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　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　番号

会社名　鍔
　　　　　　　　　　小間会　　社　　名　　　　　　　　　　番号

回アークレイ㈱一　　　・A3 第一化学薬品㈱…・　　－A－22 日立工ンジニアリング㈱一B－24

㈱アイアールメディカル…・A－42 第一器業㈱一　　　　　B－37 ㈱日立製作所一　　　　唱一31

㈱アイディエス…・　　・A－28 大扇産業㈱一　　　　　・A－19 フクダ電子㈱…　　　　”B－45

アジア器材㈱一　　　・A－8 ダイナボット㈱一　　　・A－33 富士工業㈱一　　　　…A－17

㈱アズウエル・…　　　…B－19 ダイナボット㈱一　　　…A－34 ㈱富士テクノサプライー－B－15

アロカ㈱一　　　　　・A－35 ダコ・ジヤパン㈱一　　　・B－6 富士フイルムメディカル㈱・……B－1

㈱医学生物学研究所…－A－7 デイドベーリング㈱一　　・A－32 富士レビオ㈱一　　　　・A－39

㈱イマインターナショナルーA－23 ㈱テクノメディカ…・　　B－11 扶桑薬品工業㈱一　　　B－40

㈱エイアンドティー一　・A－35 デン力生研㈱…　　　　・A－26 プレシジョン・システム・サイエンス㈱・・…B－42

栄研化学㈱…　　　　B－25 ㈱東機貿一　　　　　…A－38 ㈱フローベルフォトニクス……・A－44

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱…A－35 東京貿易㈱…　　　　・B・38 ベックマン・コールター㈱…－A・4

小野薬品工業㈱・…　　・A－16 東芝ラボメディカル㈱…・・…A－33 ㈱ベリタスー　　　　　・B－5

オリンパスプロマーケティング㈱…B－33 東ソー㈱…　　　　　・・A－29 ㈱ヘレナ研究所……　　　A・30

オルガノ㈱一　　　　・B－21 東洋器材科学㈱一　　　…B－20 ㈱堀場製作所一　　　　・B－32

固㈱カイノスー　　　　…B41 東洋紡工ンジニアリング㈱・B－8 団㈱メディカルジャパンー　・・A13

関東化学㈱一　　　　・A－14 東洋紡績㈱一　　　　　・A－25 MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB……A－10

協和メデックス㈱一　　・A－11 囲長瀬産業㈱…　　　　B－26 ㈱モリテックスー　　　・B－44

クォンティメトリックスコーポレーション…B－22 錦商事㈱一　　　　　・A・10 田㈲山久化成一　　　　　・B12

久保田商事㈱一　　　・B－10 ㈱ニチリョー一　　　　一A－36 目ラジオメータートレーディング㈱一A－1

グンゼ産業㈱一　　　・A－24 日水製薬㈱一　　　　　・A・5 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱・…B・35

高電工業㈱一　　　　B－43 ニットーボーメディカル㈱・－A－9 回和光純薬工業㈱一　　　・B－2

興和㈱一　　　　　　・A－15 ニップンテクノクラスタ㈱一A－43 ワットマンジャパン㈱一一B・14

国際試薬㈱…　　　　・B－34 ㈱ニッポンダイナミックシステムズ…・・A－21

㈱コスモテックー　　　・A－20 ニプロ㈱一　　　　　　・A－40

小林記録紙㈱一　　　…A－41 日本ケミファ㈱…　　　・・B－36 インターナショナルブースーS－1

田㈱サトー一　　　　　・B－4 日本光電工業㈱一　　　・B－13 日本臨床検査自動化振興会一S－2

三共㈱一　　　　　　B－28 日本電子㈱一　　　　　・・A－35 AACC（アメリ力臨床化学会）……S－2

三光純薬㈱一　　　　・B－9 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱…A－37 MEDICA（デュッセルドルフ見本市会社）…・・S・3

㈱CNA…・　　　　　－B－3 日本ビオメリュー㈱一　　・A－12

塩野義製薬㈱一　　　・・B－17 日本ベクトン・ディッキンソン㈱…A－27

重松貿易㈱一　　　　・B－27 日本ミリポア㈱一　　　・・A－2

シスメックス㈱一　　　・・B－34 ㈱日本メディカルバンクシステムーA－18

㈱ジュピターコーポレーション・…侶一7 ニューコン㈱一　　　　・B－16

㈱常光・…　　　　　・・A－31 ノートウエア㈱一　　　…A－6

住友製薬バイオメディカル㈱・…B－39 田バイエルメディカル㈱一…B30

㈱セントラル科学貿易・……A－24 バイオテック㈱…　　　・B－18

國㈱ダイアヤトロンー　…B29 ㈱ピー・エム・エルー　　・・B－23
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鍔　会社名 鶏　会社名 鍔　会社名
A－1ラシオメータートレーディング㈱ A－35アロカ㈱ B－25栄研化学㈱

A－2日本ミリポア㈱ A－35㈱エイアンドティー B－26長瀬産業㈱

A－3アークレイ㈱ A－35オーソクリニカルダイアグノスティックス㈱ B－27重松貿易㈱

A－4ベックマン・コールター㈱ A・35日本電子㈱ B－28三共㈱

A－5日水製薬㈱ A－36㈱ニチリョー B－29㈱タイアヤトロン

A－6ノートウエア㈱ A－37日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱ B－30バイエルメディカル㈱

A－7㈱医学生物学研究所 A－38㈱東機貿 B－31㈱日立製作所

A－8アジア器材㈱ A－39富士レビオ㈱ B－32㈱堀場製作所

A－9ニットーボーメディカル㈱ A・40ニプロ㈱ B－33オリンパスプロマーケディング㈱

A－10錦商事㈱ A－41小林記録紙㈱ B－34国際試薬㈱

A－10MEDIX　BIOCHEMICA　OY　AB A－42㈱アイアールメディカル B－34シスメックス㈱

A－11協和メデックス㈱ A－43ニップンテクノクラスタ㈱ B－35ロシュタイアグノスティックス㈱

A－12日本ビオメリュー㈱ A－44㈱フローベルフォトニクス B－36日本ケミファ㈱

A－13㈱メディカルシャパン B－1富士フイルムメディカル㈱ B－37第一器業㈱

A－14関東化学㈱ B－2和光純薬工業㈱ B－38東京貿易㈱

A－15興和㈱ B－3㈱CNA B－39住友製薬バイオメディカル㈱

A－16小野薬品工業㈱ B－4㈱サトー B－40扶桑薬品工業㈱

A－17富士工業㈱ B－5㈱ベリタス B－41㈱カイノス

A－18㈱日本メディカルバンクシステム B－6ダコ・ジヤパン㈱ B－42プレシジョンシステムサイエンス㈱

A－19大扇産業㈱ B－7㈱ジュピターコーポレーション B－43高電工業㈱

A－20㈱コスモテック B－8東洋紡エンジニアリンク㈱ B－44㈱モリテックス

A－21㈱ニッポンダイナミックシステムズ B－9三光純薬㈱ B－45フクタ電子㈱

A－22第一化学薬品㈱ B－10久保田商事㈱

A－23㈱イマインターナショナル B－11㈱テクノメディカ

A－24㈱セントラル科学貿易 B－12㈲山久化成 S－1　MEDICA（デュッセルドルフ見本市会社）

A－24クンゼ産業㈱ B－13日本光電工業㈱ S－2　インターナショナルブース

A－25東洋紡績㈱ B－14ワットマンジャパン㈱ S－2　日本臨床検査自動化振興会

A－26デン力生研㈱ B－15㈱富士テクノサプライ S－3AACC（アメリ力臨床化学会）

A－27日本ヘクトン・ディッキンソン㈱ B－16ニューコン㈱

A－28㈱アイディエス B－17塩野義製薬㈱

A－29東ソー㈱ B－18バイオテック㈱

A－30㈱ヘレナ研究所 B－19㈱アズウエル

A－31㈱常光 B－20東洋器材科学㈱

A－32デイトベーリンク㈱ B－21オルガノ㈱

A－33東芝ラボメディカル㈱ B－22クォンティメトリックスコーポレーション

A－33タイナボツト㈱ B－23㈱ピー・エム・エル

A－34タイナボット㈱ B－24日立エンジニアリンク㈱
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