG　他

HCG，　E2，　FT3，　FT4他

Dダイマー，PT，　APTT他

一＿　　　日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

　　　　　　　〒107－0052東京都港区赤坂8－5－26赤坂DSビル

設立年月日
1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーパーシーズ・インクの事業を継承）

資　本　金 6億8，750万円

代表者名 レックス・バレンタイン

従業員数 395名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　becton．　co．．jp

工場所在地 〒960－2152：福島市土船字五反田1

TEL　O245－93－2311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 カスタマーセンター

TEL：03－5413－8361 FAX：03－5413－8133

〔展示主要商品〕

全自動抗酸菌検査装置／バクテック⑧MGITTM960

特長：抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です。月約640本

の分離培養検体を処理できます。検出時間の短縮と検出感度の向上が可能

になりました。

〔取扱い商品〕

①細菌検査試薬・器材，生培地（BBL⑪）

②感受性検査用ディスク（センシディスク⑧）

③同定検査キット（BBL　CRYSTALTMシリーズ，　BBL⑧ミニテックシリ

　ーズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチューブ）

④血液培養システム（BACTEC⑧NR730，9240，9120，9050システム）

⑤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

⑥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）

⑦血球計算システム（QBC⑧シリーズ）

⑧滅菌済真空採血管（バキュティナ⑪システム），微量採血システム（マイ

　クロティナ⑧システム）⑨全自動血沈検査用装置（セディシステムTM）
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MILUPORE日本ミリポア株式会社
　　　　　　　〒108－0073東京都港区三田1－4　－28三田国際ビル

設立年月日 昭和43年9月17日

資　本　金 20億円

代表者名 代表取締役社長高橋日出生

従業員数 390名

E－mail jpana－tech＠millipore．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　millipore．　com／analytical／technote／oem

工場所在地 〒992－1128米沢市八幡原2－4736－3

TEL：0238－28－2311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 アナリティカル製品事業部

TEL　O3－5442　9716　　FAX　O3　5442　9736

〔展示主要商品〕

Hi－Flowメンブレン

特長：イムノクロマトグラフィー法を用いた診断薬キット用に開発された

新しいメンブレンです。メンブレンの均一な孔径，内部構造が迅速なキャ

ピラリー性能を保有し，静電力によるタンパク結合を確実に行い優れた再

現性を持つ診断アッセイの効果が得られます。アプリケーションに最適な

タイプを様々なバリエーションから選択できます。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター

コンジュゲートパッド

吸収パッド

他各種メンブレンフィルター

精密ろ過機器

純水装置関連　等

日本メジフィジックス株式会社

〒662－0918西宮市六湛寺町9－8

設立年月日 昭和48年3月20日

資　本　金 31億4，578万円

代表者名 瀬田春生

従業員数 757名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒669－1339三B］市テクノパーク9－1

TEL　O795－68－4771

研究所所在地 〒669－1339三田市テクノパーク9－1

TEL　O795　68　3518　　FAX　O795　68－4053

商品間合せ先 担当部門 体外試薬営業部学術課
TEL：0798　26－6801／03－－3234　2635
FAX：0798　26　4621／03－3239　9737

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／Allegro　Lite

特長：・最大15項目　フルオートランダムアクセス方式・ソフトウェアに

Windowsを使用し，タッチスクリーン方式による簡便な操作・コンパク

トなサイズで最大処理が可能

〔取扱い商品〕

〔RIA製品〕アレグロIntact　PTHキット，アレグロACTHキット，モ

デルFT4キット，1，25VDキット『メジ』，　TPSA　IRMAキット『メジ』

他

〔Non　RI製品〕　TPSA　EIAキット『メジ』　TPSA　ELISAキット
『メジ』

〔糖尿病関連検査システム〕ツインクル，専用試薬……グルコース，総コ

レステロール，トリグリセライド，HbA1。
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⇔nozaki
野崎印刷紙業株式会社
　　　　　　　　〒603－8151京都市北区小山下総町54－5

設立年月日 1868年（慶応4年）

資　本　金 15億7，084万円

代表者名 高野俊一

従業員数 890名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒601－8205　京都市南区久世殿城町214

TEL：075－921－2144

研究所所在地 〒601－8205　京都市南区久世殿城町214

TEL：075－935－5300　　FAX　O75－935－5303

商品間合せ先 担当部門 情報機器事業部

TEL：075－451－6130　　FAX　O75－431－2268

〔展示主要商品〕

カードプリンター／フルカラーカードプリンター

特長：超コンパクト設計　スピード印刷　高画像　専用発行ソフトの充実

手間いらずの操作性

〔取扱い商品〕

商業印刷　カタログ　パンフレット　カレンダー　販売促進物

情報関連　タグ　ラベル　プリンター　ビジネスフォーム　カード

包装資材　ラッピング　パッケージ　軟包装

N・tewαreノートウェア株式会社
〒105－0013東京都港区浜松町2－2－5営和ビル5F

設立年月日 1981年2月

資　本　金 4，000万円

代表者名 赤澤治行

従業員数 14名

E－malI info＠noteware．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　noteware．　co．　jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 2701Plaza　I）el　Anu），＃706　Torrance，　CA90503　U　S．A

TEL FAX
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－5472－8790　　FAX　O3－5472　8796

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Clinical　Ware

特長：本システムは，一般的なパッケージではなく，技師の方々の要望に

応えて各種の入力フォーム，帳票レイアウトの作成変更，検査項目の追

加，条件設定等，パラメータの設定により自由自在にカスタマイズ可能で

す。

〔取扱い商品〕

弊社は，臨床検査分野専門の会社で，15年間の実績と200施設以上の導入

実績を持っております．システムは15年間の導入実績による信頼性に加

え，常に最新のコンピュータ技術によりシステム構築をしております。現

臨床検査システムでの機器構成は，世の中標準のDOS／V機と安定性に定

評のあるWindows／NT4．0です。又，今後のインターネット，イントラ

ネットを利用したネットワークコンピュータ時代を迎え，弊社ではすでに

JAVAで開発した診療支援プログラムの販売も開始しており，この
JAVA化によりユーザー様のプラットホームに依存しない臨床検査シス

テムを安価に提供してまいります。今回は，新たに研究開発を進めており

ますKIOS端末をべ一スにインフォームドコンセント支援システムの参

考出展を予定しております。タッチパネルにふれるだけで患者さんの質問

にマルチメディアを駆使し（音声・映像）やさしく答えます。
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　　　バイエル・三共株式会社

〒104－0045東京都中央区築地6－19－20

設立年月日 1967年4月1日

資　本　金 2億5，000万円

代表者名 A．R．Wynn

従業員数 343名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒254－0076平塚市新町3－9

TEL　O463－32－7036

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 最寄の営業所・出張所

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器

　尿検査製品

糖尿病検査製品

血液学検査製品

　生化学検査製品

　免疫化学検査製品

園函ノ白ワ『テi泌7株蓑会社
　　　　　　　　〒ll3－0034東京都文京区湯島2－29－4古沢ビル

設立年月日 1979年3月1日

資本金．1，000万円
代表者名 長倉　誠

従業員数 10名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL　O3　3816－6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

全自動血球凝集反応装置／ハルクス・オート1，DNA分注器

特長：各ウイルス検査はELISA法はもとより，マイクロプレートを用いた

血球凝集法も多く用いられており，検体のIDプレートのIDを読み取り
サンプリング，希釈，試薬分注，ミキシングの工程を全自動で行ないます。

〔取扱い商品〕

■ELISA用機i器
　　セラウォッシャー一　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

　　全自動血球凝集反応装置　ハルクス・オート1

　　凝集像自動読取装置　　　APAS－2000

　　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

　　チューブ用TW－50N

■DNA分注器
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癖 株式会社ピー・エム・エル

〒151－0051東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－3

設立年月日 昭和30年7月

資　本　金 28億6，458万円

代表者名 代表取締役社長荒井元義

従業員数 1，596名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　bml．　co．　jp／

工場所在地 〒151－0051渋谷区千駄ケ谷5－21－3

TEL：03－3350－0111

研究所所在地 〒350－1101川越市的場1361－　1

TEL：0492－32－3131　　FAX　O492－32－3132

商品間合せ先 担当部門 メリッツ開発部

TEL：0492－32－0601 FAX　O492－32－0597

〔展示主要商品〕

検査結果照会システム／メヌエット

特長：インターネットを利用した検査データ照会システム

〔取扱い商品〕

暗号化されたWWWサーバを通じてユーザが手元のパソコンから検査デ

ー タを照会できるようにするもので，ユーザーのパソコンには標準的なブ

ラウザがあればよく，特別なソフトやデータベースを必要としない。ま

た，これらブラウザが動作するマシンであれば機種を選ばず，Win－

dows95／NTはもちろんマッキントッシュやUNIXでも問題なく利用で

きるWWWサーバはBML総合研究所で集中管理されるため，バージョ
ンアップや機能追加が瞬時に可能で，面倒なメンテナンス作業からも開放

される．検査結果は表やグラフで分かりやすく表示され，グラフの描画に

はJAVAが使用されており高速な表示とインタラクティブな処理が可能

となっている。また，このシステムの小型版を大規模病院内LANや地域

医療ネットワークでイントラネットデータ照会システムとしての利用も可

能である。

HlTACHl株式会社日立製作所
〒100－8220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 2，816億8，400万円

代表者名 代表取締役社長金井　務

従業員数 約72，837名

E－mail Adm－Hid＠cm．　head．　hitachi．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　hitachi．　co．　jp／Div／keisokuki

工場所在地 〒312－8504　ひたちなか市大字市毛882

TEL　O29－273－2111

研究所所在地 〒 9研究所

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　O3－3212－1111　　FAX　O3－3214－3125

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／日立検体前処理システム

特長：検査業務の効率化を目的とし，「モジュールアッセンブリ方式に基

づくパッケージシステム」「使い易さを重視したコンパクトシステム」を

実現しました。

〔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

自動分析装置の販売，MRI，　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，掘場分析計，コロ

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。
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診輪認驚熟耀鑑
設立年月日 1996年9月1日

資　本　金 52億5，500万円

代表者名 ヤン・ヘイニオ

従業員数 1，200名

E－mal1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒300－4247　つくば市和台23

TEL：0298－64－6810

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

TEL：03－5402－8750　　FAX　O3－5402－8751

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：感度，精度，信頼性に定評のあるCAP　Systemをコンパクトに一

体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室

からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■UniCAP　System
　機i器：ユニキャップ100

　測定項目：アレルギー検査

■CAP　System
　機器：フローロカウント96，オートキャップ他

　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：内分泌学的検査，癌関連検査他

■その他

　RIA試薬他

▽7ワ∠啄・■子za式ett㊥
FU民VO▲

　　　　　　　　　　　　　〒ll3－8420東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　　金 43億8，000万円

代表者名 福田孝太郎

従業員数 1，850名

E－malI
URL（ホームページ） http：／／www．　fukuda．　co．　jp

工場所在地 〒270－1495　千葉県印旛郡白井町中台305－1

TEL　O474－91－4411

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 商事営業センター

TEL　O3－5800－5645　　FAX　O3－5800－5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL－270CRP

特長：全血18μ1で血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前

処理不要・測定時間は4分20秒
〔取扱い商品〕

　1．生体検査装置

　　　心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシ

　　　ステム／ポリグラフ／超音波診断装置／脳波計・筋電計／血圧計・

　　　心拍出量計／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

　II．医用監視装置

　　　集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

　III．治療装置

　　　デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動

　　　脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテ

　　　ーアル

　IV．その他

　　　記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品
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⇔富士工誉嚇鷺＿－1…

設立年月日 昭和5年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 壼井剛之介

従業員数 9名

E－1nail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

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0～4，000mOsm／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　39003D33300

　　　　　　　　　　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

輌
MEDICAL

富士メディカルシステム株式会社

〒104－0061東京都中央区銀座7－13－8第2丸高ビル6F

設立年月日 昭和42年

資　本　金 7，500万円

代表者名 白壁英次

従業員数 600名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部　ドライケムグループ

TEL：03－3545－3326　　FAX：03－5565－7020

〔展示主要商品〕

フルオート生化学自動分析装置／富士ドライケムオート5

特長：小型スライドの採用により，装置を小型化。毎時540テストの高速

処理が可能で，緊急からルーチン検査まで幅広いニーズにお応えします。

キャリブレーションが不要なため，簡単でいつでも使えます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

●測定試薬

オート5　　：高速全自動中型多項目測定装置

3030　　　　：採血管対応小型多項目測定装置

5500　　　　：小型多項目測定装置

800　　　　：電解質専用小型測定装置

100タイプG：グルコース専用小型測定装置

100タイプN：アンモニア専用小型測定装置

富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）28項目

●標準液

　富士ドライケムコントロール液　QP－L，　H，　QN，　QE
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ii：i；Illill鷲鷲鷹三竺竃

設立年月日 1950年12月18日

資　本　金 37億1，208万円

代表者名 藤田光一郎

従業員数 935名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒192－0031八王子市小宮町51

TEL：0426－45－0052

研究所所在地 〒 同上

TEL：0426－45－0071　　FAX　O426－46－8325

商品間合せ先 担当部門 検査薬学術部

TEL：03－5695－9210　　FAX　O3－5695－9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈

再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単

操作を実現。化学発光免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉

　血清検査（PA・HA法）：TP，　HBs，アンティHBs，　HTLV－1，
　HIV，　HIV1／2，　CMV，　ASK，　ATG，　AMC，　MYCO　II他

　（EIA法）：CA19－9，　CA125，フェリチン，β2M，α1　M他

　（ラテックス凝集法）：HbAlc，　ASO

　（CLEIA法）：CA19－9，　CA125，　CA15－3，　AFP，　CEA，　PSA，シフ

　ラ，TSH，　IgE，β2M，α1M，フェリチン，　HTLV－1，HIV，
　HCV，　HBsAgAb，　HBCIgMAb，　TP，　FT3，　FT4，インシュリン他

　（FIA法）：FDP，　Dダイマー，　AT　III，　HBsAgAb，　CRP

　血液凝固線溶検査：D－Dダイマー
〈機器〉

　ルミパルスノ，エバネットEV20

G　　　　　つ

尊扶桑薬
　●

品工業株式会社
〒541－0045大阪市中央区道修町1－7－10

設立年月日 昭和12年3月25日

資　本　金 107億5，800万円

代表者名 戸田幹雄

従業員数 1，396名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地 〒536－8523大阪市城東区森之宮2－3－11

TEL　O6－969－1131

研究所所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2－3－30

TEL　O6－969－3131　　FAX　O6－964－2706

商品間合せ先 担当部門 営業部営業四課

TEL　O6－969－1131 FAX　O6－961－0061

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタット200

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検

体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

　　　アナライザー（100，200）

　　　カートリッジ（6＋，EC6＋，　G3＋，　EG6㌔EG7＋）

　　　プリンター（HPプリンタ）

　　　電子シミュレーター

　　　その他
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再lanek。nlnc轡鷲忽三

設立年月日 1990年5月1日

資　本　金 1，500万円

代表者名 増田健三

従業員数 9名

E－mail XLHO4003＠niftyserve．　or．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　planetron．　co．　jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O42－523－5110　　FAX　O42－523－5722

〔展示主要商品〕

画像解析・計測ソフトウェア／lmage－pro　Plus

特長：Image－pro　Plusは，顕微鏡画像などの解析・計測ソフト，病理

診断の研究や，臨床検査装置への組込みに最適。オプションモジュールソ

フトにより，広い視野や複雑な手順の検鏡をパソコンで自動化可能。

〔取扱い商品〕

画像解析・計測ソフト　Image－Pro　Plus

ゲル解析ソフト　Gel－Pro　Analyzer

材料解析モジュール　Materials－Pro

顕微鏡コントロールモジュール　Scope－pro

電動ステージ制御モジュール　Stage－Pro

画像入力ボード　Flash　Point　128

　　　　　　　　CG－7

　　　　　　　　Data　Raptor

1≡1〃プレシジョン・システAeサイエンス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒206－0812稲城市矢野口1843－1

設立年月日 昭和60年7月17日

資　本　金 1億1，932万5千円

代表者名 田島秀二

従業員数 24名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／biotech．　nikkei　bp．　co．　jp

工場所在地 〒206－0812稲城市矢野口1843　1

TEL　O42－377－2721

研究所所在地 〒270－0025　松戸市中和倉341－　1

TEL　O47　349　4004　　FAX　O47－349－4931

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O42－377－2721　　FAX　O42－377　0681

〔展示主要商品〕

DNA抽出装置／SX－6G

特長：本機は，磁性体粒子を使用した高精度な6連のDNA抽出機で，大

量処理が可能です。ウインドウズよりの入力で，各種の反応パターンに自

在に対応出来るオープン機器です，開発用としてもご自由にご利用頂けま
す。

〔取扱い商品〕

化学発光測定装置

DNA抽出装置
化学発光測定装置

検体分注装置

検体微量分注装置

希釈装置

洗浄装置

チップ整列器

外部委託用検体システム

振撮装置

HiMICO　A－36

HiMICO　SX－6P
SX－OG　SX－6G
ルミノプロット　CLP－I　CLP－　II

RX－500

SX－II

AGS－30　MPD－II　a

RBW－50N　BF－50N
チップフィーダー

RUB－S　SYSTEM
MS－200　LS－400
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④ベイリンク株式会社
BAY　LINK　　　　　　　　　〒272－0804市川市南大野2－lo－16

設立年月日 昭和48年10月

資　本　金 1，000万円

代表者名 杉原正敏

従業員数 7名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 システム開発部

TEL：047－338－7130　　FAX　O47－338－7050

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ALPHA－NET

特長：WINDOWS－NT（98）対応の臨床検査データ処理システム・デー

タベースサーバーにオラクル8を使用し，大規模データベースにも対応し

やすくなっています。

〔取扱い商品〕

1．ALPHA－NET（WIN　NT／98）
　　・タッチパネル利用のできる，ビジュアルシステム（1～100台構成）

　　・血液，生化，細菌，尿一般検査等の総合システム

　　　　（オプションで，輪血管理も追加可）

2．ALPHA－NET（生理検査）
　　・生理予約，画像処理システム

3．ALPHA－NET（健診管理）

　　・検体検査，生理検査とのデータ共有による，患者さんのTOTAL
　　　データ管理が可能となります。

BECKMANベツクマン株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒151－0073東京都渋谷区笹塚2－1－6

設立年月日 昭和52年7月

資　本　金 12億3，000万円

代表者名 西本泰治

従業員数 200名

E　ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．　beckman　coulter．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 カストマサービス部

TEL　O120－705203 FAX　O3－5352－2834

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／LX20

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみなら

ず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への

対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できま
す。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置：シンクロンシリーズ

　シンクロンCX3デルタ（緊急検査専用）

　シンクロンCX4／5デルタ（緊急ルーチン検査対応）

　シンクロンCX9ALX（緊急ルーチン検査対応）

　シンクロンLX20（ルーチン迅速検査対応）

免疫反応測定装置

　IMMAGE（ネフェロメトリー＆NIPIA測定装置）
電気泳動システム

　パラゴンCZE2000システム（キャピラリー電気泳動装置）

全自動電解質測定装置

　シンクロンエリーゼ（Na，　K，　Cl，　CO2，　Li，総Ca測定可）
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蕊割9ス
　　　　　　　〒105－0001東京都港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル

設立年月日 昭和47年10月9日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長飯田耕作

従業員数
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業開発部／研究開発部

TEL：03－3593－3211　　FAX　O3－3593－3216

〔展示主要商品〕

高速微量分注機／HYDRA（ハイドラ）

特長：8×12配列の精密ガラスによって大切な微量サンプルや試薬などを

96穴フォーマットのプレートに分注する事が可能です。

本展示会に出展しておりますので是非お立ち寄り下さい。

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

　1．各種ヒト血清＆ヒト血漿

　　・健常人新鮮ヒト血清

　　・RF高濃度ヒト血清

　　・HDLコレステロール高濃度ヒト血清

　2．各種動物血清

　　・マウス血清

　　・ウサギ血清

　　・ヤギ血清

　3．各種リコンビナント抗原（感染症関連）

　　・rHIV
　　・rTP　等

（L　firt　ett　Aしゴ研iiR所

　　　　　　　　　　　　　　　　〒336－0001浦和市常盤9－21－19

設立年月日 昭和51年2月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 中里時亜

従業員数 50名

E　mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒336－0001浦和市常盤9－21－19

TEL：048－833－3208

研究所所在地 〒336－0001浦和市常盤9－21－19

TEL：048－833－3208

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〕

全自動電気泳動装置／エパライザ　REP

特長：一台で，蛋白分画及びLDH・ALP・CPK等のアイソザイム分
画の完全自動化〃

〔取扱い商品〕

全自動電気泳動分析装置

　　（エパライザ）

高速自動電気泳動装置

　　（REP）

デンシトメータ

支持体

　測定項目　　蛋白分画

　泳動項目　　LDH・ALP・CPK
　　　　　　　AMY（一部マニュアル）

　測定項目　　デンシトメータ単独使用可

　　　　　　　（測定感度　0．1～4．00Dまで）

　泳動項目　　蛋白分画・各種アイソザイム

　　　　　　　脂質分画　他

　EDC
　クリニスキャン2
’

　セア膜（タイタンIID

　アガロース膜
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HOR旧A 株式会社堀場製作所
〒601－8510京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 1953年1月26日

資　本　金 65億6，994万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 1，105名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．　horiba．　co．　jp

工場所在地 〒601－8510京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL：075－313　5736

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上　　FAX　O75－321－5648

商品間合せ先 担当部門 医用システム営業部

TEL：075－313－5736　　FAX　O75　321－5648

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／ベガレチック　LC－141

特長：血球計数，白血球5分類だけでなく網赤血球12項目を測定。前処理

が不要のうえ，独自の蛍光染色試薬で網赤血球を120検体／時のハイスピ

ー ドで測定。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC－140，　LC141，　LC－150

　　　　　　　　LC－151
電解質分析装置

pHメーター

SERA－520，　SERA－212

SERA－222，　SERA－232

SERA－252

Fシリーズ，Dシリーズ

Mor，is MAOS共同開発研究会
〒396－0002伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

有志による初会合 1992年9月1日

会　員　数 12社

代表幹事 株式会社　医学生物学研究所

事　務　局 ㈱医学生物学研究所　学術部内

E－mall
URL（ホームページ）

事務局所在地 〒396－0002瓢麟援塁甥論嬰誹撃術晶

TEL
商品間合せ先 担当部門 ㈱医学生物学研究所学術部

TEL　O265－76－1777　　FAX　O265－76　5827

会員名：

旭化成工業株式会社／株式会社医学生物学研究所／エーザイ株式会社／オ

ー ソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社／塩野義製薬株式会

社／スズキ株式会社／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／持田製薬株式会社／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為，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為，多数の試薬メーカーの試薬に汎用可能な全

自動測定機の開発を目的として，当研究会は発足されました。

現在試薬メーカー10社，機器メーカー2社が参加し，マイクロタイタープ

レートタイプEIA試薬に汎用使用可能である測定機を上市しております。

　本展示会では，既に多くの施設様で好評いただいております2枚のピレ

ー ト処理可能であるmaos－2と，この度，上市いたしました4枚のプレー

ト処理可能であるmaos－4の2機種を展示する予定です。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受け入れる方針です。
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A三菱電機株式会社
　　　　　　　　　　〒100－8310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 1，758億円

代表者名 北岡　隆

従業員数 47，752名

E－mail suitou＠gsd．　hon．　melco．　co．　jp

URL（ホームページ） http：／／www．　melco．　co．　jp

工場所在地 〒247－0065鎌倉市上町屋325

TEL：0467－41－3517

研究所所在地 〒661－OOOI　尼崎市塚口本町8－1－1

TEL　O6－491－8021

商品間合せ先 担当部門 官公システム事業部官公第四部第二課

TEL　O3－3218－3218　　FAX　O3－3218－2779

〔展示主要商品〕

臨床検査自動化システム

特長：三菱臨床検査自動化システムは，小規模から大規模に至るまでニー

ズに応じ構築できます。又，部門単位での導入も可能であり，順次拡張し

ていくことができます。

〔取扱い商品〕

　三菱臨床検査自動化システム（MELAS）

・ 臨床検査自動化システム　（対象部門：生化学，血清，血液，尿一般）

・ 細菌検査サブシステム　　（対象部門：微生物）

・ 輸血検査サブシステム　　（対象部門：輸血）

・ 病理診断支援サブシステム（対象部門：病理）

・ 生理検査サブシステム　　（対象部門：生理）

・ 緊急検査サブシステム　　（対象部門：緊急）

・ 病棟支援サブシステム　　（対象部門：生化学，血清，血液，尿一般）

・ 健康診断システム　　（対象部門：健診）

上記システムを融合したトータルシステム対応

UO。emt”、メ1／i二〇コ株式舎社
　　　　　　〒153－0064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

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒153－0064　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

TEL：03－3495－0451　　FAX　O3－3495－0582

〔展示主要商品〕

12CH自動血小板凝集能測定装置／PATI　Analyzer　PAM－12C

特長：グレーティングカーブによる評価判定法で，抗血小板剤の経過管理

および薬剤の決定に高い信頼性と実績をそなえた血小板凝集能測定装置で

す

4CHレーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA－200

特長：光透過法と光散乱法による同時測定で，血小板凝集能の高感度測定

と凝集塊粒度分布を測定でき，血栓準備状態の把握が可能です

〔取扱い商品〕

・ PATI　Analyzer　PAM－12C　　12CH血小板凝集能測定装置
・ MEBA－2　　　PAM－8C　　8CH血小板凝集能測定装置
・ MEBA－2　　　PAM－6C　　6CH血小板凝集能測定装置
・ PA－200　4CH　粒子計測型　血小板凝集能測定装置
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有限会社山久化成
〒206－0022多摩市聖ヶ丘2－18－6－501

設立年月日．　平成6年5月12日
資　本　金　’　300万円

代表者名 山田倫久

従業員数
E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門

TEL：042－389　4744　　FAX　O42－372－4863

〔展示主要商品〕

自動検体（血清）小分け分注装置

特長：検体（血清）の小分け装置。小型（卓上タイプ），低価格，多検体処

理能力（親検体180本／時間）親検体情報（バーコード，ワークシートに対

応）に基づき，自動的に指定本数だけ小分け分注する。自動検体（血清）小

分け分注装置

〔取扱い商品〕

1．検体前処理装置

　・自動検体（血清）小分け分注装置（バーコード，ワークシート対応）

　・HbAlc用検体処理装置
　　一PiaTreat　50（約500検体／時間処理）

　　－PiaTreat　30（約150検体／時間処理）

2．ELISA用反応装置
3．マイクロプレート分注・希釈・撹拝装置

△品manouchi山之内製薬株式芸社
〒103－8411東京都中央区日本橋本町2－3－lI

設立年月日 昭和14年3月20日

資　本　金 737億3，000万円（’98．2．1）

代表者名　’　小野田正愛

従業員数 3，978名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．　yamanouchi．　com／

工場所在地 〒425－0072焼津市大住180

TEL　O54－627－5111

研究所所在地 〒174－8511板橋区小豆沢1－1－8

TEL　O3－3960－5111

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業本部診断薬営業部

TEL　O3－5916－5555　　FAX　O3－5916－2608

〔展示主要商品〕

ホモジニアスEIA試薬／セディア　シリーズ

特長：セディア　シリーズは，日立・東芝・オリンパス・日本電子・島津

等の汎用生化学自動分析装置にて測定可能で，かつ精度及び経済性に優れ

た血中薬物濃度測定試薬です。

〔取扱い商品〕

★セディア　シリーズ：・セディアー一ジゴキシン・セディアーテオフィリン

・ セディアーバルプロ酸・セディアーフェニトイン・セディアーフェノバル

ビタール・セディアーカルバマゼピン・セディアーコルチゾール

★血清中可溶性インターロイキン2受容体測定試薬：セルフリーIL2R

★簡易血糖測定器：・アドバンテージ・アクトレンドGC

★尿中微量アルブミン測定用試験紙：BMテストMAV　II

★尿簡易検査用試験紙：・BMテストマークIII・BMテストLシリーズ

★生化学検査システム：・レフロトロンS

★HBs抗原検出用キット：・リバースセル

★HBs抗体検出用キット：・リバースセルAb
★血清フェリチン測定試薬キット：・フェリチンテスト「山之内」

★血液検査用器具：山之内ディスポーザブル赤沈管
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婿ゆ株式 会社ユニフレックス
〒ll3－0033東京都文京区本郷3－26－4

設立年月日 1976年8月28日

資　本　金 1，150万円

代表者名 服部　晃

従業員数 50名

E－ma　　l hongo＠gol．　com

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒277－0861柏市高田537－1

TEL：0471－47－3751　　FAX　O471－44－8242

商品間合せ先 担当部門 同上

TEL　同上 FAX　同上
〔展示主要商品〕

マイクロピペット／メカトロペット

特長：メカトロペットはマイクロプロセッサ制御のマイクロピペットで個

人偏差がなく，驚くほど高精度を実現し，また腱鞘炎予防にもなる商品で

す。検査部門の分析精度の向上と標準化に貢献します。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　　；メカトロペット・カルテット

　　　　　　　　　　　メカトロペット・マルチチャンネル

　　　　　　　　　　　メカトロペット・マンモス

プラスチック研究器材 γ線滅菌チューブ

γ線滅菌スペシメンカップ

試験管・キャップ

検体輸送用容器類

各自動分析装置用サンプルカップ

その他

器：言鵠嘉器優ラジオメータートレーティング株式　　　　　　　　　　　　　　　　　会社

〒153－0062東京都目黒区三田1－12－23

設立年月日 平成2年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 ペーター・シャノー

従業員数 120名

E－ma　　1
URL（ホームページ）

工場所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL
研究所所在地 〒 デンマーク，コペンハーゲン

TEL
商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－5704－8015　　FAX　O3－5704－8055

〔展示主要商品〕

血液ガス・電解質・代謝分析装置／ABLシステム625

特長：基本的なpH／血液ガス分析に加え，オキシメトリー・電解質およ

び代謝項目（グルコース／ラクテート）が，高度なソフトウェアにより，

完全な1つのシステムとして同時測定を実現します。

〔取扱い商品〕

・ 血液ガス・電解質・代謝分析装置：ABLシステム625

　　　　　　　　　　ABLシステム615，　ABLシステム605
・ 血液ガス・電解質分析装置：ABL505，　ABLシステム620，

　　　　　　　　　　　　　　ABLシステム610，　ABLシステム600
・ 血液ガス分析装置：ABL520，　ABL510，　ABL500，

　　　　　　　　　　ABL50，　ABL5
・ 電解質・代謝分析装置：EML105
・ 電解質分析装置：EML100

・ヘモオキシメータ：OSM3
・ 経皮血液ガスモニター：TCM3
・ 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，　PICO
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　　　　　　　　　　〒1・05－8532東京都港区芝2－6－1日本ロシュビル

設立年月日 1998年8月1日

資　本　金　　25億円

代表者名 倉島君夫

従業員数　385名
E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒247－0063鎌倉市梶原200

TEL：0467－47－2260

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　　担当部門 試薬本部

TEL　O3－5443－7041～5　FAX　O3－5443－7114

〔展示主要商品〕

COBAS　シリーズ

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべて

の分野の分析機をラインナップ。お客様のトータルソリューションをご提

供させて頂きます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉

　・COBAS　INTEGRA　700
　・COBAS　MIRA－Plus
〈免疫血清自動分析装置〉

　・ECLusys　2010

　・COBAS　CORE　II
　・ES　300／700

〈PCR自動分析装置〉

　・COBAS　AMPLICOR
〈血液凝固自動分析装置〉

　・STA
　・STA　Compact

ワープ太陽有限会社
　　　　　　　　　　　〒532－0011大阪市淀川区西中島7－2－7

設立年月口 平成7年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 三橋信二

従業員数 10名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒579－8046東大阪市昭和町9　－11

TEL　O729－84－3531

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業

TEL　O6－390－1848 FAX：06－390－1504

〔展示主要商品〕

医療機器／ハロ　コスミック

特長：遠赤外線とマイコンハイテク技術で最先端を独走するHALO

COSMIC．10分で10kmの速歩刺激に匹敵する究極の血行促進健康法で
す。言葉で表現できない心地良さと優れた医療効果を，是非，ご体感下さ

い。
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◎和光純薬工業株…K会：社
Wako
　　　　　　　　　　　〒541－8605大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年

資　本　金 23億3，156万円

代表者名 田中幹晃

従業員数 1，600名

E－mall
URL（ホームページ）

工場所在地 〒510－1222　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 〒661－0963　尼崎市高田町6－1

TEL：06－499－1501

商品間合せ先 担当部門 東京臨床検査部

TEL：03－3270－9137　　FAX　O3－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置／JlA－HB200

特長：●200検体／時間の高速処理　●多点検量キャリブレーションは自

動希釈系列機構を搭載　●廃棄物は吸収パットで除臭していますので，い

つもクリーンです。

Whatmanワントマンジャパン株式会社

　　〒llO－0005東京都台東区上野3－1－2　秋葉原新高第1生命ビル6F

設立年月日 1983年9月19日

資　本　金 5，000万円

代表者名 代表取締役　中村光宏

従業員数 30名（98年6月現在）

E－mall ONO＠whatman，　co．　uk（英語のみ）

URL（ホームページ） http：／／www．　whatman．　com

工場所在地 〒 Whatman　Internationa｜Ltd
Maidstone，　Kent，　England

TEL：

研究所所在地 〒 ．Whatman　International　Ltd
’ Maidstolle，　Kent，　Englalld

TEL：

商品間合せ先 担当部門 ヘルスケアグループ

TEL　O3　3832－6707　　FAX　O3－3832－6457

〔展示主要商品〕

血漿分離膜／plasmaSEP　LS

特長：数滴の全血を浸み込ますだけで，赤血球を素早く確実に取り除き，

血漿を効率よく分離する膜です。元々宇宙実験用に開発され，NASAの

特許に基づきワットマン社がラテラルフローアッセイ用に製造開始しまし

た。

〔取扱い商品〕

・ 検体採取紙（全血，唾液等）

・ 前処理用フィルター

・コンジュケートリリースパッド

・ニトロセルロース膜

・ 吸水紙
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匝
　　　　COLBY　GROUP
　　　　INTERNATIONAL，　INC．
　　　　Asia1Pacific　Biomedicat　Business　Development

〒106－0041東京都港区麻布台1－7－3　神谷町スクエアビル8F

設立年月日 1981年

資　本　金 6，000万円

代表者名 代表取締役社長　マークA．コルビー

従業員数 12名

E－mail
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

CAP認定プログラム

特長：CGIは日本の臨床検査ラボが国際的に認められている優れた基準

を確保し，国際臨床検査ラボ基準に基づく認証を取得できるよう，適切な

アドバイスと援助を行っております。

〔取扱い商品〕

CGIコンサルタントはあらゆる分野のラボが国際認証基準に準処するよ

うな環境を整備し，米国病理学会の認証を得られるように援助致します。

米国病理学会の認証が得られたら引き続き検査室の品質向上プログラムを

ご提供致します。
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AA㏄　American　Association　fbr（Ninkcal　Cheniisby　M　EDICA運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

　AACCは，臨床化学，　Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病

理学などを専門とする10，000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協

会で，本1998年には創立50周年を迎えた長い歴史をもっております。

　AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical　Chemist－

ry　Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual　Meetingで

は，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展

示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40，000人を越える

見学者を迎えております。

　AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News　Letter」を発行して

おります。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質

⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白

およびリボ蛋白　⑪TDMおよび毒物学　⑫Laboratory一情報システム

Messe　DUsseldorf　GmbH

Stockumer　Kirchstrasse　61，40474　DUsseldorf，　Germany

　AACC入会希望の方は，申込書および年会費＄130．00を下記あてに送付

して下さい．

American　Association　for　Clinical　Chemistry，　Inc．

2101L　St．，　NW，　Suite　202

Washington，　DC　20037－1526

Tel：1－202－857－0717，　ext．739

Fax：1－202－833－4576

E－mail：cdonnell＠aacc．　org

Home　Page：www．　aacc．　org

設立：1947年

代表者名：Hartmut　Krebs（ハルトムート　クレーブス）

従業員数：480名

本社：TEL：＋49－211－456001　Fax：＋49－211－4560668

問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ日本

　　　　　　　TEL：03－5210－9951　Fax：03－5210－9959
〈展示品＞

　　　　MEDICA国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション

　　　　MEDICAは1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機
　　　　器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け1997年度の開催では

　　　　世界41力国から2，373の企業の出展と113，657人の来場者が記録され

　　　　ています。

　　　　MEDICAは最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反
　　　　映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させま

　　　　した。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

　　　　電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP

　　　　整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス

　　　　病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム

　　　　清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

　　　　　　　　　　　　AACC　1999年度総会

総会開催地　　ニューオーリンズ市

総会期日　　　1999年7月25－29日（展示7月27－29日）

展示に関しては下記にお問いあわせ下さい。

　Sherago　International　Inc．

　11Penn　Plaza・Suite　1003・New　York，　NY10001

　Tel：1－（212）643－1750・Fax：1－（212）643－1758／57

ME
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162 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

アイ・エム・アイ株式会社 本社／営業2課 343－0824 越谷市流通団地3－3－12 （0489）88－4411 （0489）61－1350

札幌営業所 003－0022 札幌市東区北22条東16－4－21 （011）787－9010 （011）787－9005

仙台営業所 989－3124 仙台市青葉区上愛子字蛇台原12 （022）392－6820 （022）391－1045

東京営業所 113－0033 文京区本郷3－4－5　ハイムお茶ノ水 （03）3816－4411 （03）3816－4420

横浜営業所 220－0023 横浜市西区平沼2－4－14　山城ビル （045）316－1119 （045）316－2422

静岡営業所 420－0038 静岡市梅屋町6－4 （054）255－1278 （054）251－8477

愛知営業所 480－1131 愛知県愛知郡長久手町長漱字荒田41－11 （0561）63－7177 （0561）64－0323

大阪営業所 564－0062 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）385－5205 （06）368－1333

岡山営業所 700－0951 岡山市田中166－101 （086）241－9585 （086）244－9397

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南2－9－11 （092）473－1871 （092）415－5335

株式会社　ア　イ　デ　ィ　エ　ス 本　　　社 862－0938 熊本市長嶺東8－14－30 （096）380－4225 （096）389－2077

東京連絡事務所 150－0002 渋谷区渋谷1－4－6　ニュー青山ビル701号室 （03）5469－9314 （03）5469－9316

ア　ジ　ア器材株式会社 本　　　社 194－0022 町田市森野2－27－12 （0427）23－4670 （0427）28－0163

配送センター 229－1135 相模原市大島中の原3027－3 （0427）63－2284

田名工場 229－1124 相模原市田名49 （0427）62－2703

株式会社　アステックコーポレーション 本　　　社 553－0005 大阪市福島区野田5－17－22 （06）466－1677 （06）466－1601

東京営業所 105－0014 港区芝2－29－11 （03）5439－7461 （03）5439－7462

福岡営業所 812－0044 福岡市博多区千代4－29－46 （092）642－1823 （092）642－1822

アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－1－11 （03）3815－2921 （03）3815－4347

北海道営業所 060－0003 札幌市中央区北3条西4 （011）231－9116 （011）231－9169

東北営業所 980－0804 仙台市青葉区大町2－2－10 （022）262－3511 （022）263－9467

関東営業所 331－0852 大宮市桜木町1－7－5 （048）644－4362 （048）644－4875

首都圏営業支店 104－0031 中央区京橋1－19－8 （03）3562－0211 （03）3564－2860

中部営業所 450－0003 名古屋市中村区名駅南1－4－12 （052）581－9310 （052）582－7615

関西営業所 530－0047 大阪市北区西天満5－2－18 （06）362－6341 （06）365－6424

中国営業所 730－0031 広島市中区紙屋町1－2－22 （082）248－2421 （082）247－5951

四国営業所 760－0023 高松市寿町1－3－2 （087）851－3786 （087）822－5685

九州営業所 810－0004 福岡市中央区渡辺通2－1－82 （092）712－5811 （092）731－3502

ア　ロ　カ　株　式　会　社 本　　　社 181－8622 三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111 （0422）48－5886

札幌支店 065－0033 札幌市東区北33条東10－5－15 （011）722－2205 （011）722－2208
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

仙台支店 980－0803 仙台市青葉区国分町3－9－8 （022）262－7181 （022）261－5310

水戸支店 310－0905 水戸市石川2－4249－5 （029）255－1811 （029）255－1812

名古屋支店 460－0008 名古屋市中区栄2－6－12 （052）203－0571 （052）203－0374

大阪支店 530－0004 大阪市北区堂島浜1－4－28 （06）344－5391 （06）344－5396

広島支店 733－0035 広島市西区南観音5－9－7 （082）292－0019 （082）292－6329

高松支店 760－0079 高松市松縄町字宮西291 （087）866－6012 （087）866－6021

福岡支店 812－0054 福岡市東区馬出4－3－10 （092）633－3131 （092）633－3621

熊本支店 862－0975 熊本市新屋敷1－8－1　森田ビル （096）366－9201 （096）364－2164

株式会社　医学生物学研究所 本　　　社 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）971－2081 （052）971－2337

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F （011）717－6547 （011）717－6546

仙台営業所 983－0852 仙台市宮城野区榴岡2－1－15新大内ビル4F （022）295－0121 （022）295－0122

首都圏統轄営業所 173－0004 板橋区板橋2－9－3　日本鋼管工事埼京ビル4F （03）5248－2861 （03）5248－2930

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F （052）972－0470 （052）971－2065

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F （06）305－2039 （06）305－6255

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F （092）481－0530 （092）481－0537

伊那研究所 396－0002 伊那市大字手良沢岡字大原1063－103 （0265）76－1777 （0265）76－0584

株式会社池　　田　　理　　化 本　　　社 101－0044 千代田区鍛冶町1－8－6　神田KSビル （03）5256－1811 （03）5256－1818

八王子支店 192－0081 八王子市横山町22－2 （0426）42－0570 （0426）42－0449

鶴見支店 230－0037 横浜市鶴見区向井町　中井ビル1F－10 （045）501－5881 （045）501－5922

横浜支店 226－0028 横浜市緑区いぶき野7－1 （045）983－0491 （045）983－1917

平塚支店 254－0042 平塚市明石町26－25 （0463）21－2974 （0463）21－2988

千葉支店 290－0059 市原市白金町2－14－2 （0436）22－3738 （0436）22－3736

埼玉支店 350－1119 川越市大字豊田新田2183－5 （0492）45－7831 （0492）45－9406

つくば支店 305－0062 つくば市大字赤塚字牛ヶ渕586－9 （0298）36－6611 （0298）36－5210

三島支店 411－0831 三島市東本町1－15－6 （0559）75－0975 （0559）71－3757

藤枝支店 426－0037 藤枝市青木3－9－2 （054）644－5551 （054）644－4419

株式会社エイアンドティー 本　　　社 206－0011 多摩市関戸2－24－27三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル （0423）57－8511 （0423）57－8529

札幌オフィス 005－0003 札幌市南区澄川3条1－9－34五十嵐コーポ101号 （011）842－5117 （011）842－4669

盛岡オフィス 020－0127 盛岡市前九年3－13－3 （019）647－1033 （019）647－0266

東京オフィス 206－0011 多摩市関戸2－24－27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル （0423）57－8517 （0423）57－8528



164 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
名古屋オフィス 465－0025 名古屋市名東区上社1－1304　北村第3ビル5F （052）776－3105 （052）776－0126

大阪オフィス 564－0054 吹田市芳野町1　4 （06）337－1555 （06）337－1060

広島オフィス 731－0138 広島市安佐南区祀園3－4－11 （082）875－9823 （082）875－9833

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－16－19　博多昭和ビル （092）414－4333 （092）414－4355

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　社 113－8408 文京区本郷1－33－8 （03）3813－5401 （03）3818－1207

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル （011）281－5401 （011）281－5404

仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通2－1－33　伊沢竹に雀ビル （022）272－3501 （022）272－3230

東京第1／2営業所 130－0026 墨田区両国1－12－8　ムネカワビル （03）3634－4461 （03）3634－4114

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル （052）951－3022 （052）971－1146

京都営業所 604－0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　第百生命ビル （075）212－7277 （075）212－7288

大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F （06）264－5312 （06）264－5322

広島営業所 733－0812 広島市西区己斐本町2－12－30　SKビル （082）27仁5319 （082）272－1272

高松営業所 760－0056 高松市中新町12　1　徳寿ビル （087）8377787 （087）837－2393

福岡営業所 810－0001 福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル （092）751－2227 （092）711－7085

株式会社エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－2110浅沼第2ビル3F （03）58003866 （03）5800－3868

札幌支店 062－0053 札幌市豊平区月寒東3条5－8－201 （011）857－7786 （011）857－7782

仙台支店 113－0033 文京区本郷3－21－10　浅沼第2ビル3F （022）216－9720

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区丸の内2－14－4　エグゼ丸の内903 （052）203－5853 （052）229－1915

大阪支店 54士0047 大阪市中央区淡路町3－6－12　ローズプラザ7F3号 （06）229－1460 （06）229－1461

広島支店 739－2114 東広島市高屋白市888－221 （0824）34－9803 （0824）34－9804

福岡支店 816－0094 福岡市博多区諸岡5－3－6ピュアドーム井尻201号 （092）501－3083 （092）501－3085

熊本支店 860－0811 熊本市本荘6－7－17 （096）372－8044 （096）372－8045

鹿児島支店 890－0034 鹿児島市田上6　29－43 （0992）54－1902 （0992）78－5948

エム・シー・メディカル株式会社 本社／東京支店 160－8355 新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビル11F （03）5330　7861 （03）5330－0499

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2　1　10船場モンブランビル （06）271－7855 （06）2711012

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－13－21エフビル2F （092）476－0833 （092）476－0832

オーソ・クリニカルダイアグノスティックス株式会社 本社、東京オフィス 135－0016 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （03）56327300 （03）5632－7338

北海道オフィス 060－0042 札幌市中央区大通西12　4 （0120）03－6527

東北オフィス 980－0022 仙台市青葉区五橋2　10－18 ノノ

大宮オフィス 330－0844 大宮市下町2－16－1－102 ノノ
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船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18－10 ノノ

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3－20－12 ノノ

名古屋オフィス 465－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町15－14 ノノ

広島オフィス 732－0824 広島市南区的場町1－2－18 ノノ

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅前1－3－10 〃

大阪オフィス 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－36 ノノ

小野薬品工業株式会社 本　　　社 541－8526 大阪市中央区道修町2－1－5 （06）222－5551 （06）227－1668

東京試薬部 101－0041 千代田区神田須田町2－5 （03）5296－3715 （03）5296－3736

札幌支店 003－0011 札幌市白石区中央1条2－15－1 （011）841－8611 （011）832－2168

仙台支店 980－0011 仙台市青葉区上杉3－4－8 （022）221－3676 （022）263－8392

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区錦3－2－4 （052）961－6421 （052）971－0152

京都支店 600－8311 京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町35 （075）352－4861 （075）352－4881

神戸支店 651－0086 神戸市中央区磯上通7－1－8　三宮インテス5F （078）232－0051 （078）232－0054

広島支店 732－0052 広島市東区光町2－11－6 （082）264－5521 （082）264－5553

高松支店 760－0002 高松市茜町19－15 （087）883－5400 （087）833－5142

福岡支店 812－0023 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154 （092）272－1244

オ　ム　ロ　ン　株　式　会　社 東京本社 105－0001 港区虎ノ門3－4－10 （03）3436－7055 （03）3436－7254

仙台営業所 980－0803 仙台市青葉区国分町3－6－1　仙台パークビル8F （022）265－2734 （022）265－1631

名古屋営業所 450－0002 名古屋市中村区名駅4－5－78 （052）561－0197 （052）561－6775

西部営業課 541－0058 大阪市中央区南久宝寺町3－6－6　御堂筋センタービル2F （06）282－2576 （06）244－0819

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街1－1　新幹線博多ビル7F （092）414－3209 （092）414－3220

オリンパス販売株式会社 東京販売本部 101－0062 千代田区神田駿河台3－4　龍名館ビル （03）3251－9491 （03）3251－9820

札幌支店 060－0003 札幌市中央区北3条西4　日本生命札幌ビル （011）222－2551 （011）222－2587

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）223－7821 （022）224－7286

大宮支店 331－0852 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル （048）644－8122 （048）641－0184

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）201－9601 （052）201－9146

大阪支店 542－0081 大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）252－6697 （06）251－0094

金沢支店 920－0961 金沢市香林坊1－2－24千代田生命金沢ビル （076）222－3434 （076）262－2318

広島支店 730－0013 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921 （082）222－0184

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－14－1　日本生命福岡ビル （092）711－1881 （092）712－1605
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オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 札幌支店 064－0820 札幌市中央区大通西21－2－12 （011）643－0901 （011）61仁7780

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町4－1－1 （022）261　6801 （022）264　3035

名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅4－5－20 （052）583－1861 （052）583－1866

大阪支店 530－0003 大阪市北区堂島1－5－17 （06）341－2675 （06）341－0646

広島支店 730－0011 広島市中区基町12－3 （082）228－9977 （082）228－2811

福岡支店 810－0012 福岡市中央区白金1－17－8 （092）526－7833 （092）526－7922

本　　　社 136－0075 江東区新砂1－2－8 （03）5635－5190 （03）3699－7220

儀竃懸業づ

オルガノンテクニカ株式会社 本　　　社 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4　14－4　SKビル千駄ヶ谷 （03）3475－2180 （03）3475－2190

東京第一営業所 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷 （03）3475－2180 （03）3475－2190

東京第二営業所 151－0051 渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷 （03）34752180 （03）3475－2190

名古屋営業所 460－0007 名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル東館606 （052）2517871 （052）263　9398

大阪営業所 541－0045 大阪市中央区道修町1－2－4　大和道修町ビル4F （06）232－1116 （06）232－1147

福岡営業所 812－0033 福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル2F （092）291－2413 （092）2819078

盛岡駐在所 020－0834 盛岡市永井24－52－7 （0196）39－0939 （0196）39－0947

仙台駐在所 981－1106 仙台市太白区柳生2－30－14－508 （022）306－Ol71 （022）306－0172

広島駐在所 733－0022 広島市西区天満町7－5　第二西村ビル403 （082）295－8138 （082）291－9162

大崎ロジスティク
センター 142－0063 品川区荏原1　19－17 （03）5751－3941 （03）57513938

株式会社　力　　イ　　ノ　　ス 本　　　社 113－0033 文京区本郷2－38－18 （03）3816－4485 （03）3816－6517

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北7条西4－1　2 （011）737－5290 （011）737－5292

仙台営業所 982－0012 仙台市太白区長町南3－3　43 （022）249－5527 （022）249ヨ544

東京営業所 113－0033 文京区本郷2－38－18 （03）3816－4481 （03）3816－4110

名古屋営業所 464－0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70 （052）783－1364 （052）783－1365

大阪営業所 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）370　1131 （06）370－7710

広島営業所 730－0014 広島市中区上幟町7－3 （082）224－1480 （082）224－1481

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東1－14－34 （092）441－6996 （092）4416997

カ　イ　ロ　ン　株　式　会　社 本　　　社 150－0013 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル （03）3440－4881 （03）3440－6999

東京支店 150－0013 渋谷区恵比寿1　19－15　ウノサワ東急ビル （03）3440－7666 （03）3440－6446

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル （06）380－0333 （06）380－0371

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前3－10－24　藤井ビル2F （092）474－3640 （092）474－3665
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札幌営業所 003－0029 札幌市白石区平和通10一北11－21 （011）846－3255 （011）8463155

盛岡営業所 020－0866 盛岡市本宮字大屋敷3－50オフィスタイラA （019）635－2651 （019）635－2825

仙台営業所 982－0014 仙台市太白区大野田宇観音堂66－1　第三横山ハイツ1F （022）304－1468 （022）246－0118

名古屋営業所 465－0024 名古屋市名東区本郷2－218 （052）778－6501 （052）778－6506

広島営業所 733－0035 広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル2F （082）295－8211 （082）295－8453

高松営業所 760－0017 高松市番町2－17－15第2讃機ビル2F （087）8515430 （087）851－8362

萱垣医理科工業株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－14－16 （03）3812－5285 （03）3815－1089

名古屋営業所 452－0822 名古屋市西区中小田井3－289 （052）501－2774 （052）5012774

大阪営業所 542－0081 大阪市中央区南船場2－8－11　シナプス心斎橋ビル314号 （06）　266　4920 （06）　266－4921

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　社 103－8412 中央区日本橋本町3－2－8 （03）3279　1751 （03）32795560

臨床検査薬部 103－0023 中央区日本橋本町3－11　5　マルサンビル （03）3667－8061 （03）3667－6891

大阪支店 54仁0048 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）222－3709 （06）223－1729

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－1－32　堀池ビル （092）414－9361 （092）414－9356

札幌営業所 004－0811 札幌市豊平区美しが丘1条8－4－1 （011）882－1511 （011）883－2538

仙台営業所 983－0035 仙台市宮城野区日の出町1－7－9 （022）284－0175 （022）284－9816

埼玉営業所 364－0013 北本市中丸3－82 （0485）92－2361 （0485）91－2550

筑波営業所 300－2406 茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504－1 （0297）52－4816 （0297）52－4869

静岡営業所 422－8047 静岡市中村町393 （054）281－2010 （054）281－4986

中京営業所 491－0922 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725 （0586）24－3038

株式会社　京　都　第　一　科　学 本社ビジネス統括本部 601－8045 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－6386 （075）671－8289

東京センター 104－0033 中央区新川2－9－9　SHビル2F （03）5541－3451 （03）5541－3455

大阪センター 564－0063 吹田市江坂町1－16－31KIMビル4F （06）337－9753 （06）337－8313

札幌営業所 062－0053 札幌市豊平区月寒東3条3－1－21 （011）851－1122 （011）85仁1048

仙台営業所 981－3133 仙台市泉区泉中央1－37－1 （022）218－4131 （022）218－4136

大宮営業所 330－0034 大宮市土呂町2－44　ウェルズ土呂 （048）668－1331 （048）668－1320

横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2－13－6 （045）474－0184 （045）474－0194

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1－248　三陽ドーリエビル （052）777－1601 （052）7771603

広島営業所 733－0022 広島市西区天満町6－12　岩崎ビル104号 （082）294－0533 （082）294－0573

福岡営業所 815－0081 福岡市南区那の川1－4－3第3MKビル （092）526－1407 （092）526－1409

協和メデックス株式会社 本　　　社 104－0042 中央区入船2－1－1 （03）3297－8103 （03）3297－8113
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東京支店 104－0042 中央区入船2－1－1 （03）3297－8111 （03）3297－8115

大阪支店 530－0001 大阪市北区梅田1－12－17 （06）　346－4821 （06）346－4816

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1 （011）261－5455 （011）261－5457

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－12－12 （022）213－3821 （022）213－3829

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370 （052）953－6010

広島営業所 732－0827 広島市南区稲荷町2　16 （082）2619880 （082）2619882

四国営業所 790－0001 松山市一番町3－2　11 （089）9418807 （089）941－8905

九州営業所 812－8663 福岡市博多区博多駅前2－2－1 （092）474－5222 （092）4523369

極東製薬工業株式会社 本　　　社 103－0023 中央区日本橋本町3－1－1 （03）3270　1641 （03）3270　1799

札幌営業所 064－0809 札幌市中央区南9条西20－2　24 （011）532－2551 （011）520－1380

仙台営業所 984－0002 仙台市若林区卸町東1－2－9 （022）2388721 （022）238－8702

東京営業所 103－0013 中央区日本橋人形町3－7－6 （03）5645－5701 （03）5645－5707

名古屋営業所 465－0092 名古屋市名東区社台3　53 （052）776－8631 （052）776－8633

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－18－21 （06）304－5446 （06）304－4992

広島営業所 732－0807 広島市南区東荒神町1－2 （082）262－5446 （082）262－5447

高知営業所 780－0870 高知市本町4－2－52 （0888）25－3031 （0888）23－4501

福岡営業所 813－0034 福岡市東区多の津4－12－11 （092）6212345 （092）6212341

久保田商事株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－29－9 （03）3815　1331 （03）3814－2574

札幌出張所 00rOO32 札幌市北区北32条西2－3－12 （011）758－3920 （011）758－3920

仙台出張所 980－0004 仙台市青葉区宮町4－5－43 （022）223－4927 （022）223－4926

つくば出張所 305－0033 つくば市東新井26－17 （0298）56－3211 （0298）56－5811

新潟出張所 950－0982 新潟市堀之内南2－8－16 （025）241－8407 （025）241－8408

名古屋出張所 460－0007 名古屋市中区新栄1　17　24 （052）262－3705 （052）262－3706

大阪出張所 540－0013 大阪市中央区内久宝寺町4－2－17 （06）7628471 （06）762－8473

広島出張所 730－0049 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243　6514 （082）243－6528

四国出張所 790－0038 松山市和泉北2　6　31 （089）946　1080 （089）946－1080

福岡出張所 812－0061 福岡市東区筥松1－6－11 （092）621－1161 （092）621－1162

コ　ー　ル　タ　ー株式会社 本　　　社 105－0002 港区愛宕1－1－10 （03）5405－8700 （03）5405－3452

営業本部 105－0002 港区愛宕1　1　10 （03）5405　8710 （03）5405－3452

札　　　幌 060－0042 札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル （011）271－1935 （Ol1）271　1937
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東　　　京 105－0002 港区愛宕1－1　10 （03）5405－8720 （03）54053452

横　　　浜 105－0002 港区愛宕1－1－10 （03）5405－8740 （03）5405－3452

名　古　屋 461－0062 名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル （052）932－1971 （052）9322972

大　　　阪 532－0002 大阪市淀川区東三国4－3－－1　グロリアビル （06）396－1801 （06）396－1777

広　　　島 732－0805 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 （082）263－0406

福　　　岡 812－0043 福岡市博多区堅粕4－24－14　トステムビル （092）441－8187 （092）473－1887
コ　ー　ル　タ　ー

IQAPセンター 243－0021 厚木市岡田3　8　23 （0462）288232 （0462）28－8234

国　際　試　薬　株　式　会　社 本　　　社 651－0083 神戸市中央区浜辺通2－1－30　三宮国際ビル6F （078）23仁4151 （078）232－0548

札幌営業所 003－0023 札幌市白石区南郷通3一北1－1　中井ビル1F （011）862－1259 （011）861　5380

仙台営業所 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台第2協立ビル4F （022）225－5607 （022）2255649

東京営業所 110－0016 台東区台東1　38　9　イトーピア清洲橋通ビル6F （03）5688　6761 （03）5688－6789

横浜営業所 231－0006 横浜市中区南仲通4　49　福久ビル4F （045）212－5391 （045）212－4647

名古屋営業所 462－0822 名古屋市北区東大曽根町本通2－620　大曽根ゴトービル3F （052）9116065 （052）911－1853

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル8F （06）308－4650 （06）308－4670

広島営業所 730－0802 広島市中区本川町2　6－11第7ウエノヤビル6F （082）294－0642 （082）294－3966

高松営業所 761－8084 高松市一宮町228　1　KSCビル2F （087）885－2812 （087）885－2830

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－13－34　エコービル5F （092）411－2187 （092）4754863

株式会社　コ　ス　モ　テ　ッ　ク 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町3－7－11 （03）56875787 （03）56875980

小林記録紙株式会社 本　　　社 448－8656 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）26－5310

営業企画本部
医療グループ

460－0003 名古屋市中区錦1－17－13　名興ビル913 （052）2223121 （052）222　7135

株式会社　サ　　　　ト　　　ー 本　　　社 150－0002 渋谷区渋谷1　15　5 （03）37979201 （03）3797－9218

国内営業本部 150－0013 渋谷区恵比寿4－9－10 （03）5449－4410 （03）5449　4464

東京支社 150－0013 渋谷区恵比寿4　9　10 （03）54493105 （03）5449－9245

大阪支社 541－0053 大阪市中央区本町3－2－8 （06）2437850 （06）243－7860

札幌支店 060－0042 札幌市中央区大通り西18－2 （011）631－4111 （011）631－4118

仙台支店 983－0852 仙台市宮城野区榴岡4－2－8 （022）297－4011 （022）297　4014

名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅2－45－14 （052）586－0016 （052）586－0058

広島支店 732－0052 広島市東区光町2　7　35 （082）2627011 （082）262－2212

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－9－1 （092）47卜5400 （092）474－2778

他7支店16営業所



170 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　社 103－8426 中央区日本橋本町3－5－1 （03）5255－7111 （03）5255－7035

銀座別館 104－8113 中央区銀座2－7－12 （03）3562－7506 （03）3562－7507

他11支店
三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町1－10－6 （03）3863－3271 （03）3864－5644

東京支店 101－0032 千代田区岩本町1－7－1 （03）38633261 （03）3862－3089

大阪支店 532－0003 大阪市淀川区宮原町5－8－5 （06）391－2501 （06）396－6488

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－10－15 （096）482－2751 （096）4822756

札幌営業所 060－0906 札幌市東区北6条東2 （011）711－3696 （011）742－1957

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1　11－2　SK小田急ビル （022）267－2291 （022）267－2293

横浜営業所 231－0032 横浜市中区不老町3－12　第3不ニビル （045）641－2531 （045）662－9945

名古屋営業所 453－0839 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772 （052）4127825

広島営業所 730－0022 広島市中区銀山町1－11　フジスカイビル （082）243－2678 （082）243－4942

高松営業所 760－0074 高松市桜町2－15－46チェリータウンビル （087）831－8964 （087）835－9330

シーアイエスダイアグノスティック株式会社 本　　　社 285－0802 佐倉市大作1－8－5 （043）498－2031 （043）4982009

東京事務所 101－0048 千代田区神田司町2－13神田第4アメレックスビル （03）3296－1211 （03）3296－1219

大阪事務所 550－0005 大阪市西区西本町1－11－9　岡本興産ビル7F （06）536－5999 （06）536－5998

塩野義製薬株式会社 本　　　社 541－0045 大阪市中央区道修町3－1－8 （06）　202－2161 （06）　222－1702

東京支店 150－0002 渋谷区渋谷2　17－5　シオノギ渋谷ビル （03）3406－8111 （03）5467－3405

診断医学事業部 566－0022 摂津市三島2－5－1　摂津工場503工場2F （06）3817343 （06）382－4045

シグマ精器株式会社 本　　　社 140－0001 品川区北品川1－1－15　北品川21ビル （03）3474－9591 （03）3474－9582

重　松　貿　易　株　式　会　社 本　　　社 541－0047 大阪市中央区淡路町2　2　5 （06）　2316146 （06）231－6149

東京支店 112－0011 文京区千石4－45－14 （03）5976－3322 （03）5976－3320

つくばライフ

サイエンスオフィス 305－0047 つくば市千現1－22－8 （0298）60－6066 （0298）60－6088

株式会社　シ　ス　テ　ム　ズ 本　　　社 222－0033 横浜市港北区新横浜2－17　2　ナラ・ビル7F （045）474－7231 （045）474－2780

株式会社　島　津　製　作　所 本　　　社 604－8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）823－1356 （075）823－1368

東京支社 101－8448 千代田区神田錦町1－3 （03）3219－5656 （03）3219－5567

関西支社 530－0012 大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）　373－6641 （06）373－6526

札幌支店 060－0005 札幌市中央区北5条西6　2　2　札幌センタービル8F （Ol1）205－5500 （011）2055490

東北支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－10　30　仙台明芳ビル5F （022）221－6231 （022）2619013

横浜支店 220－0004 横浜市西区北幸2－8－29東武横浜第3ビル7F （045）312－4421 （045）314－2892
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
名古屋支店 450－0002 名古屋市中村区名駅3－28－12大名古屋ビル5F （052）565－7525 （052）565－7540

九州支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1－9－3　福岡MIDビル1F （092）413－0333 （092）413－0372

株式会社　ジュピターコーポレーション 本　　　社 107－0062 港区南青山3－17－4 （03）3403－1313 （03）3403－1319

名古屋支店 460－0008 名古屋市中区栄5－1－32　久屋YSビル （052）241－0389 （052）241－0276

富津工場 293－0035 富津市西大和田1174－2 （0439）65－1146 （0439）65－3099

株式会社常　　　　　　　光 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717 （03）3815－1759

東京技術研究所 213－8588 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211 （044）811－9209

札幌支店 060－0807 札幌市北区北7条西2 （011）736－1311 （011）716－4701

大阪支店 530－0043 大阪市北区天満4－14－19 （06）　353－2441 （06）　353－2476

名古屋支店 460－0012 名古屋市中区千代田5－8－30 （052）251－3878 （052）251－3879

福岡支店 812－0029 福岡市博多区古門戸町3－12 （092）281－5757 （092）281－5760

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町1－6－15 （022）236－0972 （022）236－0953

新潟営業所 950－0836 新潟市東中野山3－5－15 （025）277－3811 （025）277－0522

松本営業所 390－0847 松本市笹部4－26－9 （0263）27－3714 （0263）28－4595

広島営業所 730－0048 広島市中区竹屋町3－22 （082）241－3252 （082）241－3253

住　友　製　薬　株　式　会　社 大阪本社 541－0044 大阪市中央区伏見町2－1－1 （06）229－5649 （06）233－2844

東京本社 101－0062 千代田区神田駿河台3－11 （03）5280－6641 （03）5259－7792

積水化学工業株式会社 東京メディカル支店 105－8450 港区虎ノ門3－8－21 （03）3435－8070 （03）3435－8086

北海道支社 001－0012 札幌市北区北12西3－18 （011）737－6705 （011）736－2746

近畿支社 530－8565 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－4156 （06）365－4353

九州支社 810－0001 福岡市中央区天神1－1－1 （092）725－9295 （092）725－9322

株式会社　セ　　コ　ニ　　ッ　ク 本　　　社 178－8686 練馬区大泉学園町7－24－14 （03）3978－2332 （03）3922－2144

東京支店 162－0843 新宿区市ケ谷田町3－8　新杵ビル （03）3269－7241 （03）3269－0580

大阪支店 541－0053 大阪市中央区本町2－3－6　本町ビジネスビル9F （06）263－1571 （06）261－2072

名古屋オフィス 460－0012 名古屋市中区千代田3－29－11　ララ・ハート305 （052）322－7725 （052）322－7726

池田工場 399－8601 長野県北安曇郡池田町大字池田2714 （0261）62－9600 （0261）62－9604

株式会社　セ　　ロ　テ　　ッ　ク 本　　　社 062－0021 札幌市豊平区月寒西1条8－8－7 （011）855－1131 （011）855－0143

仙台営業所 982－0015 仙台市太白区南大野田9－5　ササキカンパニービル2F （022）308－7227 （022）308－7245

北関東営業所 323－0822 小山市駅南町2－14－17共和ビル201 （0285）28－6844 （0285）28－7828

東京支店東京営業所 170－0013 豊島区東池袋1－30－5　セイコーサンシャインビル】m4F （03）5950－2664 （03）5950－2660



172 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2－5　22　エクセレントプラザ新横浜llO3号 （045）474－5616 （045）474－5310

新潟営業所 950－0965 新潟市新光町17　日軽ビル3F （025）283－6527 （025）283－6528

名古屋営業所 465－0092 名古屋市名東区社台1　60　エイコービル2F （052）776－7326 （052）776　7815

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原1－2　チロウィルファースト新大阪401号 （06）395　0822 （06）394－7399

福岡営業所 814－0013 福岡市早良区藤崎1　1　8　オースヒルズ藤崎II203号 （092）841－3990 （092）841－6004

株式会社　セントラル科学貿易 本　　　社 111－0052 台東区柳橋1－8－1 （03）5820－1509 （03）5820　1515

大阪支店 53含0031 大阪市東淀川区西淡路1－1－36　新大阪ビル （06）3253171 （06）325－5180

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南1　2　15　事務機ビル （092）482－4000 （092）482－3797

札幌出張所 001－0037 札幌市北区北37条西9－1－10107　ピアレス麻生 （011）746－4442 （011）746　4456

株式会社　ダイアヤ　トロン 本　　　社 101－0031 千代田区東神田2－1　11 （03）3863　6241 （03）3863－6276

札幌営業所 060－0061 札幌市中央区南1条西7－15 （011）271－6961 （011）271－4870

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町16－15 （022）723　5066 （022）723－5068

東京・北関東・
西関東営柔所

101－0031 千代田区東神田2－1　11 （03）3863　6241 （03）38636276

名古屋営業所 465－0095 名古屋市名東区高社1　253 （052）772－9561 （052）775－6569

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－18　31 （06）325　3621 （06）3250057

広島営業所 730－0802 広島市中区本川町3－3－23 （082）291－4601 （082）292－0451

高松営業所 760－0068 高松市松島町2－5－6 （087）831－5241 （087）834－1043

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3　14－21 （092）471－7188 （092）474－2142

第一化学薬品株式会社 本　　　社 103－0027 中央区日本橋3－13　5 （03）3272－0681 （03）3281－0510

北海道営業所 003－0006 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345 （011）822－2489

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町3－5－21 （022）263　8560 （022）263－8560

首都圏営業所 103－0004 中央区東日本橋2　8－3 （03）3851－6161 （03）3851－7729

東日本営業所 103－0004 中央区東日本橋2－8－3 （03）3851－6161 （03）3851－7729

中部営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内2　6　1 （052）231－6626 （052）2316757

西口本営業所 540－0021 大阪市中央区大手通3　1　11 （06）9418091 （06）947　1660

中国営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19 （082）261－7862 （082）261－7863

九州営業所 812－0015 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511 （092）474－4136

第　一　精　密　株　式　会　社 本　　　社 425－0085 焼津市塩津1－1 （054）629－0256 （054）629－0293

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　社 534－0021 大阪市都島区都島本通1－15－17 （06）　928－7441 （06）928－7445

東京営業所 17GOO13 豊島区東池袋5－44－11－202 （03）3985－3466 （03）3985－3466
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
摂津流通センター 566－0035 摂津市鶴野3－7－14 （0726）32－3666 （0726）32ヨ700

〈クループ企業〉

富山大扇工業㈱ 930－0401 富山県中新川郡上市町広野新269 （0764）73－0336 （0764）73－0338

上海大扇塑料包装

有　限　公　司 上海市青浦具隼新鎮周浜村

ダイナボッ　ト株式会社 本　　　社 106－8535 港区六本木1－9　9　六本木ファーストビル （03）3589－9441 （03）3589－9591

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西16－1－30芙蓉第10ビル4F （011）614－7721 （011）614－7740

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2　10　28千代田生命本町ビル8F （022）2652473 （022）225－7811

関東営業所 130－0001 墨田区吾妻橋2－2－1　オオイケビル4F （03）3625－3133 （03）5608－7007

東京営業所 160－0015 新宿区大京町24　住友外苑ビル5F （03）3351－5121 （03）5379－7219

名古屋営業所 460－0013 名古屋市中区上前津2－14－15　沖福ビル4F （052）3321741 （052）332ヨ765

大阪営業所 532－0003 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 （06）350－4919

広島営業所 730－0051 広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F （082）245　7401 （082）245　7834

九州第一営業所 812－0035 福岡市博多区中呉服町6　10大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651 （092）291－4693

九州第二営業所 862－0956 熊本市水前寺公園14－22パークビル5F （096）384－5701 （096）384－5704

ダコ　・ジャパン株式会社 本　　　社 600－8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル （075）211－3655 （075）21仁1755

東京事務所 101－0041 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 （03）5256－6431

橘　電　気　株　式　会　社 本　　　社 114－0014 北区田端1－16－13 （03）3828－6131 （03）3828－6138

橘メディカルンステム㈱ 323－0021 小山市稲葉郷456 （0285）22－7068 （0285）22－7069

中外診断科学株式会社 本　　　社 171－8545 豊島区高田3－41－8 （03）39870705 （03）39873516

デイドベーリング株式会社 本　　　社 164－8721 中野区本町1－32－2 （03）5365－8200 （03）5365－8201

札幌支店 060－0005 札幌市中央区北5西6－2－2 （011）251－5035 （011）2515135

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町10－20 （022）7110577 （022）7110575

東京支店 164－8721 中野区本町2－46－1 （03）5352－6556 （03）5352－6551

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2－12－14 （052）2112755 （052）211－2766

大阪支店 564－0052 吹田市広芝町10－28 （06）378－2801 （06）378－2804

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神4－6　7 （092）711－8677 （092）711－7933

テカンジャパン株式会社 本　　　社 183－0023 府中市宮町1－40 （042）334－8855 （042）334－0401

東京営業所 10FOO51 千代田区神田神保町3－2　8　昭文館ビル （03）3265－6678 （03）3265－6513

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島5－5－15　住友生命新大阪ビル （06）305－8511 （06）305－3167

株式会社　テクノメディ　カ 本　　　社 224－0041 横浜市都筑区仲町台5－1 （045）948－1961 （045）948－1962
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名古屋支店 464－0850 名古屋市千種区今池4－4－9 （052）741－1516 （052）741－1517

大阪支店 564－0062 吹田市垂水町1－28－6－501 （06）337－3432 （06）337－3482

福岡支店 816－0088 福岡市博多区板付6　12－35 （092）573－8860 （092）573－8839

札幌営業所 060－0063 札幌市中央区南3条西12－325－2　札幌キャピタルビル305 （011）2713770 （011）2713760

仙台営業所 984－0032 仙台市若林区荒井字掘添65－1 （022）287－3771 （022）287－3772

デ　ン　カ　生研株式会社 本　　　社 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル （03）3669－9091 （03）3664－1005

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西18－1－26 （011）615－2866 （011）61卜2867

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－13－24 （022）264　1138 （022）268－6084

東京営業所 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4　2　秀和第一茅場町ビル （03）3669－9091 （03）36641023

新潟営業所 950－0965 新潟市新光町17 （025）285－8641 （025）285－9872

名古屋営業所 464－0851 名古屋市千種区今池南29　16 （052）732－5561 （052）732－3970

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島4　7－18 （06）307－7061 （06）307－7091

福岡営業所 812－0012 福岡市博多区博多駅中央街8－20 （092）414－7071 （092）4147073

株式会社　電研精機研究所 本　　　社 203－0042 東久留米市八幡町1－4－2 （0424）73－3745 （0424）74－0613

大阪営業所 550－0013 大阪市西区新町1　7－5　四ツ橋天祥ビル5号館 （06）538－1118 （06）538－2777

東亜医用電子株式会社 本　　　社 650－0046 神戸市中央区港島中町7－2－1 （078）303－5640 （078）3034640

東京支店 113－0033 文京区本郷1－24－1　本郷MFビル （03）3814－5046 （03）3815－0936

大阪支店 564－0063 吹田市江坂町1－2343　ファサード江坂ビル （06）337－8300 （06）3378200

仙台営業所 981－3133 仙台市泉区泉中央1－23－4　ノースファンシービル2F （022）375－7751 （022）375－8603

名古屋営業所 465－0092 名古屋市名東区社台3－85－1 （052）775－8101 （052）775－5217

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314 （092）474－3862

株式会社東　　　機　　　貿 本　　　社 106－0044 港区東麻布2－3－4 （03）3586－1421 （03）3586－4385

東京営業部 140－0002 品川区東品川2－5－8　天王洲パークサイドビル （03）546仁3031 （03）5461－3041

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島1－14－17 （06）308－8311 （06）308－8353

札幌営業所 060－0809 札幌市北区北9条西4　エルムビル5F （011）717－0350 （011）758－3901

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル4F （022）211－4551 （022）211－4510

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社1－407 （052）775－7800 （052）775－7830

九州営業所 812－0031 福岡市博多区沖浜町11－10　サンイースト福岡6F （092）271－4695 （092）271－4669

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 104－0031 中央区京橋3－2－4 （03）3275－1221 （06）3275－1214

仙台支店 980－0811 仙台市青葉区一番町2　4　1 （022）266－2341 （022）267　5745
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名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）211－5730 （052）211－5740

大阪支店 530－0004 大阪市北区堂島浜1－2－6 （06）344－3857 （06）344－4186

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－13－2 （092）781－0481 （092）751－7015

山口営業所 746－8501 新南陽市開成町4560 （0834）639888 （0834）63－6627

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4－10－18 （048）447－3381 （048）43仁4685

発売元㈱メディシン 335－0003 蕨市南町4－10－18 （048）447－3331 （048）431－4685

東洋紡エンジニアリング株式会社 本　　　社 530－0003 大阪市北区堂島2－1－16　フジタ東洋紡ビル （06）348－3357 （06）348－9455

東京支店 103－8530 中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）3661－1818 （03）3661－3655

北陸営業所 914－0047 敦賀市東洋町10－24　東洋紡敦賀工場内 （0770）25　3777 （0770）25－1108

滋賀営業所 520－0243 大津市堅田2－1－1　東洋紡総合研究所内 （0775）73ヨ330 （0775）73－4259

山口営業所 740－0033 岩国市灘町1－1　東洋紡岩国工場内 （0827）31－5570 （0827）32－2033

けいはんなオフィス 619－0237 京都府相楽郡精華町光台1－7　けいはんなプラザ内 （0774）95－5050 （0774）95－5051

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　社 530－8230 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）　348－3333 （06）348－3833

支　　　社 103－8530 中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）3660　4800 （03）3660－4951

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103－8355 中央区日本橋小舟町5－1 （03）3665－3174 （03）3665－3723

大阪本社 550－8668 大阪市西区新町1－1　17 （06）　535－2612 （06）535－2470

札幌営業所 003－0803 札幌市白石区菊水3条1－8－5　フロンティア菊水1F （011）815－3304 （0141）814－0690

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉1　6－6　第2イースタンビル4F （022）262－4640 （022）262－4654

名古屋支店 460－8560 名古屋市中区丸の内3－14－18 （052）963－5648 （052）963－5639

広島営業所 731－5112 広島市佐伯区美鈴ヶ丘南2－6－7 （0829）27－7235 （0829）27－7236

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンビル4F （092）473－6203 （092）473－7935

N　　　l　　　X，　　l　　　N　　　C． 本　　　社 231－0028 横浜市中区翁町1－4－1　マリンウェーブ （045）2212001 （045）221－1230

本社営業部 231－0028 横浜市中区翁町1　4　1　マリンウェーブ （045）221－1350 （045）2211355

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島4－5－1　新栄ビル3F （06）305－0451 （06）308　4776

北関東営業所 323－0031 小山市天神町1　4－25一徳ハイツP　2　1F （0285）226211 （0285）22－6100

名古屋営業所 461－0004 名古屋市東区葵3－24－2　第5オーシャンビル5F （052）9377301 （052）937－7319

R＆Dセンタ 229－1131 相模原市西橋本2　23－3 （0427）736781 （0427）73－6801

津久井事業所 220－0411 神奈川県津久井郡津久井町青野原2111 （0427）87－1131 （0427）87－0461

相模原事業所 229－1132 相模原市橋本台3－1－5 （0427）72－7031 （0427）72－5791

株式会社　ニ　　チ　　リ　　ョ　ー 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町2－4－10共同ビル （03）5820　2411 （03）5820－2410



176 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
工　　　場 343－0822 越谷市西方2760　1 （0489）89ヨ301 （0489）89－1333

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－6－14新大阪第2日大ビル （06）324－0894 （06）324－0895

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3918－8166 （03）3918－4515

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル5F （Ol1）242－8566 （011）242－8570

仙台営業所 980－0801 仙台市青葉区木町通2　1　60　三光ビル （022）234－5350 （022）2724216

関東営業所 330－0802 大宮市宮町1－24大宮GSビル2F （048）644－7786 （048）644－7831

東京営業所 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3940－6461 （03）3918－8533

名古屋営業所 460－0024 名古屋市中区正木4－8－7 （052）682－2818 （052）6817536

大阪営業所 550－0003 大阪市西区京町堀2　12　19泉屋ビル5F （06）449－1500 （06）449－1505

広島営業所 730－0811 広島市中区中島町9－1　日本水産ビル3F （082）243－2235 （082）241－4715

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－5－37　博多ニッコービル9F （092）475－7511 （092）475－7666

東肺産業試薬営業所 170－0002 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3940　6464 （03）3918－8533

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 103－0007 中央区日本橋富沢町5　5 （03）3660　8595 （03）3660－8602

大阪支店 541－0043 大阪市中央区高麗橋4－3－10 （06）208－4957 （06）208－4976

札幌営業所 060－0001 札幌市中央区北1条西5－3 （011）222－9710 （011）231－7713

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1　3　1 （022）266－8956 （022）2668998

名古屋営業所 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）231－5138 （052）231－0158

広島営業所 730－0029 広島市中区三川町2－11 （082）241－8245 （082）541－8245

福岡営業所 810－0011 福岡市博多区博多駅前1－2－5 （092）475－1155 （092）475－1156

株式会社　ニ　　　プ　　　　ロ 本　　　社 531－0072 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）3733155 （06）373－3156

札幌支店 060－0008 札幌市中央区北9条西19－35 （011）6317311 （011）631－7314

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町8－6 （022）268－7756 （022）268－7743

関東第一支店 113－0033 文京区本郷4－3－4　ニッショービル3F （03）38187768 （03）3818－0488

東京第一支店 113－0033 文京区本郷4－3－4　ニッショービル2F （03）3818－0425 （03）38180469

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－41 （052）777－1010 （052）777－1015

京都支店 606－8204 京都市左京区田中下柳町36 （075）752－0820 （075）752－0824

関西第一支店 531－0072 大阪市北区豊崎3　3－13 （06）373－0555 （06）373－0385

中国支店 731－0135 広島市安佐南区長束3－45　3 （082）238－8307 （082）2388631

九州第一支店 816－0935 大野城市錦町2－2－12 （092）574－3731 （092）574－1748

日本ケミ　ファ株式会社 本　　　社 101－8678 千代田区岩本町2　2－3 （03）3851－2974 （03）3862－2645
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東日本地区 101－8678 千代田区岩本町2－2－3 （03）3851－2974 （03）38622645

中部地区 460－0022 名古屋市中区金山5－15　9 （052）882－5310 （052）872－1390

近畿地区 550－0002 大阪市西区江戸堀1　26－20江戸堀グロウスビル4F （06）448－1863 （06）448－1866

中国・四国地区 730－0856 広島市中区河原町1　26　広島県環衛ビル3F （082）296－4755 （082）296－4755

九州地区 812－0018 福岡市博多区住吉3－1－80　オヌキ新博多ビル2F （092）272－1031 （092）2911929

日本光電工業株式会社 本　　　社 161－8560 新宿区西落合1－31　4 （03）5996－8000 （03）5996－8085

販社、営業所 全国12販社、114営業所

日　本　商　事　株　式　会　社 本　　　社 540－8575 大阪市中央区石町2－2－9 （06）941－0308 （06）9414861

札幌支店 060－0007 札幌市中央区北7条西13－9－1 （011）281－3000 （011）281　3250

仙台支店 984－0046 仙台市若林区二軒茶屋1　6 （022）295弍631 （022）295－0635

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町3　6　2 （03）5695－4144 （03）5695－4190

名古屋支店 460－0002 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641 （052）211－4645

大阪支店 571－0044 門真市松生町4　6 （06）909－7645 （06）909　4960

広島支店 730－0016 広島市中区幟町11－4 （082）2212954 （082）221－2969

福岡支店 810－0004 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054 （092）771－3678

金沢営業所 920－0805 金沢市小金町9－20 （076）252　1921 （076）252－2167

高松営業所 761－0101 高松市春日町1706 （087）841－3088 （087）843－8148

日本DPCコーポレーション 本　　　社 261－7132 千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウェスト32F （043）297－5211 （043）297－5210

東京営業所 104－0032 中央区八丁堀4－13－4　SKビル7F （03）5543－2601 （03）5543－2591

大阪営業所 564－0052 吹田市広芝町3－29エッグビル第3江坂203 （06）3378988 （06）337－8987

名古屋出張所 460－0003 名古屋市中区錦町3－7　15DIC名古屋支店内 （052）961－8874 （052）972－0398

福岡出張所 810－0012 福岡市中央区白金2－11　9　DIC九州支店内 （092）526－2741 （092）526－2746

日本テクトロン株式会社 本　　　社 192－0041 八王子市中野上町4－8－5 （0426）26－7194 （0426）26－8130

日　本　電　子　株　式　会　社 東京支店・
営業統括本部 100－0005 千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル （03）32118611 （03）3215－3861

西東京支店 196－8558 昭島市武蔵野3　1　2 （042）5422135 （042）546－3445

札幌支店 00仁0015 札幌市北区北15条西4－21NRKビル （011）726－9680 （011）717－7305

仙台支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル （022）222－3324 （022）265－0202

筑波支店 305－0033 つくば市東新井18－1 （0298）56－3220 （0298）56　1639

横浜支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3　6　4　新横浜千歳観光ビル （045）474－2181 （045）4742180

名古屋支店 450－0001 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）5811406 （052）581－2887



178 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）304－3941 （06）304－7377

広島支店 732－0827 広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル （082）261－3790 （082）264－5271

高松支店 760－0023 高松市寿町1－1－12高松東京生命館 （087）821－8487 （087）822－0709

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル （092）411－2381 （092）473－1649

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 東京本社 116－0014 荒川区東日暮里5－7－18　コスモパークビル （03）5811－6290 （03）5811－6282

大阪営業所 532－0025 大阪市淀川区新北野1－14－11大阪新北野第一生命ビル （06）309－5860 （06）308－3064

日本ビオメリュー・バイテック株式会社 本　　　社 170－0005 豊島区南大塚3－43－1 （03）5952－0821 （03）5952－0831

札幌営業所 060－0062 札幌市中央区南2条西7－6－2 （011）281－0408 （011）281－0402

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1－4－30 （022）221－9784 （022）221－9763

東京営業所 170－0005 豊島区南大塚3－43－1 （03）5952－0750 （03）5952－0760

名古屋営業所 464－0848 名古屋市千種区春岡1－1－2 （052）764－1601 （052）764－1605

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－36 （06）391－1161 （06）391－1191

福岡営業所 812－0011 福岡市博多区博多駅前3－9－1 （092）412－7060 （092）412－7061

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 東京本社 107－0052 港区赤坂8－5－26赤坂DSビル （03）5413－8171 （03）5413－8144

札幌事務所 060－0003 札幌市中央区北3条西2－10－2　札幌HSビル8F （011）272－1290 （011）241－0968

仙台事務所 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－10　大和ビル2F （022）266－3757 （022）266－3760

名古屋事務所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－17－29丸の内iaビル6F （052）951－6510 （052）951－6530

大阪事務所 564－0054 吹田市芳野町5－59 （06）378－6241 （06）378－6244

広島事務所 732－0052 広島市東区光町2－6－34　広弘ビル2F （082）264－3561 （082）264－3722

福岡事務所 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23朝日生命福岡昭和通りビル3F （092）262－4461 （092）262－4466

福島工場 960－2152 福島市土船字五反田1 （0245）93－2311 （0245）93－3932

日本ミ　リポア株式会社 本　　　社 108－0073 港区三田1－4－28　三田国際ビル （03）5442－9716 （03）5442－9736

日本メジフィジックス株式会社 本　　　社 662－0918 西宮市六湛寺町9－8 （0798）26－6801 （0798）26－4621

東京本部 102－0073 千代田区九段北1－13－5 （03）3234－2635 （03）3239－9737

野崎印刷紙業株式会社 本　　　　社 603－8151 京都市北区小山下総町54－5（烏丸通鞍馬口上ル） （075）451－6130 （075）431－2268

仙台支店 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－32　柏木丁ビル6F （022）271－1451 （022）271－5284

東京支店 173－0004 板橋区板橋2－65－9 （03）3962－6811 （03）3962－6817

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西15－3 （011）631－1150 （011）611－8988

東京情報紙営業所 103－0024 中央区日本橋小舟町9－4　イトーピア日本橋小舟町ビル4F （03）3668－0301 （03）3668－5662

横浜営業所 23rOO13 横浜市中区住吉町2－24－2　住吉24ビル4F （045）663－2271 （045）663－0514
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名古屋営業所 46『0008 名古屋市中区栄4－6－15　名古屋あおば生命ビル5F （052）2616411 （052）2616413

京都営業所 604－0824 京都市中京区堺町通御池上ル扇屋町650 （075）2115381 （075）2115648

大阪情報紙営業所 550－0013 大阪市西区新町1－2－13　新町ビル9F （06）5432450 （06）5432453

福岡営業所 812－0065 福岡市東区二又瀬新町4－8 （092）622　2600 （092）622　2562

ノー　トウェア株式会社 本　　　社 105－0013 港区浜松町2－2－5 （03）5472　8790 （03）5472－8796

西日本事業所 700－0902 岡山市錦町1－1 （086）234－6045 （086）234－6068

バイエル・三共株式会社 本　　　社 104－0045 中央区築地6　1920ニチレイ東銀座ビル （03）5550　9755 （03）5550　9750

札幌営業所 060－0807 札幌市北区北7条西4－12　ニッセイMKビル （011）7075015 （011）707－5022

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2　9　5　コア本町ビル （022）225　2205 （022）267　2536

東京第一営業所 104－0045 中央区築地6－19－20　ニチレイ東銀座ビル （03）55509741 （03）5550－9740

鯨第二／三蝶所 104－0045 中央区築地6－19－20ニチレイ東銀座ビル
（03）　　5550　9742
（03）　　55509743

（03）5550　9740

名古屋営業所 46仕0003 名古屋市中区錦3　5－27　錦中央ビル （052）962－7458 （052）962－7460

大阪第一／二営業所 541－0056 大阪市中央区久太郎町1－4－8　船場DIKビル
（06）　　261－一一6489

（06）　　264－7314 （06）266－8613

広島営業所 730－0004 広島市中区東白島町14　15　NTT　CRED白島ビル （082）2288283 （082）21仁0625

福岡営業所 812－0024 福岡市博多区綱場町8－31福岡松村ビル （092）281－2651 （092）272－3214

高松出張所 761－8061 高松市室町1905　宇川ビル （087）868　2333 （087）868－1555

バイオテック株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島2　29－4　吉沢ビル （03）3816－6931 （03）3818　4554

株式会社　ピー・エム・エル 本社（営業本部） 151－0051 渋谷区千駄ケ谷5－21－3 （03）3350　0114 （03）3350－5540

札幌営業所 004－0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2　6　12 （011）8076575 （011）807－6583

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町5－2－10 （022）236ゴ611 （022）236－4612

富山営業所 939－2708 富山県婦負郡婦中町島本郷47－2 （0764）22　1391 （0764）22－7530

埼玉営業所 350－1101 川越市的場1361－1 （0492）32－0111 （0492）32－3132

名古屋営業所 454－0862 名古屋市中川区的場町2－63 （052）3535011 （052）353－6122

大阪営業所 567－0034 茨木市中穂積3－15－24 （0726）21－8811 （0726）21－8817

広島営業所 733－0036 広島市西区観音新町1－2－21 （082）234－7366 （082）2347367

松山営業所 790－0046 松山市余戸西6　1　4 （089）965　0105 （089）9650288

福岡営業所 812－0062 福岡市東区松島1－44　12 （092）6219991 （092）621－9995

株式会社　日　立　製　作　所 計測器事業部 100－8220 千代田区丸の内1－5－1 （03）3221－1111 （03）3214－3125

日製産業株式会社 105－0003 港区西新橋1－24－14西新橋三井ビル （03）3504　7211 （03）35047756

株式会柵立メディコ 101－0047 千代田区内神田1　1　14　日立鎌倉橋別館 （03）3292－8111 （03）3292－5419



180 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
株式会社ファーストシステムサービス 本　　　社 900－0031 那覇市若狭3－3－3 （098）860　1234 （098）866－0006

ファルマシア・アップジョン株式会社 東京本社 105－0001 港区虎ノ門4　3　13秀和神谷町ビル8F （03）5402－8750 （03）54028751

札幌営業所 060－0001 札幌市中央区北1条西10　1－15　キリン札幌ビル6F （011）272－9630 （011）272－9631

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町12　30　日本生命仙台勾当台西ビル5F （022）227－3014 （022）2273025

名古屋営業所 460－0008 名古屋市中区栄2－4－1　広小路東京海上ビル6F （052）211－6440 （052）211－6453

大阪営業所 540－0011 大阪市中央区農人橋2－1－36　ピップビル4F （06）910－0881 （06）910－0880

広島営業所 732－0052 広島市東区光町1－7－11　広島CDビル2F （082）264－5290 （082）2645645

福岡営業所 812－0018 福岡市博多区住吉2　2　1　朝日生命福岡第三ビル2F （092）2623033 （092）262－3062

筑波工場 300－4294 つくば市和台23 （0298）64－6810 （0298）64　7618

フ　ク　ダ電子株式会社 本　　　社 113－8420 文京区本郷3－39－4 （03）5684　1284 （03）5684－1318

販売会社 25ヶ所

営　業　所 54ヶ所

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－1－14 （03）3814－3621 （03）38143625

富士メディカルシステム株式会社 本　　　社 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545　3326 （03）5565－7020

関東支店 104－0061 中央区銀座7－13－8　第2丸高ビル （03）3545－3341 （03）55657024

中部支店 460－0002 名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル （052）221－7871 （052）203－4875

関西支店 565－0083 豊中市新千里西町1　2－14三井海上ビル （06）872－0040 （06）8720091

北海道営業所 060－0807 札幌市北区北7条西5－7－1　札幌北スカイビル （011）757－7777 （011）728－2010

東北営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台ビル （022）7170741 （022）30仁9198

中国営業所 732－0816 広島市南区比治山本町16－35　広島産業文化センター （082）256－4221 （082）505－0030

九州営業所 812－0018 福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル （092）281－3655 （092）282－1220

富士　レ　ビオ株式会社 本　　　社 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695　9210 （03）5695－9234

札幌営業所 060－0908 札幌市東区北8条東3－2　10　宮村ビル （011）731－2500 （011）731－2501

仙台営業所 984－0015 仙台市若林区卸町1－1－6　ハサゼンビル （022）236－2206 （022）238－2646

東京営業所 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル （03）5695－0711 （03）56950858

名古屋営業所 465－0025 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081 （052）775　1833

京都営業所 615－0022 京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル （075）315－0508 （075）315－0625

大阪営業所 564－0053 吹田市江の木町6－18 （06）338　7191 （06）338－7195

広島営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル （082）2643366 （082）263－7712

松山営業所 790－0001 松山市一番町1－15　2　住友生命松山一番町ビル （089）946－1931 （089）946　1319
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福岡営業所 812－0042 福岡市博多区豊2－5－7 （092）472－5661 （092）474－8555

扶桑薬品工業株式会社 本社事務所 536－8523 大阪市城東区森之宮2－3－11 （06）969－1131 （06）961－0061

札幌支店 003－0005 札幌市白石区東札幌5条1－2－20 （011）814－3811 （011）814－3815

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1－14－21 （022）221－2656 （022）262－2600

東京第一支店 111－0056 台東区小島2－20－7 （03）5820－2891 （03）5820－2897

名古屋支店 461－0001 名古屋市東区泉1－3－26 （052）962－5001 （052）971－6592

大阪支店 541－0045 大阪市中央区道修町1－7－10 （06）203－5671 （06）231－6886

岡山支店 700－0834 岡山市天瀬南町9－12 （086）225－4505 （086）225－2329

広島支店 730－0016 広島市中区幟町3－59 （082）228－6591 （082）228－6594

福岡第一支店 812－0023 福岡市博多区奈良屋町1－20 （092）271－0501 （092）291－6739

その他4支店

株式会社プ　ラ　ネ　ト　ロ　ン 本　　　社 190－0012 立川市曙町1－12－19 （042）523－5110 （042）523－5722

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 本　　　社 206－0812 稲城市矢野口1843－1 （042）377－2721 （047）377－0681

松戸研究所 270－0025 松戸市中和倉341－1 （047）349－4004 （047）349－4931

京都営業所 612－8248 京都市伏見区下鳥羽上三栖町23 （075）612－6591 （075）612－6594

ベ　イ　リ　ン　ク　株式会社 本　　　社 272－0804 市川市南大野2－10－6 （047）338－7130 （047）338－7050

ベ　ッ　ク　マ　ン株式会社 本　　　社 151－0073 渋谷区笹塚2－1－6　笹塚センタービル （03）5352－2840 （03）5352－2834

大阪営業所 553－0003 大阪市福島区福島7－20－1　KM西梅田ビル （0120）　705203 ノノ

札幌カストマ
サポートセンター 011－0010 札幌市北区北1条西4　楠本第10ビル ノノ ノノ

仙台カストマ
サポートセンター 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14仙台協立第ニビル ノノ 〃

名古屋カストマ

サポートセンター 465－0032 名古屋市名東区藤が丘141藤が丘駅前ビル 〃 〃

広島カストマ
サポートセンター 731－0113 広島市安佐南区西原3－16－22アストラムシンカワ ノノ ノノ

福岡カストマ
サポートセンター 813－0034 福岡市東区多の津1－14－1　FRCビル 〃 〃

株式会社　ベ　　リ　　タ　　ス 本　　　社 105－0001 港区虎ノ門2－7－14八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593－3216

株式会社　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　社 336－0001 浦和市常盤9－21－19 （048）833－3208 （048）833－3273

大阪支社 540－0011 大阪市中央区農人橋2－1－31 （06）945－1070 （06）945－1055

株式会社堀　場　製　作　所 本社・工場 601－8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 （075）313－5736 （075）321－5648

東京セールスオフィス 101－0031 千代田区東神田1－7－8　東神田大治ビル3F （03）3861－8231 （03）3851－8259

名古屋セーノレスオフィス 461－0004 名古屋市東区葵3－15－31　住友生命千種第2ビル6F （052）936－5781 （052）936－5789

大阪セールスオフィス 532－0011 大阪市淀川区西中島7－4－17新大阪上野東洋ビル7F （06）390－8011 （06）390－8012



182 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号

MAOS共同開発研究会 事　務　局 460－0002 名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸の内ビル5F （052）971－2082 （052）97仁2337

三　菱　電　機　株　式　会　社 本祖甑ン行ム事糊｜ 100－8310 千代田区丸の内2－2－3 （03）3218　3218 （03）5252　7289

北海道支社 060－0002 札幌市中央区北2条西4－1 （011）212　3738 （011）2514766

東北支社 980－0011 仙台市青葉区上杉1－17－7 （022）216　4631 （022）262　4278

新潟支社 950－0087 新潟市東大通2－4　10 （025）241－7220 （025）241－0693

北陸支社 930－0856 富山市牛島新町5－5 （0764）43－1708 （0764）43－1710

中部支社 450－0002 名古屋市中村区名駅3－28－12 （052）5653188 （052）565　3320

関西支社 530－0003 大阪市北区堂島2－2－2 （06）347－2481 （06）347－2375

中国支社 730－0037 広島市中区中町7　32 （082）248　5268 （082）2485334

四国支社 760－0023 高松市寿町1－1　8 （087）825　0063 （087）826－1814

九州支社 810－0001 福岡市中央区天神2　12－1 （092）7212147 （092）7212112

メ　バニ　ク　ス株式会社 本　　　社 153－0064 目黒区下目黒2－18－3 （03）34950451 （03）34950582

大阪出張所 534－0025 大阪市都島区片町2－2－40　大発ビルSSRエンジニアリング㈱内 （06）356　4981 （06）353－0523

有限会社　　　山　　久　　化　　成 本　　　社 206－0022 多摩市聖ヶ丘2－18－6－501 （042）389　4744 （042）372　4863

株式会社　ユニフ　レ　ッ　クス 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）3816　1004 （03）3816－1392

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1　17　18　新大阪ビル東館2F （06）　323－8344 （06）323－8257
柏テクニカル＆
サービスセンター 277－0861 柏市高田537－1 （0471）473751 （0471）44－8242

山之内製薬株式会社 本社（事業本部 174－8612 板橋区蓮根3　17　1 （03）5916－5555 （03）59162608

札幌支店 060－0042 札幌市中央区大通西5　9－1　山之内大通りビル （Ol1）281－5111 （011）2514337

仙台支店 980－0804 仙台市青葉区大町2－2－25 （022）225－5111 （022）2240234

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2－3－11　遠五ビル （03）3244　3311 （03）32443328

横浜支店 231－0011 横浜市中区太田町6－84－2　三井生命横浜桜木町ビル （045）662　1141 （045）650－1378

名古屋支店 460－0008 名古屋市中区栄1－10－21住友生命御園ビル （052）232　6611 （052）232－6612

大阪支店 541－0041 大阪市中央区北浜3　7－12　東京建物大阪ビル （06）203　5551 （06）2332431

広島支店 730－0051 広島市中区大手町3－7－2　大東京火災広島ビル （082）242　8111 （082）242－8118

高松支店 760－0023 高松市寿町1　4　8　農林中金高松ビル （087）822　1326 （087）822　1506

福岡支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東1　18　25　第五博多借成ビル （092）451－5211 （092）4515445

ラジオメータートレーディング株式会社 本　　　社 153－0062 目黒区三田1－12－23 （03）5704－8001 （03）5704－8055

札幌営業所 001－0010 札幌市北区北10条西1　浦野ビル （011）746－3390 （011）7463395

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル （022）268　3008 （022）268－4540
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東京営業所 153－0062 目黒区三田1　1223 （03）5704－6556 （03）57048080

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル （0762）31－4455 （0762）31－4499

名古屋営業所 464－0075 名古屋市千種区内山3－17－4　スズシンビル （052）741－8211 （052）741－8214

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル （06）350－2000 （06）3502005

広島営業所 730－0052 広島市中区千田町1　4　18井沢ビル （082）2478421 （082）247－8459

高松営業所 761－0101 高松市春日町1706　春日ビル （087）844－0880 （087）844－0900

福岡営業所 814－0003 福岡市早良区城西1　8　36　安田生命西新町ビル （092）822－2135 （092）8223180

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－8532 港区芝2　6　1　日本ロシュビル （03）5443－7041 （03）5443－7144

札幌支店 060－0041 札幌市中央区大通東2　3　札幌松村ビル2号館7F （011）251　1331 （011）231－1603

仙台支店 980－0822 仙台市青葉区立町2721仙台橋本ビル6F （022）224－6491 （022）267－3877

大宮支店 330－0802 大宮市宮町2　35　大宮MTビル8F （048）658－5371 （048）658　5372

東京支店 140－0013 品川区南大井6　25　ビリーブ大森2F （03）5764－1211 （03）5764－1212

名古屋支店 460－0011 名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F （052）220－5741 （052）220－5742

大阪支店 541－0054 大阪市中央区南本町4－1－10　ホンマチ山本ビル7F （06）　258　1391 （06）258ゴ392

広島支店 730－0017 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル8F （082）223－6151 （082）2238069

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4　4　安田生命博多ビル12F （092）461　1021 （092）461－1025

高松出張所 760－0023 高松市寿町2－1－1　高松第一生命ビル新館3F （087）825－9281 （087）8259282

ワ　ー　プ太陽株式会社 本　　　社 532－0011 大阪市淀川区西中島7－2　7 （06）390ヨ848 （06）3901504

和光純薬工業株式会社 本　　　社 540－8605 大阪市中央区道修町3－1－2 （06）203－3741 （06）203－1608

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町4　5－13 （03）32708571 （03）324七5752

札幌出張所 060－0001 札幌市中央区北1条西13　4 （011）2710285 （011）717－7957

仙台出張所 980－0814 仙台市青葉区本町2－9－5 （022）222－3072 （022）264－2228

筑波出張所 305－0005 つくば市天久保2　4　20 （0298）58　2278 （0298）526051

大宮出張所 330－0843 大宮市吉敷町1－103 （048）641－1271 （048）641－1469

横浜出張所 222－0033 横浜市港北区新横浜3－1　4 （045）4762061 （045）3144574

名古屋出張所 465－0018 名古屋市名東区八前2－914 （052）7720788 （052）775－9413

広島出張所 285－6381 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）2856381 （082）286　2033

福岡出張所 813－0062 福岡市東区松島3　22　30 （092）622－1005 （092）622－1009

ワットマンジャパン株式会社 本　　　社 110－0005 台東区上野3　1　2　秋葉原新高第一生命ビル6F （03）3832－6707 （03）3832－6457

コルビーグループインターナショナルインク 米国本社 120West　Dayton，　Suite　B6　Edmonds，　WA98020，　USA （425）7755228 （425）775－4947
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日本支社 106－0041 港区麻布台1　7－3　神谷町スクエアビル8F （03）5563　1368 （03）5563　1398

P　a　n　B　io　　　P　t　y　　　　L　t　d． 豪　本　社 116Lutwyche　Rd　Windsor，　Brisbane，　Q　4030　Australia ＋61（0）7－3357－1177 ＋61（0）7－3357－1222



編集後記

　日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第30回大

会の開催にあたって，恒例の展示目録を作成いた

しました。

　第30回大会は，2年ぶりに日本コンベンショ

ンセンター（幕張メッセ）で開催されます。今回

は1969年創立から30年目という節目の大会に当

たりますので，本来は関西（神戸ポートアイラン

ド）で開催予定であったスケデュールを変更して

関東（幕張メッセ）で開催の運びとなりました。

　学会では，学会誌（JJCLA）30周年記念号を

発行する予定であり，展示会においては，30年

間の機器・試薬発展の歴史をテクニコンAA－1

をはじめとして国産開発の機器の実物を，解説資

料・年表などとともに展示の予定であります。

　なお本年は，当自動化学会とパートナーシップ

の関係にありますAACC，　MEDICAも展示会に

出展し，またAACCのDr．　Kahn会長が来日さ

れて当会の創立30周年に対して祝辞を述べられ

る予定であります。

　このように30年間，産学協同を目的として発

展して参りました当学会および展示会は，国内は

もとより広く海外からも注目され多数の見学者が

来場されるまでになりました。

　創立30周年の節目に当る記念すべき第30回大

会の盛会を祈ります。

　1998．9．16　　　　　　　　　　（M．Y．記）

平成10年度JACLA展示委員会
川上　　彰

末益美智雄
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（日立製作所）

（オリンパス販売）

（和光純薬工業）

（栄研化学）

（日水製薬）

日本臨床検査自動化学会第30回大会展示会
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