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ご　挨　拶
㌘

摯辱撃騨ぺ

ぱ㌔ 　この展示目録は，2008年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，

今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。自動化振興会の事業の一つとして毎年発刊さ

れ，本年度で33回を数えます。最新の臨床検査機器および検査試薬の情報をこの一冊ですべて知

ることができ，また末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。

　今年度の展示会は昨年と同じく横浜の地で開催されますが，大会の方の申込み演題数，展示会出展メーカー数とも増えていま

すから，例年の7，000人を超える参加者で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床検査医学会との共催で例年と変わら

ぬ盛況になると期待しています。

　大会については，大会長桑　克彦準教授の下，　“臨床検査のイノベーション：フロンティア技術の応用”をテーマに未来の検

査室づくりにかける桑先生の熱1青のこもった企画を満喫して下さい。

　大会，展示会ともに参加されて，新しい検査1青報をとり入れ検査室のレベルアップに役立てて下さい。

　最後になりましたが，この冊子出版をはじめ，展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第です。

平成20年10月9日

日本臨床検査自動化学会

会長中井　利昭





ご　挨　拶

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

検査医学会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

　平成14年に始まりました日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会共催による検査診

断機器展示も，今や定着したものになりました。それまでは2つの学術集会でそれぞれ展示が行わ

れて参りましたが，規模を拡大して自動化学会の学術集会に合わせて開催されるようになりました。そのお陰をもち，この展示

も機器・試薬メーカーの出展数増加とともに，例年，7000人を超える臨床検査関連の方々が当展示会場を訪れております。本年

は特定健診・保健指導元年の年でもあり，その賑わいを増すものと期待されます。

　近年の検査機器開発・発展には目を見張るものがあり，全自動化に加え，汎用・迅速化が急速に進んできております。昨今の

厳しい医療環境の中では，精度，操作性などとともに，経済性にも優れた機器の選択が求められております。検査担当者も，展

示場で機器を実際にご覧になることで各メーカーの機器・試薬への理解・認識が高まり，ご自分の検査室の機器選択・購入にお

役にたつものと思います。

　本目録は今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものであり，出展各社からの最新の情報が記載されております。それぞれ

の検査室に合った機器の選択を検討する上でも，活用できるものとなるでしょう。

　今年度の保険改定における中医協の審議のなかで，「臨床検査は診断や治療に必須のものであり，医療の根幹をなすものであ

る」との提言があらためて採用され，このところ続いてきた検査点数削減の流れに一定の抑制がかけられました。世界的に採用

されるような優れた試薬ならびに機器開発の追い風となるよう期待したいと思います。

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

平成20年10月9日

日本臨床検査医学会

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

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 μL 検体／h 種類 外部／内部 有・無 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

スポソトケムDコンセプト「、1則2

SD　4810
22 4分／検体 Na，　K，　Cl 有 最大300

40．8×33×
13．2

10 同一装置で生化学項目測定可
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

スポットケム【MEL
SE－1520

ノノ 60 〃 外部 無 40 13．5×22．5×

13．8
1．5

EAO7 22 150 Na，　K，Cl 内部 有 200以下 28×57．6×
54．7

25 アットウィルより販売
エイ　アン　ドテイ　ー

Rapidchem　744 55 　1検体
35～60秒

3 50 37×18×32 7．3 1，980 完全メンテナンスフリー
シ　ー　メ　ン　ス　HCD

〃　　754 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃

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

〃－D 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 透析モード付き

Ex－Ca 300 57
Na＋，K寸，

Ca＋㌔pH
ノノ 無 〃 30×30×37 13 〃

〃

全自動電解質
分析装置EX　II

27 150 Na，K，CI 内部 有 200 28×57．6×
54．7

25 250

セントラル科学貿易

STAX－3 110 120 Na，K，Cl，

　Hct
内部 有 100／3 26×40×38 17 330

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

電解質分析装置

Roche　9180シリーズ
95

アリントアウト郁5サ

ンカレhプリントアウ

ト鋤〔けン九／h

Na，K，Cl，
　Ca，　Li

無 100
31．5×29．5×

33．5
6 120 Cl，　Ca，　Li選択

ロシュ・ダイアグノスティックス

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

サンプル
　量

試薬使用
　量

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

ラクテート・プロ1M

LT－1710
5 1分／検体 乳酸 電極法 3Vリチウム

電池×2
5．5×1．45×
8．38

0．05

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
グルコカード
マイダイア

2 15秒／検体 グルコース 〃 〃 4．8×1．7×
8．6

0，055

　　〃
G十メーター

0．6 5．5秒／検体 〃 〃 〃
5．3×1．8×
8．8

0．05
〃

プレシジョン
PC。

1．5
1テスト／
　20秒

血糖 電極法 単3アルカ
　リ電池

19．7×7．5×
5．1

0．28
データ管理機能，
オンライン機能を装備

アボッ　ト　ジャパン
エクシード 0．6 5弘 〃 ノノ ボタン電池 7．4×5．3×

1．6
0．04 1．45

ケトン体測定も可能，記憶容
三450テスト
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ニコカードCRP
／HbA1，

5 CRP／HbAl， 固相免疫測
　定法 20×17×3 0．5

エム・シー・メディカル
アフィニオン
CRP／HbAlc

1．5 〃 40 17×32×17 5

ニコカードCRP 25 20×17×7 0．5 22．8

東　　洋　　紡　　績
〃　　HbAl， 5 ノノ 〃 〃

アフィニオン 1．5 CRP　HbA1， 17×32×17 5

〃

スタットストリ
ップ

1．2 6秒／検体 グルコース 電極法 3Vリチウ
ム電池×1

9．1×58×
　　2．3’ 0，075 1．5 干渉物質の影響を排除できる

ノバ・バイオメディカル

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

試薬使用
　　量

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

特　長　・　備　考

アダムス［Mグルコース

GA－ll52
24 150 グルコース GOD過酸化

水素電極法
160

41．2×40．7×

41
20．5

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
　　　〃
GA　ll70

30 156 〃 ノノ 180 53×45×53 35

GAO5
　30／5

自動切換
1800 160～200 グルコース GOD固定化

酵素電極 200以下 28×57、6×
54．7

25 アットウィルより販売
エイアン　ドティ　ー

〃　0811 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ ノノ 55×48．3×
48．3

48 〃

DM　JACK 1～10 Rl：～250
R2：～150

180 HbAl、・GLU
1，5AG・GA

ラテック娩疫法

　酵素法
300 42×46×

　42．5
25

協和メ　デ　ッ　ク　ス
〃－Upgrad 〃 〃 〃 〃 〃 600

42．3×46．4×

　　52．0
32．3

〃－JACK　II 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20×70×
　106．5

100
〃

DCA2000システム 1 6分／テスト
7分／テスト

HbA［、尿中微量アノレブ

ミン，クレアチニン

ラテックス凝
集阻止反応

100 24．1×23．9×

27．2
5 29．8 アルブミン指数を自動計算

シ　ー　メ　ン　ス　HCD

アントセンスIII 5～50
45秒／　　1テスト

GLU 酵素電極法 〃 20×18×6．5 0．8 グルコース専用POCT機器

堀　場　製　作　所

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

サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

Banalyst　ABH－004 15～25 25 23 5 100／6．3 43×30．6×29．7 13

ウ　シ　オ　電　機



10 AU5431 2～50 15～250 6600テスト／h 98 200／60 507×114×126 1，740 オプションISE仕様
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

〃5421 〃 〃 5000　　〃 ノノ 200／50 376×114×126 1β00 ノノ

AU2700 1．6～25 120～430 2134　　〃 51 100／60 200×114×126 700 ノノ

〃

〃680 1～25 10～250 1200　　〃 63 200／19 192×104×128 590 〃

〃400 〃 〃 800　　〃 〃 100／35 45×76×121 420 〃

〃

日立クリニカルアナラ
イザーS40 5～15 50～210

4検体（1検体当たり5項
　　　日依頼〉

40 100／2 54×60×45 30 190 液状試薬タイプ。メタボ関連
検査に対応

積水メ　ディ　カル
　〃

M40
〃 〃 8検体（　　〃　　） ノノ 〃 ノノ 〃 29〔〕 〃

ディメンション
　　　　　RxLMax

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

デイド　ベーリング
〃　Xpand　PIUs 〃 437 〃 〃 129×79×114 348 2，600

1血1中薬物自動分析装置

Viva－Eシステム 1～30 0～400 133 13
川．’∵ンア］2v－211w

クールグニッ1脚 115×56×49 85 824
ノノ

ディメンションビスタ
］500

1－40 1500 最大166 200／30 215×112×141 900 8，000

　　　　ノノ
3｛｝00T

〃 30f）o 〃　332 （200／30）×2 422×146×141 1，810 16，〔｝00

〃

ビオリス2垣
（プレステージ24∫） 3～30 20～330 240 24（36） 100／6 80×64×52 95

東　京　貿　易　機　械
ビオリス12∫ 2～25 20～200 120 30 1〔〕0／3 52×60．5×43．5 32

〃　241プレミアム 2～30 20～250 240 36（24） 100／6 80×67×52 95
〃

TBATM－120FR 1．5～35 80～
比色800
電解質600

100 200／15 160×87．5×122 570
東芝メディカルシステムズ

AccuteTM 2～25 120～
比色400
電解質600

35 100／15 103×79×105 320

TBATM・－c16000 1．5～35 80～
比色1600
厄解質600

206 200／15 201×125×122 680
〃

〃　　－c8000
　2～35
（1．5～35）

160～
（80～）

比色800
宅解質600

〃 ノノ ノノ 650

TYB－9 2～35 20～35〔〕 180 　　20
（ISE付23） 450以下 62×55．5×57 65

東　　洋　　紡　　績
〃　－18 〃 20～400 450 　　40

（ISE付43）
7〔｝0以下 97×69×58．2 135

〃　－40 〃 20～350 560 　　60
（ISE付63）

90〔｝以下 77×62×50．5 150
〃

Colnpolyse－450 2～35 20～400 180 52 100／5．5 77×62×50．5 125 980 ISEオプション
ニ　　　　　プ　　　　　ロ

JCA－BM　2250
Bi・Majesty

2～30ω．1
μLステツプ）

1f）～150（O．1

μLステップ）
2，250テスト／h
　（ISE付）

最大103
（ISE付） 最大3K

分析部：170×93×ll5

操作部：70×70×148
700 5，660

・
検体前希釈方式（P－5625倍）・最終反応液量：60μ1，・2秒．リ．ンプル分注．1ノ・イクル

日　　本　　電　　子
JCA　BM6050
　　　ノノ

　　　（01～25　　　　　1

μLステップ）
5～70（0．1
μLステツプ）

1，800　〃
　（　〃　）

〃 ノノ
分析部：148×92×ll3
操イ4三剖～　：74×73×148

600 4，960
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JCA－BM　6010
　　　〃

〃
5～300（0．1
μLステップ）

1，200　〃

　（　〃　）
〃 〃

分析部：122×85×111

操作部：70×70×148
450 3，870 IIbA、c測定オプション

〃

JCA　BM　9130
　　　ノノ

1．48｛HbAl、のみ｝2’：ζ鳴・↓・ぐ1’

5～70（0．1
μLステツプ）

1，800　〃
　（　〃　）

〃 〃 鋼i耀ζ昌； 600 5，380
1血1球成分（HbAlc）

血漿成分（Glu）の同時測定

JCA・BM　8｛｝60
　　　（01～25　　　　　1

μLステップ）

　　　（〔〕15～70

μLステップ）
生化学：最ノ：7訓テスト！h

ISE：最大L棚テストh
最大203
（　〃　）

200／60
分析部：5㈲×135×126

操作部：74×73×148
2，650 17，500 最小反応液量50μL

〃

〃　　8040 〃 〃
生化学：最ナ：4柳テストh

ISE：最大酬けストh
　〃
（　〃　）

200／40
分析部：452×135×126

操作部：74×73×148
1，940 12，200 〃

〃　　8030 〃 〃
生化学最大3，6　けストlh

ISE最大1細テス団
　〃
（　〃　）

200／35 ≧：：：碧璃ζ㍑
1，500 10，500 〃

〃

〃　　802｛｝ ノノ 〃
生化学：最大2．珊テストh

ISE：最大L8〔1‖テストh
　〃
（　〃　）

200／25 鱗：：：サ麟｝ll
1，110 7，500 〃

7700 1）しジ・一ル2～却

PモジュールL5～：15 120～300
構成により異なる

（最大細～8細けスト〆h）

構成吐哩なる｛槍杣

（ISE付19～89）
構成によ畷なる 構成により異なる 轍によ畷なる

ル（ノシ．ハン：増設免ヅ蛋」貞日詐IIDi三）髄厄元Il；・　◆　ダイープグ　ノ　ペ　7・イ　ッ　ク　ペ（株う）

日立ハイテクノロジーズ
7180 1．5～35 〃 最大8｛｝0テスト／h 　　86

（ISE付89）
100／30

分析部：145×測）×1鴉

　（分析部のみ）
分析部：約㈱
操作部：約3〔〕

7〔〕20 2～35 180～500 最大200　〃 　　36
（ISE付39）

100／15 72×72×108．5 約190
〃

9000 1．5～35 100～250 最大LOOO〃 最大63
（ISE含む）

100／30 188×104×130
（分析部のみ）

　約460
（分析部のみ）

LABOSPECT　OO3 〃 〃 最大320　〃 　〃　42
（ISE付45）

100／20 132．5×85．9×126 約270
〃

〃　　　008 L5～35
ノノ

　構成により異なる
（最大2川1～81‖朋テスト佃

構旗L哩なるロ〔トm

uSE付73．120）
構成によ嘆なる 構成により異なる 構成によ哩なる

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

お問合せ

ください
移動式ディスクリート方式臨
床化学自動分析装置

古　　野　　電　　気
〃－180 〃 20～400 450 　　40

（ISE付43） 700以下 77×62×50．5 135 〃 ノノ

〃　400 ノノ

20～350 560 　　60
（ISE付63） 900以下 97x69×58．2 150 〃 〃

〃

ユニセルDxC　60〔J　PRO ノノ 〃 99〔〕 65 1．81K 157．5×104．1×
］57．5

713．5
メンテナンスフリー試薬／検体バーコード対応

ベックマン・コールター
〃　　800PRO 〃 ノノ 1，440 70 L89　K 177．8×104．1×

157．5
782．4 緊急モジュールで11項目を

約2分3〔〕秒で報告

モジュラーアナリティ
クス〈P＞ 2～35 20～270 800 44 4K 245×］10×108 850

ロシュ・
ダイアグノスティックス 　　〃

〈D＞ 2～20 〃 2，400 16 〃 245×110×169 1，000

　　ノノ

〈PP＞ 2～35 〃 1，600 86 6K 365×110×108 1，250
〃

　　〃
〈DP＞

ノノ 〃 3，200 60 〃 365×110×169 1，400

　　〃
〈PPP＞

〃 〃 2，400 86 8K 485×110×108 1，650
〃

コバス6000〈501＞ 1．5～35 5～180 600 63 4．6K 188×104×130 約510 3，900

ポイントケムP60 3～30
R1，R2；
20～300

3 6 100／4．8 31×56×47．5 25 380 富士フイルムメディカル（株）販売

和　光　純　薬　工　業



12 5．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムDコンセプト1、1D－02

SD－4810
生化学：6
電解質：22

3（15項目同時
　測定時）

生化学22，
　電解質 最大300 40．8×33×13．2 10

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
　　　　〃　　　　　D－03
SD－4820

6 〃 生化学22 〃 40．8×33×16 11 小型遠心分離機を内蔵

スポットケム1MEZ
SP－4430 4～6 63 〃 80～100 33．8×20．3×16．7 5．4 〃

〃

ポケットケムTMBA
PA．4130

20 200秒／検体 血中アンモニア 単三電池×2 12．5×8．7×3．1 0．23

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

〃　　5．1FS 〃 800 69 200／20 234×84×133 640 3，900

Piccolo　xpress
ピッコロ　エクスプレ

loo 14 100／2 15．3×32．4×

　　20．3
5．1 250 専用ローター使用

セントラル科学貿易

富士ドライケム
800

50 lmin／検体 3 100／0．2 19×26．5×11 2．5 95 電解質専用
富士フイルムメディカル　　　／

　　〃
100タイプN

10 2　〃 1 〃 〃 2 37 アンモニア専用

　　〃
7000シリーズ

比色10
電解質50

比色電解質混合
で190テスト／h

30 100／3 54×42×45 40 420～490 7000・i・s3タイプ
〃

ポイントケムP60 3～30 17min／検体 16 100／4．8 31×56×47．5 25 380 比色／HbAlc測定可能

　　　ノノ

4000シリーズ
6および10／
　項目

比色・電解質混合で

　77テスト／h
30 100／2 41．5×39×290

（PF付きはr）47）
ノノ 270～340 4000・i・s3タイプ

〃

富士ドライケム
800

50 1テスト／分 3 100／0．2 19×26．5×11 2．5 95 電解質専用
和　光　純　薬　工　業

　　　〃
100タイプN

10 3〔｝テスト／h 1 〃 19×26．5×12 2．0 37 アンモニア専用

　　　〃
4000シリーズ

比色6～10
電解質50

77　　〃 30 100／2 　41．5×39×29
（PF付きはD＝47）

23 340～270 4000・i・s3タイプ
〃

　　　ノノ

7000シリーズ
〃 190　　〃 〃 100／3 54×42×45 40 490～420 〃

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

サンプル量 処理能力 測定法 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムIMSG
SG－1220

70 40 電極法 8 200 20×23×33 7．2

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

GEMプレミア3000 135～150 20 9 100／1 30　　5×30．7×
43．2 13．4 380

アイ・エル・ジヤパン
〃　　　4000 65～150 〃 15 100／3 30　　5×38．1×

45．5 20．0 900
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ラピッドラボ1265 95～200
1検体

60秒以内
電極法，吸
光度測定法

15 400 52×54×58 30．8 1，550
カートリッジ式試薬，メンテナンスフリー電
極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
〃　　　1260 95～150 〃 〃 10 ノノ 〃 29．5 1，350 〃

〃　　　1245 35～150 〃 〃 9 〃 〃 30．8 1，150 〃

〃

〃　　　1240 35～100 〃 〃 4 〃 〃 29．5 950 〃

Rapidpoint　400 100～200 〃 ノノ 9 150 55×30×42 15．5 600 電極，試薬一体型カートリッジ
ノノ

〃　　　405 〃 〃 〃 14 〃 〃 ノノ 800 　　　　　　〃
COオキシメーター付

ラピッドラボ348 40～95
　1検体45～90秒

〃 8 80 38×38×37 13 700 ボンベ内蔵，透析液測定モード付
ノノ

〃　　　248 60～85
　　ノノ

45～120秒
〃 4 〃 38×32×37 9 500 小型，計量，静音設計

OPTI　CCA　TS 最少125 120秒以下
　蛍光測定
光吸収，反射率

9 110以下 36．2×23×12 5．5

シ　　ス　　メ　　ッ　　ク　ス

アーマ2000 180 60
デイスポカートリッジ

20 充電式バツ
　テリー 24×29×13 2．4

ポータブル型ガス
製造販売業者：平和物産（株）

常　　　　　　　　光

GASTAT－600 100 30 電極法 4 100／1．5 36，6×47．1×48．7 15 300 pH，　pCO2，　pO2，　Hct
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　　－601 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 400 〃　　（パソコン内臓）

〃　　－6〔｝2i 〃 〃 〃 8 〃 〃 〃 600 pH，　pCO2，　pO2，　Hct，　Na，

K，C1，　Ca
〃

〃　　－603ie 〃 〃 〃 10 ノノ ノノ 〃 800 pH，　pCO2，　pO2，　Hct，　Na，
K，C1，　Ca，　Glc，　Lac

〃　　－6040x 130 20 〃 13 〃 ノノ 〃 900 plL　pCO2．pOz，Na，K．CいCa，
tllb，　FO2Hb，　FIIHb，　FCOHb，
FMetHb．　sO．〃

〃　　mini 50 15 センサーカ
　ード式

6 100／1 23×10×7 1．2 150 携帯型でプリンター内蔵

SP－CCX 60～210 23～38 電極法 19 400 56．7×43．7×43．8 27．3 1，380

ノバ・バイオメディカル
〃－pHOx＋ 50～110 50 〃 11 200 38×38×30 8．2 680

アイ・スタット300F 40～100 20 12
9Vリチウム電池

専用充電地
7．6×23．6×5．8 0．575寸．59〔 150～160 専用カートリッジ使用

により1～8項目同時測定
扶　桑　薬　品　工　業

ABL　800　FLEXシステム 35～195 21 電極法 18 250 70×53×55 33．9

ラ　ジオ　メ　ー　タ　ー
〃　　5 35～85 30 ノノ 3 60 34×20×39 8．6

ABL　80　FLEXシステム 70 〃 9 130 22×28×40 8．5

〃

血液ガス，電解質分析装置Roche　cobas　b　121

68 30 電極式 10 150以下 35．4×41×46．7 約17 650
ロシュ・ダイアグノスティックス

Roche　cobas　b　221　〈3＞ 112／148 31 〃 11 100／2 51．2×58．7×54．9 48 1，100

〃　　　　　〈4＞ 〃 〃 ノノ 17 〃 ノノ 〃 1，250
〃

〃　　　　　〈5＞ 172／210 30 ノノ 14 〃 〃 〃 1，200
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〃

〃　〈6＞ 〃 〃 〃 20 〃 ノノ 〃
1350　，

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

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

希望価格商　　品　　名

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

AES320 25～50 60 100／10 98×67×148 220
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

〃　630 〃 165 100／20 140×70×150 280 サンプリングステーション付有

常　　　　　　　　光
CTE－880 25 65 セレカーVSP

シーメルJ
〃 92×77×150 250 80，000検体メモリ

〃　－2800 〃 100 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃　－98〔〕0 〃 266 〃 〃 117×86．7×150 〃 〃

〃

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

ヘ　レ　ナ　研　究　所
REP 50 60～90 REP用ジェル 100／20 91×75×147 170 高電圧で泳動可能

SPIFE　3000 15 6 SPIFE用ジェル 100／15 85×58×30 35 IFE（免疫固定法）専用機器
ノノ

8．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

電子冷却ECP－10 　寒天
アガロース

100／2 31×41×20 15 35

常　　　　　　　　光
等電点Eセット セパラックスEF 100／1 30×30×10 2 14．5

パルスフィールド電気泳動装躍ジーンパスシステム

2 アガロースゲル 1K
’鵡源部18・B〆175
熔鍋嚇‘羅㌧；，二11イ

，ドン　ノ　lb・18・1メ

ll；・ノ9

380 CHEF方式
バイオ・ラッドラボラトリーズ

9．デンシトメータ装置（Densitometer）

サンプル量 処理能力 OD測定
範囲

記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

EDC 0～4．0 PC経由印刷 1（10／6 80×76．2×142 108
可視光・蛍光の測定が可能PC接続による

多機能デンシトメーター
ヘ　レ　ナ　研　究　所

クィックスキャン 0～2．1 〃 100／2 52×55×18 15 可視光測定用デンシトメーター



10．高速液体クロマトグラフィー装置（lnstrument　for　High　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 μL 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

アダムスTMエーワンシー
HA－8170

4 40 320 53×53×53 44
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

D－10システム 全血5 20 180 40．2×47．6×53．4 35

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

自動グリコヘモグロビン分析計

HLC－723G8
3 60 180 53×52×48（90SL時） 34（90SL時）

東　　　　ソ　　　　ー 全自動カテコールアミン分析’卜〃－725CA　II

3 500 68×60×78＊ 90＊ ＊分析部のみ

HLC－723GHb　V 3 27 100 55×58×50 72 お問い合わ
せ下さい

日　本　ケ　ミ　フ　ァ
〃　－723G7 〃 50 160 53×55．5×48．2（90SL時） 49．5（90SL時） 〃 290SLタイプも有り

〃　－723G8 〃 60 180 53×51．5×48．2（90SL時） 34（90SL時） 〃 29〔〕SL，100　SL－GAタイプ有り

〃

JLC－500　Amino　Tac 1～200 加水ll8分
生体：6〔｝分 1．2K 95×75×90 250 1，800 アミノ酸自動分析機

日　　本　　電　　子

11．その他（Miscetlaneous）

15

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，自動化学会推奨サイズ（13φ75mm）の試験
管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．

ア　ジ　ア　器　材
オートチューブ・スピッツ

オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少罐：検
体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．

ルミネッセンスリーダ
AccuFLEX　Lumi400

生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白ln1球貧食
能・抗酸化能などの測定） 約100

　本体約26×36×25
分注ユニット約16x2｛lx2〔｝

約10
約4．3

168

ア　　　　　ロ　　　　　カ

ダイレクトボンプ
RD

特長：小型・軽量・低騒音・低発熱設計な，キャンド
式の小型渦巻きポンプ

28．8 7．8×8．8×7．55 0．4 2．5

イ　　　　ワ　　　　キ
エアーポンプ
APN

クリーンな吸気・送気が可能なダイヤフラム式エアー
ポンプ

15 8．6×9．4×7．8 0．5 2．2

エアーポンプ
APN－W

エアー混入液移送が可能なダイヤフラム式エアーポンプ 11．5 4．0×8．0×5．5 0．21 2．1

〃

マグネットギヤポンプ
MDG Max．95℃の高温液対応可能なシールレスギヤポンプ 24 9．0×15．4×8．05 1．2 8

定量ポンプ
V

バルブレス構亡でエアーロックのない高精度な止Ttポ
ンプ

5．8 16．1×5．2×6．0 1．1 12
〃
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1

ダイヤフラムポンプ
TSDP　5，10，20

気液混合流体の吸引に最適 特注可能
東　京　貿　易　機　械

プランジャーポンプ
TSMP－50～1000

小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性 〃



核医摩（RIA）機器

免疫血清検査機器



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

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

メーカー
希望価格商　　品　　名

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

オートウェルガンマシステム

AccuFLEXγ7000シリーズ
〃 7001：350

7010：450

70（）1約99×98×142

70ユ0約133×98×142

7001：約棚
7Dl｛｝：細8｛1

LlO（1～L300

ア　　　　　ロ　　　　　カ

オートマチックガンマーカウ
ンター　　　　4／200 RIA各種 約200 60×56×52 114 500～

セントラル科学貿易
〃　10／600 〃 約300 102×60×80 140 780～ 10本検出器

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムTMバイダス
SV　5020

43 項目により
異なる 最大36 プレパツク

方式
180 57．5×55×45 40

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

全自動化学発光免疫測定装置MIO2

　心疾患マーカー他

5～100
最大400
テスト／h 5～100 L2K 120×70×130 350

エイアン　ドテイ　ー

AIA．21 33 10～125 120 パック 1K 98．5×73．5×135 200 2，280 東ソー社製
栄　　研　　化　　学

〃　60011 37 10～100 60 〃 250 81×62×51 72 〃

AIA－360 33 〃 36 〃 40×40×52 29 〃

ノノ

〃　－1800ST 37 ノノ 180 〃 500 165×93×125 300 〃

〃　1800LA 〃 〃 〃 〃 〃 165×110×125 〃 〃

〃

AP－960
EIAプレート
搭載項目 10～200 項目で変動 10～200 100／15 92×76×65 150 1，600

協和メ　デ　ッ　ク　ス
AP－96 〃 〃 〃 〃 100／6 59×63×52 80 1，200

AP－X 〃 〃 マイクロプ
レート6枚

〃 100／15 130×80×148 360 2，200
〃

TRITURUS 98 105×72×87 120 主にリウマチ関連，l／n栓関連項
目の測定

G　R　I　F　O　L　S

バイダス 項目により
異なる 最大90 プレパック

方式
100／3 105×53×44 65 1，500 日常のメンテナンス不要

シスメックス・ビオメリュー

ミニバイダス

感染症，ホル　　　、　斥ノずモン，心肋マ

ー カー，他計

47項目
〃 最大36 〃 100／1．8 57．5×55×45 40 480 〃
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デイド　ベーリング

べ一リングELISA
プロセッサーIII

項目による 項目による 項目による 分析部450 115×58×60 136 1，980 最大1〔〕プレート測定

自動エンザィムイムノアッセイ装置

AIA　36〔〕
38 10～100 36 パック 250 40×40×52 29

東　　　　ソ　　　　ー
　　　　〃
〃60011

41 ノノ 60 〃 〃 81×62×51 72

全自動エンザイムイムノアッセイ装置〃2｛100ST

〃 〃 200 〃 700 150×91×126 400
〃

　　　　　〃
〃．2〔｝〔｝OLA

ノノ 〃 〃 〃 〃 150×120×126 〃

AIA－60011 40 10～100 60 200 81×74×51 70 980

日　　水　　製　　薬
〃　．20〔｝OST ノノ

10～125 200 700 150×91×126 400 2，480

〃　2000LA 〃 〃 〃 〃 150×120×126
ノノ 2，680

〃

〃　・360 38 ノノ 36 250 40×40×52 29 360

アレルギー特異IgE測定装置Diapack200｛｝

54 50 3rlテスト／25分 260～310 500 75×63．5×51 100
お問い合わ

せ下さい EIA法
日　本　ケ　ミ　フ　ァ 全白動酵素免疫測定装置MIO1

〃 〃 最大400
テスト／h

〃 1．2K 120×70×130 350 〃 〃

全自動マイクロプレート
EIA分析装置Evolis

項目による 項目による 項目による 500 113×76×95 95 1，500 検体分注から測光まで全工程
を自動化

バイオ・ラッドラボラトリーズ
　　　　　ノノ

EIA装置PhDシステム
〃 〃 〃 200 71×56×71 35 900 検体1μLから分注

14．蛍光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　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 μL 検体／h μL V／A W×D×II（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

IMXアナライザー 25 150 15～40分 700 70×63×36 43

アボツ　ト　ジヤパン
AxSYMアナライザー 36以上 83～275 80～120 L8K 160×85×155 275 1，580

エルジア・FS120〔〕 23 20～100 180 1．5K 142×80×128 360 1，600

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
HISCL－2000　Z 12 10～30 180 2K 110×100×136 353

ストラタスCS 4 70～90 3 400 69×56×46 64 700 心筋傷害マーカー測定専用機

デイド　ベーリング

エバネットEV20 22 8～150 18 200 52×47×26 28 350

日　　水　　製　　薬

移動式免疫蛍光分析装置シオノスポットリーダー

BNP 27×25×15 約2ユ 98

フ　ク　ダ　電　子

LPIA－A700 42 3～70 118 20～250 1．5K
　本体：95×71×60

Uボックス：35x65×50
250

三菱化学メディエンス



20 15．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Nephelometric　lmmuno　Assay）

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

メーカー
希望価格商　　品　　名

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

IMMAGE　800 36 3～8 180 21 〃 110．5×64．8×762 123

ベックマン・コールター

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

スポットケムDコンセプトID　Ol
SD－3810

CRP．RF，
HbAk，尿中

Alb・Cre（A／C）
50 約6（1検体

　測定時）
プレパック
　方式 最大300 40．8×33×13．2 8

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
スポットケムIMIM
SI－3511

CRP，　ASO，

　HbAlc
ノノ 4～6（1検体

　測定時）
〃 100 33×22．4×18．5 6

Banalyst　Ace
ABM－001 CRP 4 8 20 100／3．15 34×29×27 9．5

ウ　シ　オ　電　機

免疫凝集測定装置PAMIA　50

18 10 120テスト／h 1．05K 105×58．5x79．5 122

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　ノノ

〃　　　40i
〃 〃 70　　〃 480 76．5×56．6×58．2 68

CRP－3100 CRP 5 12 1cell 70 13．5×29．0×37．｛｝ 7．5 140 全血全自動型0．2～33mg／dL

日　本　光　電　工　業

LPIA－S500 39 3～50 150 20～300 1K
本体：69x75x53

Uボックス：23x46x4〔1
150

三菱化学メディエンス
〃　－A700 42 3～70 118 20～250 1．5K

，靱：瓢毛i〔1、、，
250

〃　－NV7 47 2～35 200 〃 1K
　本体：71×72×50

Uボックス：23x45x38
150

〃

17．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 μL テスト／h μL 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II 血漿蛋白 10～1〔｝0 225 40 450 124×63×72 160 2，500

デイド　ベーリング
BNプロスペック ノノ 〃 70 〃 〃 107×63×60 115 950
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18．免疫比濁測定装置（lnstrument　for　Turbidimetric　lmmuno　Assay）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

LPIA－S500 39 3～50 150 20～300 1K
　本体：69x75x53
Uボックス：23×46×40

150

三菱化学メディエンス
〃　－A700 42 3～70 118 20～25〔｝ 1．5K

　本体：95x71×60
Uボックス：35x65×5〔1

250

〃　－NV7 47 2～35 200 〃 1K
　本体：71×72x5｛l

Uボックス：23×45x38
150

〃

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ARCHITECT∫2000 36以上 4～150 最大200 4．7K（最大） 173×112×122 522 2，980

アボッ　ト　ジャパン
〃　　　　‘2000SR ノノ 〃 〃 3．OK（最大） 155×125×122 490 3，500

ARCHITECT『1000SR
〃

ビトロスECiQ 32 10～80 90テスト／h
200／6
100／12 112×74×130 366 2，145

オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

AU　3000　i 240テスト／h 200／30 170×144×12〔｝ 710
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

ADVIA　Centaur 30 10～200 240 50～45f） 220／15 184×105×131 545 3，220

協和メ　デッ　ク　ス
〃　　　　CP 15 180 107×74×81 166 2，000

AP．96C 2 10～200
96穴マイクロ
プレート1枚 10～200 100／6 63×74×52

9〔〕 1，200
〃

ACS：Centaur　XP 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×134 545 3，500 360度ステータスライト，ディ
スポチップ

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
ADVIA　Centaur　CP 25 〃 180 〃 880 107×74×81 166 2，000

180検体／時の処理能力，省スペースベンチトップ型

イムライズ2000 最大24 5～100 200 項口により
　異なる

20〔｝／6 152×76×119 403．7 2，500
〃

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

デイド　ベーリング
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フ　ク　ダ　電　　子

免疫発光測定装置パスファースト
BNP，ミオカビン
ト吋ニン1，CK　MB 360 37．5×57×51 約33 390

富　士　レ　ビ　オ
ルミパルスノ（フォルテ） 43 10～140 120 項目により

異なる 2K 125×80×150 404 1，950

〃　　Presto　II 38 10～100 240 〃 3．5K 150×82×137 650 2，980

〃　　S 42 10～140 60 〃 580 95×70×60 80 980
ノノ

〃　　G1200 37 〃 120 〃 1．7K 120×80×133 330 2，05〔〕

Access　2 46 100 100 99×61×47 91

ベックマン・コールター
ユニセルDxl　800 ノノ 400 200 172×96×170 521．6

〃

〃　　　　600 〃 200 〃 156×96×170 484

イムライズ1000 最大12 5～100 120 項目により
異なる

100／6 114×63×47 113 880
三菱化学メディエンス

〃　　2000 〃　24 〃 200 〃 200／6 152×76×119 403．7 2，500

ACS：Centaur　XP 30 10～200 240 50～450 2K 184×105×134 545 3，5〔｝0 360度ステータスライト，ディ
スポチップ

ノノ

ADVIA　Centaur　CP 25 ノノ 180 〃 880 107×74×81 166 2，0｛〕O

180検体／時の処理能力，省スペースベンチトップ型

パスファースト 最大6 80～100
6テスト／バ
ッチ（17分）

カートリッ
　ジ単位

360 37．5×57×51 33 390
〃

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

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

TDXFLXアナライザー 27 50～500 15～22 660 70×60×35 49

アボッ　ト　ジャパン

21．その他（Miscellaneous）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムIMIL
SL　4720

インフルエンザウイ

ルスAおCRP

5」〔｝．15．20分

（項日による）
22．5×21．7×8．3 3 イムノクロマト試薬を差し込む

だけの簡単操作で測定可能．
ア　　ー　　ク　　レ　　イ



DM－JACK 3項目選択 ～ 10 180 ～250 100／3 42×46×43 25 850 HbA1、，　GLu
1，5AG，　GA

協和メ　デ　ッ　ク　ス
〃　　　II ノノ 〃 〃 〃 100／6 107×70×107 100 1，600 HbA2。，　GLu

1，6AG，　GA

〃　　Upgrade
ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 43×47×52 33 850 ノノ

〃

ELISA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。

イムノクロマトリーダ
C10066

12 21．5×23．5×9．2 1．6

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

モジュラーアナリティクス〈E＞ モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法 220／20 245×110×114 895
ロシュ・
ダイアグノスティックス 〃　　　　〈EE＞ ノノ 〃 365×110×114 1，350

〃　　　　〈PE＞ 〃 〃 ノノ 1，300
〃

ノノ　　　　〈EEE＞ ノノ 〃 485×110×114 1，805

〃　　　　〈PPE＞ 〃 〃 〃 1，710
〃

〃　　　　〈EEEE＞ ノノ 〃 605×110×114 2，260

コパス6000＜601＞
ノノ 4．6K 217×104×114 約620 3，700

ノノ

〃　　〈5011601＞ 〃 ノノ 309×104×130 約960 5，700

コパスe411ラックシステム 電気化学連続発光法，卓上型 1．25K 170×95×80 約250 2，200
〃

〃　　　ディスクシステム 〃 1．OK 120×73×80 約180 1，800

23
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血液検査機器



26 22．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Multiple　ltem）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

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

μL 検体／h 種　　類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

スポットケムTMCL
SB－1420

30 60 電気抵抗法 18 190 31．5×37×
　　47．5

21 微量血モードあり
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

スポットケム’IMCL
SB　1430

55 〃 22 250 38．2×48．5×
　　　52

38 〃

アボッ　ト　ジャパン
セルダインサファイア 117 106 レーザー多角度

偏光散乱分離法
32 900 121×81．3×

　　76．2
170．1 CD61，　CD3／4／8測定可

〃　　3700 20～355 60～90 ノノ 25 1．55K（最大） 76×79×68 131 網赤血球測定可

〃　　3200 20～250 60～70 〃 24 800（最大） 48×83×74 105．5 〃

〃

〃　　　1800 30 60 電気抵抗法 18 90｛｝（最大〉 66×53×45 55 600 10，000検体分の検体記憶容量

〃

〃　　　ルビー 150～230 68～76
レーザー多角度
偏光散乱分離法

24 600 86．4×76．8×
　　49．9

105．2 2，200 血小板のレーザー測定

MYTHIC　18（J） 9．8 60 電気抵抗法 18 5〔｝以下 25×34×35 9 1，500検体メモリー可能
（USBで追加可能）

エイアンドテイ　ー
〃　　220T（J） 16．7 45 〃 22 150以下 〃 11 〃

ADVIA　2］20 175 120 光学法 75 100／15 141×68×86 193 3，700
CSF（脳脊髄液測定）モード
標準搭載

シ　ー　メ　ン　ス　HCD
〃　　212〔〕i ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 3，800 　　　　　〃

体液モード搭哉
多項目自動血球分析装置XT－2000i

りL　l；1｛8
80

RF／DC検出力式フローサイ　ト　イト

リー法
31 530 53．0×72．0×

　　63．0
76 ネットワーク対応

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　　　〃
XT－1800i

〃 〃 〃 24 〃 〃 ノノ

　　　　　　〃
XE　5000

サンプラモ・一ド130
CPモード2〔川
キャピラリ．一モード40

150～113
RF／1）C検出方式フローサイ　トメ　ト

リー浸．
32 1K 70．6×53．5×

　　71．1
108．5

〃

　　　　　　ノノ

XE－2100
ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 134．5

〃

　　　　　　ノノ

SE－9000
…露㌍1織； 120 RF／DC

検出方式
23 1．86K 1］0．8×61．8×72 165

多項目自動血球分析装置
自動網赤球測定ユニット
SE90（10／RAM　I

〃 120～70 〃 28 3．03K 150．8×82×72 204
多項目自動血球計数装置K－4500

サンプソモード：20〔〕

㍍1昆㌍ごド〕‡； 80 〃 18 600 58×63×60 50
〃

　　　　　　〃
SF－3000

…二蕊1已溺； 〃 フローサイト
メトリー法

23 〃 58×73×60 62．5

〃

　　　　　　〃
KX・21

全血モード：50
希釈モード：20

60 DC検出方式 18 230 42×35．5×48 28

　　　　　　ノノ

KX　21N
〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 ネツトワーク対応

チケットプリンタとの接続可能

　　　　　　〃
KX－21NV（動物川）

〃 〃 〃 25〔〕以下 42×35．5×48
ノノ

〃

　　　　　　〃
POCH．100　i

全血モード：約15
希釈　〃　：20 約24 〃 8 約150以下 18．5×46×35 約14

〃

　　　　　　〃
POCH－10〔〕iv（動物用）

全血モード：約15 〃 〃 ノノ 〃 ノノ ノノ

自動血球計数装置F820

20 86 〃 15 160 38．7×39．7×
　　32．5

20
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　　　　〃
F－520

〃 144 5 105 25．2×39．7×
　　32．5

12．5
〃

自動網赤血球測定装置
R－350〔〕

覧顯ば：三曇； 120 フローサイト
メトリー法

8 2．395K 110．9×82．1×72 134．5

　　　　　〃
R－50〔｝

50 40 〃 3 550 48×50×60 50
〃

多項目自動血球分析装置
XSシリーズ

20 60 〃 24 210
32×40　　　　3×
　　41．δ 24

セルタックF
MEK　8222

55 80
電気抵抗法レーザー散乱

22 360 61．3×55．（1×58．3 55 780 USBポートで高速データ転送
日　本　光　電　工　業

　　　〃　　E
MEK　7222

〃 〃 〃 250 38．2×48．5×52 38 515 静脈血微量血の選択

　　　〃　　　α

MEK．．6318
30 60 電気抵抗法 18 190 31．5×37×47．5 21 385 〃　30μL／10μL

〃

　　　〃　　　α

MEK－6308
ノノ 〃 〃 8 〃 〃 ノノ 355 〃

　　　〃　　　α

MEK．6400
〃 〃 〃 18 120 23．0×45．0×

　　38．3
18 385 キャップピアスユニット内蔵

〃

エースカウンター
FL　250CBC

10 60
屯気抵抗法
シアンメトへ．仁グ
ロビン法

8 80 30×40×41 16 360

フ　ク　ダ　電　子 動物用目動血球計数装置LC　152

12 37 〃 〃 150 36×32×42 14 420

自動血球計数装置
LC－660

1〔〕 55 電気抵抗法
　比色法

18 〃 26×45×43 17 〃

ノノ

LH　785 550 105
アキュカウントテクノロジー

V岱フローサ朴テク加ジー
35 2，080

本体102x61×89
スライドーか一75x69x53

スフイド力利・’船76珊

1：136

ベックマン・コールター
〃　780 300 llo 〃 1，220 102×61×89 93

〃　755 550 105 29 2，080
雑，1脱㌫潔λライ村テ什一印ド：6潮 野36

〃

〃　750 300 110 〃 1，220 lO2×61×89 93

〃　500 185 75
アキ功ウント5［恒ク川ジー

VCS〔狛フロ討イト｝クノ［」ジー 26 1，440 62×62×85 95
〃

HmX ノノ 〃
　電気抵抗法

VCSテクノロジー
24 〃 〃 〃

ペントラ60LC－50〔〕0 5DIFFモード53
CBCモード130

60 電気抵抗法＋
吸光度測定

26 最大200
44．4×48．1×

　　51．6
35 530 白血球5分類測定

堀　場　製　作　所
Microsemi　LC－660 10 ノノ 電気抵抗法

吸光度測定
18 〃 26×45×43 17 420 白血球3分類測定

ペントラ80LC－5501J 5DIFFモード53
CBCモード30

80 電気抵抗法斗
吸光度測定

26 300 82×57×54 55 白血球5分類測定
〃

Pentra　DX　120 200 　60．120
（モードによる）

i務馨繊題一ザー、声起蛍）㌣1ノ、

45
杢体：so〔工以
㍑（仙ぷ蒜：：　・　ノト〉

森竹1：1，㌍一＝孟　別力　　ノト） 舎。（T：
已．1㌘　刀）

網赤血球・赤芽球・白血球系の幼
若細胞測定が可能

〃　　XL　80 53 80
　宅安机抗7ノ、
吸光且7ノ、8（レD日SS
（亡孔抵抗ソ　ト虎，
　　過度rノ）

26 230以下 82×57×54 55 高濃度検体は自動希釈して測定
〃



28 23．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 μL 検体／h 種類 V／A W×D×H
　（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

CGO2 25 粘稠＆散乱光
　　方式

PT，　APTT，

Fib，　TB，　HPT
DC　24／1．8 23．5×24．1×10．6 3 95 アットウィルより販売

エイアンドテイ　ー
CG101 6～33 100 散乱光度法 〃 〃

KC　1デルタ 全量法 磁気センサー法
PT，　APTT，

Fib，因子他
40 14×21×8 1．2

エム・シー・メディカル
〃　4　〃 半量法 〃 〃 150 35×45×12 6．5

Hemostatis　Analyzer 10
60individual

　supports
凝固・線溶 50×94×71 80

G　R　I　F　O　L　S

CS－2100 懸蕊鱗 120テスト／h 凝固法合成基質法
免疫比濁法凝集法

顯13合成頗6ラテックス比濁5

1，340 77．5×67．5×86．5 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
CS－2000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

コアグレックス800
臣蝦1謬温酉DD．10

300
散乱光度法，

　吸光度法

綱13合成8質5ラテックス比濁5

1，100 58×66×119 150 　998
（本体のみ）

〃
全自動血液凝固測定装置CA－7000 蕎揮書：16°

外因子定量’5

500テスト／h 〃
早不6㍉品㌔F控
髭錫1脇嬰三巳

1，450 105×62×76．5 145

　　　　　　〃
CA－6000

PT．APTT：50
嬬窪】19三m°：④
内　　〃　　：10

300　〃 〃

鷲罵辱：ξきpCH）P工）Dダィマー

930 87×55．2×86 75 ※合成基質，免疫比濁はオプ
ション

〃

　　　　　　〃
CA－1500

PT．APTT：50
辮塁主1？ξ“n）：孜）

内　”　：10
120　〃 〃

昊舗顯撒1℃工・コ）PJ）Dダイマー

720 78×78×50 84．5

　　　　　　〃
CA－550

議塀品u…AT　m　FDP：10

最大50〃
光散乱検出方式

比色法方式

鷲謝麟i識1皿）P力1）ダイマー

400 54×49×47 45
〃

　　　　　　ノノ

CA－510
歳惜穿：：1；°

TTO：20
〃　　　〃

光散乱検出
方式

PT，APTT，Fbg，

　TTO，HPT
〃 〃 〃

　　　　　　〃
CA－530

PT，APTT：5（⊃

欝蹴’° 〃
光散乱検出方式

比色法方式
PT，APTT，Fbg，
TTO，HPT，ATIII

〃 〃 〃

〃
自動血液凝固測定装置CA－50

殿惜穿、：］6°

TTO：20

光散乱検出
方式

罫韻玉璃b阜定量

32．8×31×10．2 4

コアプレスタ2000 2～100 最大400
凝固時間法
合成基質法ラテックス比濁法 凝固・線溶 67×70×119 170

積水メ　ディ　カル

エバネットEV　20 8～150 18 蛍光免疫法
FM，　FDP，　P－FDP，　D

ダィマrAT　lll，PIC
200 52×47×26 28 350

日　　水　　製　　薬

ROTEM－Gamma 300 4チャンネル
　トロンボ
エラストメトリー

190 46×40×19．5 16 480

フィ　ンガルリ　ンク

ACL　100 10～50
110（PT－FIB同

　時測定） クロット法 凝固 300 75×63×45 52 180 PT－FIB　1試薬同時測定
三菱化学メディエンス

〃　200 〃 〃
　クロット法
発色性合成基質法 凝固・線溶 〃 〃 〃 200 〃

〃　8000 〃
175（PT－FIB同

　時測定）

　クロット法
発色性合成基質法

ラテックス凝集法

〃 350 92×60×60 63 780 　　　　　〃
ランダム測定

〃

〃　9000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 880 〃



29

〃　　10〔｝00 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 920 〃

〃

Elite　Pro ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 940 〃

ACL　Advance 〃
240（PT　FIB

同時測定〉
ノノ 〃 300 104×63×59 84 1，100 ノノ

ノノ

〃　TOP 〃
360（PT　FIB

同時測定）
〃 〃 330 151×76×73 150 1，880 ノノ

STA－R　Evolution
25～200
5μL毎可変 最大300

ビス三シラf’
アイプ　クシ　1ン
力式

凝固時間合成基質

　免疫比濁
230／11 121×82×125 20〔〕 寸法・重量は本体のみ

ロシュ・
ダイアグノスティックス

STA　Compact 25～200
5μL毎可変

150 〃 〃 ］00／15 98×66×64 125 〃

COAG　2 25 粘稠＆散乱光
　　方式

PT，APTT
Fib，TB，HPT

100／1．8 24×24×11 3 95 （株）エイアンドティー製造販売元

和　光　純　薬　工　業

24．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 μL V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

WBA　Neo
ISK．1 200×4 SFP 100／3 25×50×43 20 オプション：データーアナライザー

ア　イ　エ　ス　ケ　ー

MCMヘマトレーサー
7］2

100／200 12 透光度法 180 52×40×22 15

エム・シー・メディカル
　　　　〃
704

2〔｝0 4 〃 75 31×19×13 3．5

PA－20 300 2
レーザー散乱光，

LED濁度法
100／2 41×33×13 8．5

興　　　　　　　　和
〃　．200 〃 4 ノノ 〃 55×32×15 14

WBA　591 500（全血） 1 インピーダ
　ンス法

55 33×22．8×15 5．9 98 全血測定　簡易タイプ
フィ　ンガルリ　ンク

〃　592 〃 2 〃 120 38×33×15 8．2 180 〃

490－2D
5000r250

（PRP）
〃 Born法 100 33×44×15 1L5 206 PRP測定

〃

700－2
500（全血）／500

0r　250（PRP）
〃

インピータンス
法／Born法／ルこネツセンス法 150 36×46×22 18 540 全血／PRP／ATP放出　測定

25．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 mL V／A W×D×II（Cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ベスマティック60 1．0 60 ウェスタグ
レン変法

100 56×32×27 17

エム・シー・メディカル
〃　　　　20 〃 20 ノノ 60 40×27×27 18

〃　　　EASY
ノノ 10 〃 18 14×15×22 1．2

〃

〃　　　　30 〃 30 〃 65 51×50×35 20
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常　　　　　　　　光

モニター100 L28 100 レート法 100／1 29×44×18 7 バーコードリーダー

〃　　40 〃 40 〃 〃 33×31×20 5 〃

〃

〃　　20 ノノ 20 ノノ 〃 29×26×18 4 〃

〃　　12 〃 12 〃 ノノ

24×26×20 3

ESR－quick　15 1．8 15 CCDカメラ
画像処理

100／3 39×43×29 25 160 従来の2時間値を30分で測
定。真空採血管ダイレクト法テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　6000BP 〃 60 国際標準法 〃 53×35×43 〃 300 バーコード対応

〃　－1000 〃 10 ノノ 〃 32×17×47 11．5 48
〃

Quick　eye 1．12 20 CCDカメラ
　透過法

100／1．5 39×45×28 12 230 1時間値を20分で測定
結果は沈降カーブによるパターン表示

ベスマティック20 1．0 20 ウェスタグ
レン変法

60 40×27×27 18

東　　洋　　紡　　績
ミニベス 〃 4 ノノ 9／0．3 38×46×13 17

ベスマティック30 ノノ 30 〃 65 51×50×35 20
〃

Roller　20 150μL 同時測定18検体 100 32×56×58 23．2 210 EDTA血使用，　LIS対応
フィ　ンガルリ　ング

Rhotometrical

Capnlary　stopped

flow　Kinetic

allalysis

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

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

セルダィンエスエムエス 30～200 80～120 1．5K 84×89×71 12〔〕 ウェッジ法
アボッ　ト　ジャパン

ADVIAオートスライド 75 120 91×70×50 60 1，200

シ　ー　メ　ン　ス　HCD

塗抹標本作製装置SP－1000‘

200 120 650 87×86×66 100

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 遠心塗抹装置HEG　NSP
ノノ 19×43×23

（閉蓋時）
20

ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本
の作製．スピナー法，4，700rpm

自動染色装置HEG　NST

44．6×62×40 33
ライト染色，ズイドムザ染色やf也の染色

鎧麓晶一緬娼9畜59例∫能・
〃
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27．血液像自動分類装置（lnstument　for　Blood　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

血液細胞自動分析装置MICROX　HEG　50S

50
自動顕微鏡ユニット

　50×55×47
80

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 血液像自動分析装置HEG－L

80 400
自動顕微鏡部40．4×44×71．8

73

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

Cytomics　FC　500 指定なし 120
レーザーフロー

サイトメトリー
同時5カラー 3K 90×74×61 80 1，650～ 5カラー，オートサンプラ内蔵

ベックマン・コールター

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ID－Gelstation 10～50 30カード／時 100／3 100×60×650 87
オ　　リ　　ン　　パ　　ス

オーソ・オートビュー
Inllova

　血漿40
3％赤血球浮遊1｛〕

　48（ABD血1液型）

36体規則抗体スクリー

　　ニング）
　ABD
Screen等

1．15K 140×75×92 230 2，100
オーソ・クリニカル
ダイアグノスティックス

30．その他（Miscellaneous）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

プラビーズ・カラム 2．5mL
コラーゲン

ビーズカラム法
ラージサイズ
　ビーズ

血小板粘着能測定用
ア　イ　エ　ス　ケ　ー

〃　　　　・PAG 〃 〃 スモールサイズ
　　　〃

〃

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

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



32 血液分類計数器
LADIC－12

測定項口：白血球12，赤血球12
測定法　：顕微鏡目視手入力 17×25×12 1．5 RS232C接続可能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス 骨髄像分類計数装置LADIC－300 測定項目：血液像12，骨髄像48，記憶検体データ最大6万件，時系列データ表示

測定法：顕微鏡目視手入力 30×25×10 7 〃

C－Chip（NI　Grid）

DHC－NO1
10μL 2チャンネル／1枚

包装単位
5｛倣／箱

75×25×L6（mm） 2．0
（使い捨て血球計算盤）

測定部厚み0．Imm
フィ　ンガルリ　ンク CChip（FR　Grid）

DHCFO1 20〃
ノノ

20〃 〃 0．8
（　　　　〃　　　　）

　　〃　　　0，2mm
C．Chip（NI＆FR　Grid）
DHC．・NF 15〃 〃 各25〃 〃 2．0

（　　　　　　〃　　　　　　）

測定部厚み
NI：01mm　FR：｛｝りmm〃

CChip（BT　Grid）

DHC・BO2
10ノノ 〃 20〃 〃 0．8

（　　　〃　　　　）
測定部厚み0．工mm

赤血球変形能測定装置RheoScanD

5〃 1　　〃
　スリットフロー

エクタサイトメトリー
190 46×40×19．5 10 400 使い捨て測定セル

微量サンプル測定
〃

フ　ク　ダ　電　子

自動血球計数CRP測定装置FL　278CRP

150 30×40×41 18 488CBC　8項目＋CRP定量
測定方式；WBC，　RBC，　Ilct，　PLT：電気抵抗法
　　　　　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

自動血球計数CRP測定装置LC・178CRP

白血球3分類含むCBC　18項目十CRP定量
測定方式；上記に同じ

150 30×40×41 18 530
〃

自動CRP測定装置LT’128

CRP定量。測定方式：ラテックス免疫比濁rate法 100 29×41×41 〃 288

呼気中13CO，分析装置
POCone

測定項目：呼気ガス中のBCO2比率の変化量
測定方法：非分散赤外方式

200 22×36．1×27．2 96
〃

マイクロタイピングシステム

ID　Ge1Station
輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単に
したカード型の全自動マイクロタイピングシステムです

300 100×60×65 　85
本体のみ

1，850 オリンパス㈱製造販売元
和　光　純　薬　工　業

　　　　　〃
カード用遠心機ID－Cerltrifuge　24S

〃 100 37×41×17 12 68 ノノ

　　　　　〃
カード用遠心機ID－CeIltrifuge　6S

〃 60 27×31×17 6．7 40 〃

〃

　　　　　〃
カード用恒温機ID－Incubat〔〕r　37S　I

〃 200 31×34×19 6 32 〃

　　　　　〃
カード用恒温機ID－Incubator　37SII

〃 〃 36×42×21 9 68 ノノ

ノノ

　　　　　〃
自動遠心判定機ID－Reader　SA

〃 100 46×52×33 68 550 ノノ



繍欝検査機器

尿検査機器
病理検査機器



34 31．微生物分類同定装置（lnstrument　for　Bacterial　ldentification）

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

デイド　ベーリング

マイクロスキャン
WalkAway　96Plus

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

　〃
〃　　　40Plus

〃 〃 97．8×86．4×73．7 170 2，000 ノノ

　　　　ノノ

autoSCAN－4
比色法 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置

ノノ

RAISUS 蛍光／比色法 1K 84×90×127 180 1，500

日　　水　　製　　薬

BDフェニックス
比色法，比濁法，

　蛍光法
100／12 112．5×74．5×105．9 15L4 1，680 同定／感受性同時測定

日本ベクトン・ディッキンソン

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

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

希望価格
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

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

〃　　　　　60 〃 ノノ 〃 〃 1，500
迅速報告，同定感受性試験結果
自動検証システム（AES）を搭載

バイテック2　ブルー／バイテック2　XL ノノ

（バイテック2）

　ユ0鵬

（バイテック2）

100x71×67

｛バ行ック2）

　ユ00

（バ行ック2）

　1，800
〃

〃

ミニアピ 比色及び比濁法 100／2 43×46×35 25 450

マイクロスキャン
Walk　Away　96Plus

比色法，比濁法 ドライパネル 可 1．25K
97．8×86．4×
　　94．0

182 3，300 同定／感受性同時又は個別測定

デイド　ベーリング
　〃
〃　　　40Plus

〃 ノノ 〃 〃
97．8×86．4×
　　73．7

170 2，000 〃

　　　　〃
auto　SCAN－4

比色法，比濁法 ノノ 〃 120 48×58×25 18．1 800 パネル自動読み取り装置
〃

RAISUS 蛍光／比色法 乾燥プレート 可 1K 84×90×127 180 1，500

日　　水　　製　　薬

BDフェニックス
比色法，比濁法，

　蛍光法
ドライパネル 可 100／12 1／2．5×74．5×

　　105．9
151．4 1，680 同定／感受性同時測定

日本ベクトン・ディッキンソン



33．DNA・RNA測定装置（lnstrument　for　DNA・RNA　Analysis）
分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

バイエルルミノメーター
HC十

　　TMA
（化学発光測定）

94検体／5時間 40 45．72×66．67×45．72 19 　1，088
（機具一式） TMA定性分析用装置

シ　ー　メ　ン　ス　HCD

ニュークリセンス
Easy　Q

リアルタイム

NASBA法
48検体／1．5h 200 42×42×22 20 480 RNAを等温増幅するNASBA法と

モレキーX．一つー一じ一　7ンによるリア
ルタイム検出装置シスメックス・ビオメリュー

TRCRリアルタイムモニター
TRCRapid．160 TRC法

16サンプル／
　バッチ

250 35×32×24 17
転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による

RNA増幅・検出法
東　　　　ソ　　　ー

COBAS　AMPLICOR 遺伝子増幅 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

MP－12
DNAハィブリダ
　イゼーション

12 100 38×64×55 47 750 自動核酸抽出機

コバスTaq　Man 遺伝子増幅 1．2K 114×75×95 237 2，100 リアルタイムPCR検査用
自動測定装置

〃

〃　Ampli　Prep
DNAハィブリダ
　イゼーション

〃 165×74．5×93．5 310 1，100 自動核酸抽出機

〃　Taq　Man　48 遺伝子増幅 0．6K 45×75×50 55 700 リアルタイムPCR検査用
自動測定装置

〃

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

希望価格会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

AbbotDη2000　sp
自動核酸抽出装置 血清・血漿 24～48

磁性粒子
抽出法

1．2K 176．5×79．4×25．4 314
お問い合わせ下さい 全自動，各種検体可（専用DNA・RNA抽

出試薬により高純度核酸抽出可能）

アボッ　トジャパン

ニュークリセンス
MINI　MAG

血しょう，血清，

喀疾，便，その他
12／0．75h

磁性シリカによ

るBOOM法 43．8×1L4×15．3 3．6 80 DNA／RNA同時抽出，高収
量・高純度，コンパクト

シスメックス・ビオメリュー
　　　ノノ

easy　MAG
ノノ 24／0．6h 〃 100×65×53 125 960 共通試薬とプロトコールで種々の検

体から同時に核酸抽出

核酸抽出装置
AGE－96

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

バ　イ　オ　テ　ッ　ク

Magtration　System
12GC　PIus

全血組織など 12検体／30分 240 50．0×53．4×57．4 55 410 UVランプ付，バーコードによる検
体管理システム（オプション）

プレシジョン・システム・サイエンス

　　　　ノノ

BA－X
ノノ 5検体／40分 26．0×45．0×55．0 26 100 最大全血3mLからのGenome

DNA抽出

35



36 35．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

4ccスポイトL バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，よ
り確実に検体処理が行えます

ア　ジ　ア　器　材
15mLスクリュースピッツ DNA測定検査などの，前処理容器として使用できます

バクテアラート3D
連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装
置，検出原理はCO、産生による色調変化により検出

100／10 85，2×61．7×91．4 160 980 同時測定可能検体数：240検体
シスメックス・ビオメリュー

　　　〃
コンビネーション

〃 100／6 49，6x622×78．1 90．7 580 〃　　　　：120検体

バクテアラート3D60 〃 ノノ 58．8×49．7×60．9 41 240 〃　　　　：60検体
ノノ

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

セントラル科学貿易 ANOXOMAT嫌気培養システム ・
オランダで90％の市場占有率を誇る．・最大4個まで嫌気培養ジャーを接続可能．・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能

473 32×55×27．5 32 120～

トキシノメーター
MT－5500

エンドトキシン及び（1→3）一β一D一グルカンの測定が同時に行え，

グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です．
100／22 35×42×35．6 13 280

和　光　純　薬　工　業



37

36．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オズモステーションTM
OM－6060

20～30 200以上 0～2，000 160 32×35．5×34 19

ア　　ー　　ク　　レ　　イ

37．尿分析装置（Urine　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オーションマックスTM
AX・4030

225 定性 13 150 53×53×53 41 演算項目P／C比
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

ポケットケムTMUA
PU　4010

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

オーションイレブン1－M
AE－4020

514 〃 13 45 21×32．8×16．4 3．6 〃

〃

US－1000 180 定性 10 60 30．0×32．5×13．1 3 98 テラメックス社製
栄　　研　　化　　学

〃－2200 720 〃 〃 100 40．0×38．5×25．5 10 250 〃

〃－3100Rplus 276 〃 〃 200 60×75×58 49 790 ノノ

〃

〃－3300 411 ノノ 〃 〃 62×116×58 64 980 〃

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

クリニテックアトラスXL 225
定性／微量アルブミ

ン・クレアチニン
14 100／3．5 72．4×65．5（5）66．0 86．5 985 色調・混濁測定可，アルブミ

ン指数を自動計算
シ　ー　メ　ン　ス　HCD

〃　　　アドバンタス 500 〃 ノノ 72 39×35×32 7．2 240 オートスタート式日本語カラータッ
チスクリーン

〃　　　ステータス 60 〃 〃 100／0．3 17．1×27．2×15．8 1．6 12．8 小型で初のタッチパネル
〃

URISYS2400
尿自動分析装置 最大240 定量

㌔1講躍協鴇桝替：
，僧燐ら仁イへ・一’首ノし己・．潜加　　土培 200 53×65×67 85

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
Urisys　1800
尿自動分析装置 最大600 〃 濁度以外上と同じ 60 42．5×37．5×36 11

UA・ROBO－700∫ 180 定性 13 100／6 81×111×128 200 1，590
尿検査の前処理と尿定性分析を
全自動で行います．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

プレテスターRM－805 300（最大） 定性 18 100／0．5 28×21×10 2．8 65 小型尿検査装置
和　光　純　薬　工　業

〃　　　RM－6050 600（最大） 〃 〃 100／1 41．5×45×39 25 245 尿化学分析装置



38 38．尿沈渣分析装置（Urine　Sediment　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h μL 数 V／A WXD×H　（cm）
kg 万円

特　長　・　備　考

オーションアイキューTM
IQ－5210

60 フローサイト

メトリー法 約1000 自動分類13 最大565
　本体：

53×61×57
本体：
42．5

ア　　ー　　ク　　レ　　イ
パソコン：
25×43×43

パソコン：

　12．5
全自動尿中有形成分分析装置UF－50

50 フローサイト

メトリー法 約800 5 2．18K 48×56×70 55

シ　ス　メ　ッ　ク　ス
　　　　　〃
UF－110‘

100 〃 〃 〃 2．5K 60×61×71 68

　　　　　〃
UF－1000ゴ

〃 〃 〃 ノノ 500 58×68．7×61．5 67
〃

U－SCANNER　II 100 顕微鏡
画像解析 約120 　5（詳細分類一部可能） 1K 70×69×57 80 ラック搬送ユニット含む

東　　洋　　紡　　績

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

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

OCセンサーμ
ワンステップ
　レイト法

80 ラテックス
　凝集

150 32×53×42 26 300 多摩精機社製
栄　　研　　化　　学

〃　　　　neo 〃 250 〃 500 63×60×58 70 698 アロカ社製

〃　　　DIANA 〃 280 〃 〃 63×56×56 60 〃 〃

〃

HM－JACK
テラックス
　凝集法

180 ノノ 100／3．2 55×50×50 45 450

協和メデックス
〃　　Plus 〃 ”　． 〃 100／2．8 50×53×49 30 650

ヘモリアス200 比色法 180 ラテックス
免疫比濁法

150 50×61．5×45．4 35 430

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

FOBITWAKO 金コロイド
　比色法

250 金コロイド
　比色法 最大820 62×60×57 65 580

和　光純　薬　工　業
QUICK　RUN 〃 10検体／16．5分 〃 100／1．2 24．5×30×30．5 11 94 便潜血小型精密分析装置

尿中髄液中総蛋白測定可



40．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

12mL沈渣スピッツ
12mL沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．

ア　ジ　ア　器　材
11．5mL沈渣スピッツ ノノ

39



40 41．自動組織細胞染色装置（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　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

数 数／回 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

協和　メ　デ　ッ　ク　ス
Opti　Max　Plus 40 40枚／1回2時間 100／4 122×61×69 76 980

i6000 60 60椥1回3時間 100／3 98×61×46 53 1，200

ダ　コ　・　ジ　ヤ　パ　ン
ダコAutostailler　plus 最大64バイアル 48スライド／回 102×69×61 63．5 試薬ドロップディスペンサー方式

〃　　Plus　Link 最大42バイアル 〃 〃 〃 〃

ダコArtisal1 最大50パック 〃 75×60×50 51 特殊染色システム
〃

42．画像処理装置（lmage　Analyzer）

測定項目数 画素数 モニター
（インチ）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

血液細胞画像ファイリン
グシステム　LAFIA

　最大
80，000枚

有効画素数：
768x494（R，G、B）

17インチ
フルカラー

合計：約IK以下 本体22x45刈1陵更あり） 合計：
10〔｝以一ド

CL／SV型により，　Webブラ
ウザでの画像参照等がII∫能

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

43．画像撮影装置（lmage　photographic　System）

検出方式 画素数 励起光 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
nm V／A W×D×II（cln） kg 万円

特　長　・　備　考

ゲルドキュメンテーション鱗斤システム

デルドックXR CCDカメラ 1360×1〔｝24 302UV 400 60×36×96 32 300
バイオ・ラッドラボラトリーズ

44．その他（Miscellaneous）

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
特　　　　　　　　長

V／A W×D×II（cm） kg 万円

マルチトランスチューブ スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定など
の固定容器，特殊染色容器としても使用できます．

ア　ジ　ア　器　材

自動固定包埋装置
Histra　QS

処理工程：9，処理能力：20カセット／回 100／12 56×50×66 60 超音波を利用し短時間化を実現

常　　　　　　　　光 迅速脱灰・脱脂・固定装置Histra・1）C

脱灰，脱脂，固定の処理が従来の1／5～1／6の時問で
処理が可能．

〃 40×37×34 20 ノノ



免疫組織化学染色用前処理
システムPT　Link 26×65×26 12

前処理（脱パラ，親水化，抗原賦活処理）

の簡略化、安定した染色性の提供
ダコ　・　ジ　ヤ　パ　ン

前処理タンクニ2タンク
スライド収容枚数：48枚
Autostainerスライドラックで，2スライドラックを1タ
ンクに収容可能

41
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生理機能検査機器



44 45．呼吸機能自動検査システム（Automatic　Respiratory　Function　Analyzer）

測定項目 検出方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

電子スパイロメータ
SP－350　COPD

COPD重症度ステージ解析機能
測定方法；スクリーン型ニューモタコ方式

フ　ク　ダ　電　子 多機能電子スパイロメータ
SP－770　COPD

COPD解析機能
測定方法；上記に同じ

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

測定項目 検出方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ブラッダースキャンシステム

BVI　6100
膀胱容量 超音波法

3．8Vリチウム

イオンバッテリー
0，309

シ　ス　メ　ッ　ク　ス ブラッダーマネージャー
BVI　3000

〃 〃
13．2mW

　　〃
23×32×7 7．3

47．超音波骨密度測定装置
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

超音波骨密度測定装置
CM－200

60 51×30×21 11 お問合せく
　ださい

古　　野　　電　　気

小型で持ち運び可能であるので骨検
診等のスクリーニングにも適してい
ます．測定指標：SOS，測定時間：
10秒，測定精度％CV：0．5％以下
（ファントム測定時）



システム



46 48．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）

ホスト／

サーバ
C　P　U

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　析
データ
入力方式

端末台数
オンライン

分析計台数
検査項目数 データ

保存日数 万円
特　長　・　備　考

メックネットTMコアラボ
生化学，血清，
　血液，尿

Windows　2000
Server

オーダリング，
　キーボード

別途相談 任意 制限なし
ディスク容
量による

臨床検査システム
ア　　ー　　ク　　レ　　イ

〃　　　　ミニラボ 〃 WindowsXP 〃 1～4 ～
8 〃 〃 データ管理システム端末

〃　　　ケアラボ 〃 ノノ 〃 1～3 〃 〃 ノノ クリニック用データ管理システム
〃

　　　〃　　　　SMBG
Viewer 血糖

Windows　2000，

　　XP
メーター接続
キーボード

医療機関向け血糖値管理ソフト

synergy（シナジー） 〃 キーボード 診療データファイリングシステ
ム，フリーウェア

〃

MELAS－i（検体）
生化学，血清，
血液，尿一般 Windows

オンライン，K／B，㏄R，OMR他

1台～ 1台～
ディスク容
量による 250～

アイテック阪急阪神
〃　　（細菌） 細菌 〃 〃 〃 任意 〃 単独での導入も可能

〃　　（輸血） 輸血 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃

〃

〃　　（生理） 生理 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃

Path　Mate 病理 〃 〃 〃 〃

〃

検査結果web参照システム 臨床支援 ノノ ノノ

TOHMAS－i 健診 〃

オンライン，K／B，㏄R，OMR他

1台～ 任意 〃

〃

〃　　Followup 〃 〃 〃 〃 ノノ 単独での導入も可能

感染制御支援システム 感染制御 〃 〃 〃 〃

〃

検体検査
CLINILAN　L　R　P　Suite／Gレ2

生化学，血液，
血清，一般，RI， Xeon

オーダーエントリ
　OMR，　OCR，　　用手法 1～ 任意 999999 任意 検査業務システム

エイアンドティ　ー 輸血検査・製剤管理
　　〃　　／BT

輸血 〃 〃 ノノ 〃 9999 〃 〃

細菌検査

　　〃　　／MB
細菌 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ノノ

病理検査
　　〃　　／WebPath

病理 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

検査室管理支援
　　〃　　／LM

生化学，血液，血清，一般，RI，細菌

ノノ 〃
在庫管理・
コスト管理支援システム

〃

臨床検査情報ブラウザ
CLINIWeb－2

〃 〃 〃
検査結果参照・
検査状況参照システム

個別検体データ検証
CLINIEEL　Zone－2

生化学，血液，
血清

〃 〃 検査業務支援システム
（精度管理）

〃

感染症コントロール

CLINILAN　LRP　Suite／ICS 感染症 〃
オーダーエントリ

　　用手法 2～ 任意 9999 無制限 感染症管理業務

検査情報リファレンスデータベース

CLINILAN　RefDB

生化学，血液，血清，一般，RI，細菌

〃 1～ 検査情報支援システム
〃
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臨床検査システム
FORZ

生化学，血液，
血清，一般 オーダリング 9999 200～

エクセル・クリエイツ 健診システム
　〃

人間ドック，一
般，特定健診 OCR他 〃 300～

画像ファイリングシステム
　〃

顕微鏡，エコ
　ー，X線他

DICOM，
JPEG他 200～

〃

在庫管理システム
　ノノ

物品消耗品 バーコード
スキャナ

〃

ハートレー
HARTLEY

生化，血清，
血液，一般

P4，2．8G以上
オンラインIK凪マウスバーコード1〕一ダなど

1台～ 任意 999，999
　無制限

DISK容量獺
200～
3，000

直感的な画面遷移でフレキシブル！

各種アラート機能を装備
オ　　ネ　　　ス　　　ト 感染管理支援ICTweb

感染対策 〃
オンライン，K凪マウス

　　など
〃 300～

3，000
院内感染対策に有用な情報を視
覚的に提供するシステム

アステイ

ASTY
一般細菌，

抗酸菌
〃

オンライン，K凪マウスバーコードリーダなど

1台～ 任意 9990r
9999

〃 150～
1，500

200施設以上の導入実績を誇る
システム

〃

フィルス
Phyls 生理 ノノ ノノ ノノ 〃 999，999 〃 150～

2，000
オーダエントリシステムとも連
携可能な安価なシステム

ルーノミ

RhoOBA
輸血関連
交差適合

〃 〃 〃 ノノ 〃
20年以上

DISK糧次第
150～
1，500

同種血に限らず，血漿分画製剤
や自己血の管理も可能

〃

キーウェアソリューションズ
Medlas　21＋ 検体検査 1 KB，　OCR 1台～ 1台～ MAX

99999 3年以上 350～

〃　－SHIPL 300～

臨床検査システム
SIMS

生化学，免疫学

血液学，尿一般 Pentium オンライン，キー

ボード，OMR等 任意 任意 ～ 9，999
ディスク容
量による

別途見
積り

小林ク　リエイ　ト 検査報告照会システム
TRAS

〃 Webブラウザ 数十台 〃 〃 〃 Webサーバー：IIS
イントラネット対応

BAY－URINAシステム
尿定性，定量，
　　沈渣

ペンティアムIII

　700MHz
オンライン
キー入力 MAX5台 2 70 約1年間HDD

容量による 285～
シ　ー　メ　ン　ス　HCD

臨床検査情報システム
SISシリーズ

血液，凝固，

　尿一般
Pentium　III

550MHz以上
キーボード，

　マウス
別途ご相談 最大30

台を想定
最大9，999 別途ご相談 CL／SV型

シ　ス　メ　ッ　ク　ス

TMC臨床検査総合シス
テム

生化学，血液，免疫，一般，病理，細菌 Windows
2003Server

オーダリング，
OCR，　OMR，手入力 1～ 1～ 制限なし

ディスクの容

　量による
テク　ノ　メ　ディ　カ

臨床検査システム
JCS－33L

生化学／免疫血
清／血液／尿一
　　般等

Windows　2003
OMR，　OCR，

　バーコード
，ラ鍔箭眠

2～任意 100 9，999 100万受付 構成によ
り異なる 迅速検査システム

日　　本　　電　　子
　　　〃
JCS－50L

〃
Windows　2003

　Server
OCR／バーコード／キー

　　ボード等
1～任意 〃 30，000 ノノ 〃

迅速検査システム，各種カスタマイズ，WEB版Dr支援，細菌サブ，請求処理等

臨床検査システム
Hi－Labo－S

生化，血液
　一般等

オンライン入力，

㏄民OMR手入力 1～ 1～ ～3000 5年
ニ　　ュ　　ー　　コ　　ン

　　　　ノノ

Hi－Labo－P
〃 ノノ 〃 ノノ

～1000 〃

輸血製剤管理支援システム

HD－TRANS⑪
血液 〃 〃 ノノ 20年

ノノ

病理検査管理支援システム
HISTOMATIC 病理・細胞診 オンライン入

力，手入力
〃 〃 5年

総合健診システム
K－EXAM－plus⑪

生化，血液
　一般等

オンライン入力，

眠OMR手入力
〃 ノノ 〃

〃

Hi－Laboシステム
Webドクター支援システム

検査システム
　　の照会

ノノ

～3000

　　　ノノ

細菌検査システム 細菌，微生物 オンライン入
力，手入力

〃 1～ 5年
〃

　　　〃
生理検査予約システム 生理検査予約 ノノ ノノ 〃 〃



48 Labostream 検査全般 PCサーバ
キーボード，
OCR，　MSR，他 任意 任意 9，999 制限なし Windows　XP

日立ハイテクノロジーズ
Lavolute 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

検査対象

分　　野

検体搬

送方法
ラック種 処理能力

接続分析

装　　置

消費電力 寸法 重量
メーカー
希望価格システム

構　　成
V／A W×D×H（cm） kg 万円

特　長　・　備　考

検体搬送システム
IDS－880シリーズ

生化学検査

血清・免疫検査 蓼鍮縄蓼 1本搬送 1本ホル
ダー方式

構成により
異なります

各メーか約30
圃妾続実績あり

構成により

異なります
構成により異な
　　ります

構成にギち餐　づ
お問合せ下

　さい

・設置スペースに合わせ配置麺可能・再栓，ストックヤー略種ユニット組給才）せ可能

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
； 凝固検査

血糠関連検査

搬入・遠心・搬出・分析
装置接続・ストックヤードほか 〃 〃 〃

各メーカー接続

　実績あり
〃 ノノ ノノ ノノ

；

尿・一般検査
搬入・ラベル発行・分
注・分析装置接続・搬
出・ストックヤード・ほか

ノノ 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 〃

・尿カップでの雛継が可能・尿加プから尿スピッツへの分注が可能

〃
自動分注装置IDS－2000シリーズ

生化学，血清
搬入・栓抜・血餅検出・分注・

　ラベル発行搬出
ノノ 〃 200検体／時 163×82×156 300 〃

IDS－880シリーズとの接続によ

り，分析装置への接続可能

　　〃
IDS－3000シリーズ

〃 ノノ 〃 ノノ 300検体／時 220×90×153．5 510 ノノ ノノ

ノノ

検体前処理分注装置

APS－3000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 構成による 構成に

　よる
構成による

構成に

よる

構成に
よる

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　ノノ
LabFLEX2500

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

CLINILOG
Ver．2

生化，血液，血清，

　凝固，免疫

㌶高檎1泌経竺ッ　ト．タ・一ミナルス　トッカの組み合わせ

ラツク
方式

日立／A＆T

5検体ラック
構成により
異なります

1止∋A　　Z〔エ01→R．
Il76‘）‘，．AIA
2］・コアグレ㌢．ク
ス、コニ　ノレ　ジ　ノ　．

ユニットにより
　異なります

ユニットに

よ哩なり

ます

構成により

異なります

エイアンドテイ　ー 　　　ノノ

Ver．3
ノノ

投人，遠心，開栓，分
注，バツフア，回収モ
ジユールの組み合せ

1本ホル
ダ方式

A＆T瀬体ラック
〔検体投入に棚｝

〃

δ都モ酬レ多号一ル，外部サンプリ　ング装置

〃 ノノ 〃

バイオプリズム
サンプル及び
データ管理 150～

N　E　C　ソ　フ　ト

HSトランスポーテーション

システムHST－Nシリーズ 血液検査
頻舶動血球分糠置・綱赤血醐定

　装置・塗抹標本作製鑓

ベルトラ
イン方式

シスメツク橡
／0本ラック

XE－21｛｝O
R－350｛［

SP　100
シ　ス　メ　ッ　ク　ス 凝固縫検体搬送システム

CSTシリーズ 凝固検査 全自動血糠固測定装置 〃 〃 CA－6000
CA－5000

HSトランスポーテーション

シス私XじAlpha　N 血液検査
多項胆動血球分析装置・塗

　　抹標本作製装置
〃 〃 XE－2100

SP－100
ノノ

　　　〃
SE－A］phaR

〃
多項目白動血球分析装
置・綱赤1白球測定ユニ
ット・塗抹標本作製装
置

〃 〃
SE－9000／RAM－l

　SP－］00

　　　〃
SF－Alpha

〃
・多項目自動血球分析装

置・塗抹標本作製装置
〃 〃 SF－3000

SP－100
〃

USトランスポーテーション

システムUS－Alpha　IV 尿検査
・尿中有形成分分析装

置・全自動尿分析装置
〃 ノノ UF－100

AX－4280
検体小分装置PTD－700

分注・希釈・撹拝
各種ラック

に対応可能
400 90×90×112 100

柴　崎　製　作　所

自動開栓装置APNシリーズ

各種 800～4500／h 100／15 100×70×110 200
ポンチ型打抜き方式のフ
ィルム栓採血管専用

大　　扇　　産　　業
　　　ノノ

ARDシリーズ
〃 600／h 〃 70×70×110 150 ゴム栓採血管専用

ディスポ式開栓装置APNシリーズ

300～2000／h 150×150×160 300 コンタミ防止機能付
ノノ



自動尿分取装置UA・ROBO－600A

尿検査
ベルト

コンベア
100／h 100／3 79×75×135 150 1，180

テ　ク　ノ　メ　ディ　カ
　　〃
UA・ROBO－600B

〃 ラツク
方式

120／h オプションで可 〃 79×106×135 160 980

一
般検査前処理システム

UA・LABELER－1
〃 〃 5秒／本 〃 56×51×61 40 480

〃
自動検体仕分け装置SS－ROBO－800 径φ12～16．5

長さ75～100mm 6種分け ラツク
方式

5本ラック
10本ラック 600検体／h 特注で可能 100／10 170×90×150 400 4，500

採血後の検体を各検査内容に応

じてラックに仕分けします．

検体搬送システム

JLA－701T
生化学，

　免疫
搬送 ラツク

方式

5本又は10本ラック対応

最大1800
検体／時

生化学，免
　疫他

100／40 構成により異なります
載により

異なります

構成により

異なります 検体搬送システム
日　　本　　電　　子

検体前処理システム
生化学，免疫血清，

　血液，凝風尿

・検体投入部・遠心分離モジュール欄栓モジュールほか ラッ　クに
よるベル
トコンベ
ア搬送

日立5本ラック他 250～姻検体時構成

使用条件により異なる
日立7700
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

嘆なる

日立ハイテクノロジーズ

MSシリーズ 生化学，血
清，血液，他

分注，ラベラー，開栓，

自動遠心器，振分け

ベルト

ライン方式

1本，5本，

　10本
構成内容によ
り異なります

各メーカー
接続実績あり

レイアウトに
より異なります

問い合わ

せ下さい
各ユニットサイズの
変更可能です

メディカルジャパン 分注システム
MSシリーズ

生化学，血清 分注，ラベラー 〃 1本5本 250検体／h ノノ
構成により
異なります

〃 コンパクトサイズ

高速分注システム 〃 ノノ 〃 〃 2，500　〃 〃 〃 〃 〃

〃

検体受付システム 生化学，血
　液，他 振分け・印字 〃

1本，5本，

　10本
1，200　〃 〃 〃 〃

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

49

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

ラツク種
処理能力 バーコード種

ラベルサイズ

　（mm） V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

ラベルプリング
F－20

102mm／秒
　（最大）

NW－7．　COI）E　39，

　CODE　93．
CODE　128．　IAN．他

幅25．4～108 20×17×24．5 2．2

アステックコーポレーション

サーマルラベルプリンタ

TM－L90
　最大
150㎜／秒

9種の他2次元シンボル3種

幅34～76 24／1．7 14×14．8×20．3 1．9

エ　プ　ソ　ン　販　売
インクジェットプリンタ

TM℃100
　〃
35㎜／秒

グラフィックデータとして印刷

幅43～102 約11 21×34．5×15．2 2．0

ラベルプリンタ
ip－65

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

　　18．1
3

小林ク　リエイ　ト
　　　ノノ
ip－205

〃 〃 標準50×32
標準50×35

〃 〃 〃

バーコードラベラー

VL－150
4秒／本 7種 標準50×32 300 22．4×35．1×

　　29．5
15

〃
採血業務支援システム・1’P「es　gea「

100本以
上／8管種

径φ12～18
長さ75～100

専用トレイ

〃 〃 標準53×35 800 55．0×84．1×
　　116．5

200

健診採血業務対応i－pres　fit

1｛［0本以

㍊鴇
ノノ 〃 5秒／本 〃 〃 175 66×66×55 55

〃

ラベルプリンタ
KP－300

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

　　　〃
ip－225

100mm／秒
　　8種2次元コード 標準50×32

標準50×35
150 19．8×24．7×

　　18．1
3

〃

レスプリシリーズ
1408／R408：
2，3145，6インチ／秒

T412／R412’234／秒

眠一旬払IAN／EANC嘘孤〔波凪

泌1酬W－7，楓タマパーコード，

OE　PDF417．油xコード

幅25～115
長さ15～397

380
（最大）

T：19．8×22．5×16．O

R：19．8×22．5x18．1
約3．0

サ　　　　ト　　　　ー
SR400シリーズ

300㎜／秒
　（最大）

眠一班JAN腿NJW他
欲元コード｛PDF寸17，QRコード魁

幅22～128
長さ6～397

200
（最大）

27．1×45．5×30．5 15



50 HTLabel 対応 50枚／分 10×30
12×24

4 インクジェットプリ
ンターでラベルシステムバイオティックス

Barcode　Label 〃 ノノ 14 10×60
12×24

7 インクジェットプリ
ンターでバーコード

採血管準備システム

BC・ROBO－787
20～100 同時搭載種類

4～28種類
専用トレイ

専用ラック

最大約400
人分／h（1患
　老4本）

NW　7，　code　128他 50×30
50×35他

1000（基
本構成）

90x124×85．5
　（基本構成）

270 豊富なオプション有り．

テク　ノ　メ　ディ　カ 採血管準備装置BC・ROBO－686
〃 　　〃

4～12種類

専用トレイ

〃 〃 〃 〃 90×124×78
（基本構成）

265 12管種で低価格．

　　　〃
BC・ROBO－888

100 　〃

8種類
〃

最大約300
人分／h（1患
　者4本）

〃 〃 800 60×75×118 240 新製品，省スペースと
安心のバックアップ．

〃

小型採血管準備システム

BC・ROBO－mini　20
20

　ノノ

4種類
〃 5秒／本 〃 〃 500 44．5×43×55．5 35 コンパクトサイズで

卓上型．

　　　　〃
BC・ROBO－mini　40

40
〃〃

〃 〃 〃 ノノ 500 44．5×43×75．5 40 〃

〃
バーコードラベルプリンター

BC－450SR

NW　7他2次元コード

各種
380

（最大） 19．8×23×18．1 3 熱転写方式（SR）
感熱方式（S）

ラベルプリンター

MJP－01
約7行／秒 NW－71TF

コード39他
最大58×
　80φ

11×19×11 0．6

メディカルジャパン
　　　〃
MJP－02

100㎜／秒 ノノ 最大80×
　83φ

15×19×16 1．4

MSシリーズ 約250本 75～100mm
　13～16φ

5～50本ラック

約450本／h 〃 50×32 約75×75×75 40
ノノ

51．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）

バーコ

ー
ド種

分注量
（μL）

チャン

ネル数 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

10～9999，仕様により異なる

1．5K
約172×105×171
　（本体のみ）

約500
（本体のみ）

構成に
　よる

ラックバーコード対応

ア　　　　ロ　　　　カ 卓上型自動分注装置LabFLEX900

〃 〃 400 約86×78×70 約90 〃

PlatePrep　400 200 12 ～240 12 100／3 80×70×50 70 550
システムバイオティックス

〃　　100 5 25 1 60×40×45 30 200

分注希釈装置SD　650

10～300 8・12 200 65×50×50 50

柴　崎　製　作　所
非接触微量分注装置 0．2～ 2 100 50×50×50 20

Multidrop384
stacker

160プレー）h 5～395 8 80 74×46×61 32 480
小型，遜，オートクレープ可

スタッカー（20，30，60枚）パルク分注

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

マイクロフィル 5～300
ノノ

46×38×18 8．9 〃

〃

マルチディスペンサー

EDR－384U
マイクロ

プレート40枚

マイクロプレート

1枚約13秒 0．5～300 96，384 60 600～ 96CH，384CH対応
PCソフトバ　イ　オ　テ　ツ　ク

　　　　〃
EDR－96S／384S

マイクロプレート

1枚約5秒
〃 30 280～ 〃

DNA分注装置MODEL－5000

1～20 1．8 78×52×57 650～ 分注確認センサー
〃

シングルラインディスペンサー

mini－Gene　LD－01 5～2，000 8．16 36×38×27．5 15 125～ 1536well　plate対応



マルチステージディスペ
ンスステーション
ADS－384－8

0．1～300 96，384 71×71×93．5 140 1000～
0．1μL超微量分注
1536well　plate対応

〃

テーブルトップディスペ
ンサーEDR－384　S　II

〃 ノノ 42×45×54 50 300～ 〃

Zip　Master 0．5～30 1 50×49×36 490～ MALDI　TOF　MS
用サンプルスポット

〃
コンパクトワークステーションEDR－24　LS

〃
1．12，

24 52×52×60 40 195×
希釈，サンプリング可
能

MSシリーズ
75～100㎜
13～16φ 各種

1：1分注
約330検体／h

NW－71TF

コード39他 10～1，000 約90×75×120
　（本体のみ）

60 ユニットサイズ変更
可能です

メディカルジャパン
高速分注システム 〃 〃

1：1分注
2，500検体／h

〃 〃
約150×120×120
　（本体のみ）

150 ノノ

52．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

「・P・m・ V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　長　・　備　考

5424 24 アングル 20，238×g 14，680 220 24×32×23 13．4 22

エッペン　ドルフ
5702 40 スイング 2，750×g 4，400 200 32×40×24 20 20．4

ハイキャンバシティ冷却

遠心機モデル8730
130 15 4，000 200／12 64×78×86 205 130 大型チューブラック方

式の多本架遠心機
久　保　田　商　事 インバータ・多本架冷却

遠心機モデル8920
96 〃 8，500 200／15 56×70×84 115 92 〃

　〃　・ユニバーサル冷
却遠心機モデル5910

68 〃 〃 100／15 50×65×85 110 72
〃

　〃　・ユニバーサル冷
却遠心機モデノレ5930

80 〃 ノノ ノノ 〃 〃 88

テーブルトップ・多本架

遠心機モデル8420
ノノ 〃 6，000 〃 53×63×37 60 49．8

〃

テーブルトップ
遠心機モデル4000

68 15 5，800 ノノ

44×56×31 36 26
電動ドアロックを採用した，

卓上型の最新モデルです

　　　〃
遠心機モデル4200

〃 ノノ 16，000 ノノ 〃 38 35
電動ドアロックを採用し．マイ
クロロータも高回転で遠心可能

〃
卓上型遠心機モデル2420

24 ノノ 4，000 100／8 35×42×32 24 16．5 スイングロータが使え
る小型卓上型の遠心機

Microlab⑨
STARシリーズ

2／4／5／12／16／96 800 163．8×76．5×87 140 850～
分注工程をモニターする確実な試料

処理容器搬送も可能

ジーエルサイエンス

Hemata　STAT　II 6 毛細管 6，000 100／1 18×13×12 0．6 29．8 1分間，ヘマトクリッ
トリーダー装備

セントラル科学貿易
プラズマプレツプ 〃

2，3，5，7，

10mL
7，200 100／L宏 26×38×17．5 9 36．5

2分間，採血管不問，PRP　30秒分離

51
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モの他の聯琉検査機器



54 53．マイクロピペット（Micropipette）

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

リファレンス4900 1～2，500 固定 2．4

エツペン　ドルフ
〃　　　4910 0．1～2，500 可変 3．2～3．5

リサーチF 10～1，000 固定 1．9

〃

〃　　V 0．1～10，000 可変 3．1～3．6

〃　　M 0．5～300 〃 8．2～9．5 マルチ8／12チャンネル
〃

マルチペットプラス 1～10，000 〃 4．3 連続分注

〃　　　stream 1～50，000 〃 7．8 〃

〃

〃　　Xstream
ノノ 〃 9．2 〃

自動ピペット
DIGIFLEX 2～2，000 ±1％ 150 17×26×40 12 165～ アベルケンダール前処理に最適

セントラル科学貿易

エッペンドルフピペット
リサーチV

0．1～10，000 可変 3．1～3．6 ドイツ・エッペンドルフ社製

三菱化学メディエンス
　　　　　〃
リサーチM

0．5～10，　10～100，
30～300

〃 8．2～9．5 　　　　　〃
（8及び12チャンネルピペット）

　　　　　ノノ

リファレンス4910
0．1～2，500 〃 3．2～3．5 ドイツ・エツペンドルフ社製

〃

　　　　　〃
マルチペットプラス4981 1～10，000

ノノ 4．25 　　　　〃
（連続分注ピペット）

　　　　　〃
マルチペットxstream

1～50，000 ノノ 9．2 　　　　〃
（電動，連続分注ピペット）

ノノ

　　　〃
〃　　　　　stream

〃 〃 7．8 　　　　〃
（　　　　　　　　　　）

　　　　　〃
リサーチプロシングル

0．5～5，000 〃 6．4 　　　　〃
（電動ピペット）

ノノ

　　　　　〃
リサーチプロマルチ

0．5～1，200 〃 11．2～13．4 　　　　〃
（電動マルチチャンネルピペット）

54．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

Microlab⑪
STARシリーズ

2／4／8／12／16／96 チップ式 800 163．8×76．5×87 140 850 液面検知可・ソフトウェアに
より多彩な希釈を容易設定可

ジーエルサイエンス
Microlab　500 1 ノズル式 150 15．6×17．8×33．4 4．7 52．0～ プログラムにより多彩な希釈

が可能

EDR－96　X 8．12 チツプ式 83．5×50×67 90 385～ 希釈及び分注も可能

バ　イ　オ　テ　ツ　ク



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

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

M384　Atlas　Washer／
タイタンスタッカー

50～3，000 126プレート／h 74×56×61 37 580
精密コントロールにより様々なプレートに対

応最小限の残液量，スタッカー付フルオート

セントラル科学貿易 マイクロプレートウォッ
シャーEL×50

ノノ 35×40×16．25 8．9 88 プログラムに従って行又は列
毎に自動洗浄

オートミニウォッシャー
AMW－3

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

バ　イ　オ　テ　ッ　ク

AMW－96F 〃 2，500 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ

AMW－96S　II 〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型
〃

セラウォッシャー
AMW－192

50～500 〃 100 55×55×40 35 375

AMW－8 50～990 25×33×12 7 50 マイクロプレート8
〃

MW－96　AR 〃 30×48×25．1 20 125

〃－96CR 〃 ノノ 25 175 ノズルツマリ防止機能付き
〃

細胞洗浄用ウオツシヤー
MW－384　CS 10～400 300 70×50×60 80 430～ 96ch，384　chヘッドあり

ノパパス1575マイクロ
プレートウォッシャー 殿編 プログラムによる 100 33×53×20 9．6 88 クロスワイズ機能搭載

バイオ・ラッドラボラトリーズ

56．その他（Miscetlaneous）

55

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

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

構成により
異なります

構成により異なります
構成により

異なります

お問合せ
下さい

現在ご使用のラックにセットする事も可

能ですので，お問合せ下さい。

ア　イ　デ　ィ　エ　ス
サンプルチューブ整列装置
ATF－3000シリーズ

洗浄したディスポチューブを，ラックに1本つつ整列
する装置

〃 〃 〃 〃 ノノ

試験管ナンバリング装置
SNSシリーズ

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

ノノ ノノ 〃 ノノ

数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です

ノノ

自動開栓装置ACOシリーズ・TSDシリーズ

検体の到着確認，開栓，仕分け搬出が行える装置 〃 〃 〃 〃
ゴム栓タイプ＝ACOシリーズ
シール栓タイプ＝TSDシリーズ

検体自走車 搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装
置

〃 〃 〃 〃

〃

エアジェット付きディスペ
ンサーDCI－330

メンブレン上にラインもしくはドットの試薬を均一に塗布 110V 60×41×54．8 ZETA　CORPORATION製
（韓国メーカー）

ア　キ　ュ　レ　ッ　ク　ス
メンブレン＆吸収パッド用
ラミネーターLCI－300

用意された台紙にメンブレンと吸収パッドを正確に張り合
わせる

〃 125×41×95 70 〃

ロータリースリッター
RCI－300

イムノアッセイカードを高速かつ正確に裁断し，ストリッ
プを作製

〃 68．2×41×36．5 86 〃

〃

ギロチンカッター
GCI－800

ギロチンタイプの刃で様々な種類のイムノアッセイカード
を裁断し，ストリップを作製

〃 40×30×26 20 〃



56 XYZディスペンサー
DMM－100

バイオセンサーやバイオチップの試験生産及び開発用の多
機能ディスペンサー装置

〃 80×80×80 70 ノノ

〃

微量充填システム
液体，粘性液，スラリー状の微量充填に幅広く使用され，抜群の充填精度と

ポンプ内接液部には0リングを一切使用せず，コンタミの問題無し
IVEK　CORPORATION製
（米国メーカー）

超精密液体噴霧システム
シリンジ内面のシリコンスプレー，カテーテルコーティング，試薬のスプレー等，様々な分野で使用され，きれいな円錐形パターンで液体を噴霧

〃

〃

OEM製品
IVEK社製独自のオートピペッター，ピストン＆シリンダー，ポンプ，バルブ，等，多数展示

〃

CPCカップリング
サンプリングや分析するものの注入や試薬の補充する配管システムにおいて接続，切

りはなしをワンタッチで確実に行なうことが出来るカップリングです
ア　　　　　ラ　　　　　ム

ルミネッセンスリーダ
AccuFLEX　Lumi　400

生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白血球倉食能な
どの測定） 約100

　本体約26×36x25
分注ユニット約16x20x2（1

約10
約4．3

168
ア　　　　　ロ　　　　　カ

抗酸化能測定キット　ラジカルキ
ャッチ／BLR－ALBI－01

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

ノノ

ゼオライトマスク／MSK．
TYPEGS　4

銅イオンの強い抗菌力と優れた対ウイルス効果．4層フィルター構造とゼオ

ライトの高い悪臭吸着性のマスク，安全性の高い無機系鉱物素材

　約9×17．5（1枚）

約27《24×37（1ケース）
〃

20枚入り／箱
10箱入り／1ケース（200枚）

HTSheet
マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアルミシートも用意

0，3～1．6

／100枚
システムバイオティックス

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

セントラル科学貿易

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

ック毎に目動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます，
101）／10 50×］00×70．5 70

大　　扇　　産　　業
チップ整列装置 麹麟烈蹴酬；《脇絡膓罐鑑耀竃1処 100／15 1，800×1，500×

　　1，660
500

Dynabeads－MyOneTM
シリーズ

粒径が1μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル
基，ストレプトアビジンが結合した3種類の製品をラインナップ．

Dynal／ベ　リ　タ　ス
〃　　－M280，M270

〃

粒径が2．8μmの超常磁性ポリマービーズ，表面にカルポキシル基　トシル基アミノ基エポキシ

基　ストレプトアビジン，ProteinんGの結合した製品をラインナッブ

　　〃　　　－M450
Epoxy

粒径が4．5μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にエ
ポキシ基を有しています．

〃

Dynabeads　MyOne　SILANE
粒径が1μmの超常磁性ポリマービーズ．
表面をSILANE基で修飾しており，核酸抽出に最適．
臨床検査機等に使用されているリニアガイドやボールネジを製作している直
動ベアリングメーカーです．低コスト，短納期，特殊加工の対応も可能です，

竹　　内　　精　　工

PIS患者認識システム 各施設に合わせたシステム構
築が可能です．

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

PISは1患者さんの取り違い」に．よる医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前

に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示

をはじめ，投薬確認輸ll皿確認手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など
病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．

血漿分離膜 全血を血漿に分離します．

日　本　ポ　ー　ル タンパク質
固定化メンブレン

高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の
固定を実現します．

コンジュゲートリリース
パツド

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

〃

Hi－Flow　Plus
超純水・純水製造装置

イムノクロマトグラフィー用各種部材
日　本　ミ　リ　ポ　ア



イムノボア
ImmunoPoreTM 感度を要求するアッセイに最適なメンブレン

ワッ　トマンジャパン プリマ
PrimaTM 迅速に感度を得るためのメンブレン

フユージョン5 イムノクロマトキットに必要な5つの機能を有したフィルタ
〃

スタンダードシリーズ
放出量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコ
ンジュゲートパット

Rapidシリーズ コーティング処理済みの使いやすいコンジュゲートパット
ノノ

血球分離フィルタ 分離モード別の優れたフィルタ

吸水パット
目的に合った吸水量・速度，およびコンジュゲートの逆流を
防止します

〃

サンプル採取紙 血液などの検体を採取・保存するのに最適です

FTA製品 血液等からDAN分離・精製・保存・輸送が室温で可能です
ノノ

サイクロボア 薬剤徐放用途やバイオセンサーなどに

医療用デバイスフィルタ バクテリア除去・加湿用途などに
〃

FASTスライド
プロテインアレイ作製に最適のスライドグラスです．3次元構造を
持ったニトロセルロースがコーティングされております

ELISAアッセイ用プレート フィルタ内蔵のアッセイ用プレートです．高速高感度アッ
セイを実現します

ノノ
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60 生化学（1）

　　　　会社名

項目名

アボツトジャ
パン

エイアンドテ
イー

栄研化学
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティツクス オリンパス 関東化学
協和メデツク
ス

極東製薬工業 シスメックス シーメンスHCD

AST（ALT） JSCC準拠 JSCC標準化
対応

JSCC標準化
対応法，他1 JSCC対応法 JSCC標準化

対応法
JSCC標準化対
応　液状試薬 UV法 JSCC標準化

対応法
IFCC標準化
対応法

ALP 〃 〃 〃 　　〃
CEAEバッファ

〃 〃 P一ニトロフェ
ニルリン酸法

〃 〃

γ一GTP ノノ 〃 〃 IFCC対応法 〃 JSCC標準化対
応法　液状試薬 Glucana法 〃 〃

CHE 〃
チオコリン法／ヨウ化ブ

チリルチオコリン法
ブチリルチオ
コリン基質法

〃
P一ヒドロキシベンゾィ

ルコリン液状試薬
ベンゾイルコ
リン法 DMBT法

プロピオニルチオ
コリン基質法

LDH JSCC準拠 〃 JSCC標準化
対応法，他1 IFCC対応法 〃 JSCC標準化対応

液状試薬，他1 UV法 JSCC標準化
対応法，他1 L→PUV法

ADA PNP－XOD法

MAO
TP ビウレット法 ビューレット

法
ビューレット
法

ビューレット
法（2試薬系） ビウレット法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレット法

Alb
BCG法，BCP改良法

BCG法 BCG法
BCP改良法／BCG法

BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

T－Bil 酵素法 ジアゾ法 ジアゾ法
酵素法

酵素法
（ユニチカ） 酵素法，他1 ジアゾ法

D－Bil 〃 〃

胆汁酸及び分画 酵素法

NH3 アンモニア指
示薬法

酵素サイクリング法

AMY G3－CNP法 JSCC標準化
対応

色素アミロペ
クチン法

E－G7－PNP基
質法

JSCC標準化
対応法

Gal－G2－CNP
法　液状試薬

Gal－G2－CNP
法　他

Gal－G5－PNP法 G3℃NP法

リパーゼ DGGMR基質
液状試薬

ACP α一ナフチルリ
ン酸法

CK JSCC準拠 JSCC標準化
対応

JSCC標準化
対応法，他1 JSCC対応法 JSCC標準化

対応法
JSCC標準化対
応液状試薬

HK－G6PDH
法

JSCC標準化
対応法

IFCC標準化
対応法

LCAT

LAP
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法
GSCC標準化対応
液状試薬，他1

L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法 PNA法，他2

AMYアイソ
ザイム

免疫阻害法P－AMY

免疫阻害法
免疫阻害法Gal－G2・CNP法

液状試薬
阻害抗体法，他1

LDHアイソザ
イム

プロテアーゼ
阻害法

CKアイソザ
イム

MEIA法
CLIA法

EIA法，免疫阻害法CK－MB 免疫阻害法CK－MB，　CLEIA法

免疫阻害法 化学発光イム
ノアツセイ法

阻害抗体法

UN 酵素法 ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・アン
モニア指示薬法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ
LED回避法

ウレァーゼ・GLDH
法液状試薬，他1 GLDH法 Urease－GL－

DH法 GLDH法

UA ノノ ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ

POD法
ウリカーゼ・POD
法液状試薬

ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

ウ　リ　カーゼ

POD法
CRE 〃 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法

ザルコシンオキシダーゼ法液状試薬

ザルコシンオ
キシダーゼ法 酵素法，他1 Jaffe法

CR
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NAG
シスタチンC LIA法 ラテックス比

濁法

Glu GOD固定化酵
素膜電極法

ヘキソキナー
ゼG6PD法

GOD・POD色
素法

ヘキソキナー
ゼ・G6PDH法

ブドウ糖脱水
素酵素法

GLck・NADPHUV
法液状試薬

HKG－
6－PDH法 HK法，他2 ヘキソキナー

ゼ法

HbA1、 HPLC法，
酵素法

免疫阻害比濁法 ラテックス免
疫法

免疫比濁法

1，5AG
AG6P　DH，　DIP（ホ

ルマザン腋状試薬

GA 酵素法 酵素法液状試薬
糖化アミノ酸消去

乳酸 乳酸酸化酵素
POD色素法 LAOD－POD法

ピルビン酸 PAOD－POD法

ALD

TG 酵素法 酵素法 酵素法 CHOD／PAP法 JSCC／ReCCS
（HECTEF）基準

FG消去法
酵素法液状試薬 酵素法 HK－UV法，

他1
酵素比色法

PL ノノ PLD－POD法
液状試薬

〃 PLD－POD法 酵素法　　　　　．

NEFA 〃
ACS－ACO－POD高
感度発色剤BCMA

ACS－ACOP－
SLEP法

T－CHO 酵素法 〃 COE・COD・
POD色素法 CHOD／PAP法 コレステロー

ル酸化酵素法
CHER－CHOD－
POD液状試薬

酵素法 CDH－UV法，
他1

酵素法

F－CHO 〃 CHOD・POD
液状試薬 CDH－UV法

HDL－CHO 直接法 直接法 直接法 直接法 選択酵素阻害
法

デキストラン硫
酸Mg沈殿法

LDL－CHO 〃 〃 比色法 ノノ

Na イオン選択電
極法 ISE直接法 電極法 電極法

K 〃 ノノ ノノ 〃

Cl 〃 〃 ノノ 〃　，他1

HCO3 酵素法

Ca OCPC法，酵素法
アルセナゾIII
色素法 OCPC法

クロロホスホナゾIII

比色法／OCPC法 OCPC法 OCPC法

Mg 色素法 キシリジルブ
ルー法

GK－GGPDH
UV法液状試薬

酵素法 キシリジルブ
ルー法

IP リンモリブデ
ン酸比色法

モリブデン酸
直接法 酵素法 PNP－XOD－

POD液状試薬
酵素法 〃 モリブデン酸

UV法
Fe NitroSO　－

PSAP法
アゾピリジン
色素法

ニ　ト　ロ　ソ

PSAP法
Nitroso　－
PSAP法

ニトロソーPSAP
法　液状試薬

NitrOSO－
PSAP法

ニトロソーPSAP
法

直接比色法

UIBC 〃 〃 〃 〃 〃 〃

尿中微量アル　▽　　、フミン

LIA法 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



62 生化学（2）

　　　　会社名

項目名
常光

積水メディカ
ル

デイドベーリ
ング デンカ生研

東芝メデイカ
ルシステムズ

東ソー ニットーボー
メディカル

ニプロ
三菱化学メディエンス

ミズホメディー

AST（ALT） JSCC勧告法
準拠

IFCC法／JS
CC法準拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

ALP 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ JSCC標準化
対応法

γ一GTP γ一グルタミル
CNA基質法 IFCC法準拠 〃 〃 〃 JSCC標準化

対応法
〃 〃

CHE
3，4一ジヒドロキシペン

ゾィルコリン基質法

グチリルチオコリ
ン法／ヨウ化メチルチオコリン 〃 合成基質法 〃 ベンゾイルコ

リン基質法
BTC－DTNB
法

LDH JSCC勧告法
準拠

Wacker変法／
JSCC法準拠

〃 JSCC標準化
対応法

〃 JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

ADA UV－Rate法 UV－Rate法 UV・RATE法

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

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

T－Bil アゾビリルビ
ン法

ジアゾ法／バナ
ジン酸法 酵素法 亜硝酸酸化法 亜硝酸酸化法

安定化ジアゾニウム法

酵素法

胆汁酸及び分画 酵素サイクリ
ング法

NH3 GLDH・UV法 酸素法 UV法

AMY Ga1－G2－CNP
基質法 G3CNP法 JSCC標準化

対応法
合成基質法 ガラクトシルー

G5－PNP法
Ga1－G　2－CNP法 B－G5一β一

CNP法，他1
GaLG2－CNP
法

エラスターゼ1
ラテックス免
疫比濁法

P－AMP 免疫阻害法

ACP TMP基質法 DCAP－P基質法

CK JSCC勧告法
準拠

Oliver－Rosalki
変法／JSCC法準
拠

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応法 IFCC法 JSCC標準化

対応法
JSCC標準化
対応法

LCAT 真鍋・板倉法

LAP L一ロイシル
PNA基質法 PNA基質法

L－Leucy1－P－

NA法
合成基質法

L一ロイシルーP一アニリド法

GSCC法 PNP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

Gal－G2－CNP
基質法

LDHアイソザ
イム

電気泳動によ
る分画

CKアイソザ
イム

ノノ

免疫阻害法／EIA（マス

CKMB）化学発光法
EIA法
CK－MB

免疫阻害法
CK－MB

免疫阻害法，CLEIA法

CKアイソホーム

UN UV・レート法 ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアーゼ・
GLDH法

ウレアLeuDH法（ダ
プルカイネティック法）

ウレアーゼ・
UV法，他1

ウレアーゼGLDH・
ICDH　NH、消去法

UA 酵素法 ウリカーゼ・
UV法

酵素法 ウリカーゼ・
POD法

ウリカーゼ・
POD法

ウ　リ　カーゼ

POD法
酵素法 ウリカーゼ・

POD法
CRE 〃 ヤツフェ・レー

ト法／酵素法
酵素法：カラー法 酵素法 酵素法 酵素法 〃

クレアチニナーゼPOD法



63

NAG 合成基質法 MPT－NAG基質法

シスタチンC NIA法 ラテックス免
疫比濁法

Glu ヘキソキナー
ゼ法 HK法 HK－G　6　PD法 HK－G　6－PDH法 ヘキソキナーゼ

UV法
HK，　GLDH
法

酵素法 HK・UV法

HbA1、 酵素法 免疫学的方法 ラテックス免
疫凝集法 HPLC法 〃

乳酸 酵素法 酵素法

ALD 酵素法

TG 〃 酵素法，グリ
セリン消去法

酵素法 酵素法
酵素法（フリーグリ
セロール消去法）

LPL　GK－GPO－
POD酵素法

酵素法 GK・G3POD法
（グリセロール消去）

PL 〃 酵素法 〃 〃 フォスフォリパ
ー ゼD酵素法

〃 酵素比色法

NEFA 〃 〃

T－CHO 〃 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法（POD
法）

COE　COD－
POD法

〃 コレステロール
オキシダーゼ法

HDLCHO 直接法 直接法 直接法 直接法 直接法 化学修飾酵素法

LDL－CHO 酵素的測定法 〃 〃 ノノ 〃 選択的可溶化法

Na イオン選択性
電極法

イオン選択電
極法

電極法

K 〃 〃 〃

Cl ノノ 〃 ノノ

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法，
CP　2－III法

アルセナゾIII
法 OCPC法 OCPC法

Mg キシリジルブ
ルー法

メチルチモー
ルブルー法 酵素法 酵素法 酵素法 酵素法

IP フィスケ・サバ
ロー変法

モリブデン酸’
UV法／酵素’法

〃 ノノ 〃 酵素法 〃 酵素法

Fe フェロジン発
色法 Ferene法

ニ　ト　ロ　ソ　ー

PSAP法
ニ　ト　ロ　ソ　・

PSAP法 NPS法

UIBC 〃 〃 ノノ 〃

TIBC Ferene法

Cu DiBr－PAESA
法

尿中マイクロト
ランスフェリン

免疫比濁法
（LA法）

尿中微量アル
ブミン

NIA法，　TIA法，

PETINIA法
免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法，

他1

生化学（3）

　　　　会社名

項目名

ロシュ・ダィア

グノスティックス 和光純薬工業

AST（ALT） JSCC標準化
対応法

JSCC標準化
対応，他1



64 ALP 〃 〃

γ一GTP 〃 ノノ

CHE 〃 ノノ

LDH ノノ 〃

ADA

TP ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法，
改良BCP法

T－Bi1
ジアゾ法，

酵素法
バナジン酸法

胆汁酸及び分画 酵素法

NH3 GLDH法 藤井奥田法変
法

AMY JSCC標準化
対応法 JSCC標準化対応，他1

ACP CNP基質法

CK JSCC標準化対応法 JSCC標準化対応，他1

LAP GSCC準拠法 4NA
AMYアイ　ソ
ザイム

免疫阻害法P－AMY 免疫阻害法
P－AMY

CKアイソザ
イム

免疫阻害法
CK－MB

免疫阻害法
CK－MB

シアル酸 酵素法

UN 酵素法 アンモニア消
去法，他1

UA 〃 ウリカーゼ・
POD法

CRE 〃　／Jaffe法 酵素法，他1

NAG 合成基質法 4HPNAG基質法

シスタチンC

Glu
酵素法（HK／G6PDH法） ヘキソキナーゼ・

UV法，他1

HbA1， ラテックス免
疫法，他1

免疫阻害比濁
法

フルクトサミン NBT法

ALD UVレート法

TG 酵素法 グリセリン消
去法，他1

PL 〃 酵素法

NEFA ノノ



T－CHO 酵素法 〃

HDL－CHO 化学修飾酵素
法

選択消去法，
他1

LDレCHO 選択的可溶化
法

ノノ

Na 電極法 イオン選択電
極法

K 〃 〃

Cl 〃 〃

Ca OCPC法 MXB法，他1

Mg キシリジルブ
ルー法 酵素法，他1

IP モリブデン酸
UV法

〃

Fe フェロジン法
　　　，他1

バソフェナン
トロリン法

UIBC 〃 ノノ

Cu

尿中微量アル
ブミン

免疫比濁法 免疫比濁法

65



66 免疫血清（1）

　　　　会社名

項目名

アボットジャ
パン

医学生物学
研究所

インバネス・メディ

カル・ジャパン
エイアンドテ
イー

栄研化学
オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティツクス オリンパス 関東化学 協和メデックス 極東製薬工業

IgG 免疫比濁法 LIA法 LIA法
TIA法

免疫比濁法 TIA法

IgA 〃 〃 ノノ 〃 〃

IgM 〃 〃 〃 〃 〃

IgD LIA法 〃

IgE MEIA法 ELISA法 LIA法 LIA法
EIA法

〃 化学発光イム
ノアッセイ法

C3・C4 免疫比濁法 〃
LIA法TIA法

免疫比濁法 ノノ

SAA LIA法

Hbt 〃

αIAG 免疫比濁法 〃

α1AT 〃 免疫比濁法

αIM ノノ

Tf 免疫比濁法 〃 免疫比濁法

ミオグロビン MEIA法
CLIA法 LIA法 EIA法

RIA法 CLEIA法 ラテックス免
疫比濁法

化学発光イム
ノアツセイ法

ラテックス比
濁法

トロポニンT ノノ

〃　　1 CLIA法 EIA法 〃

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

疫比濁法
免疫比濁法 ラテックス比

濁法

フェリチン MEIA法
CLIA法

〃 EIA法LIA法
CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法
ノノ

β一Lipo TIA法 TIA法

Lp（a） 免疫比濁法 LIA法 LIA法

RLP－C 直接法

ApoA－1 免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法

〃　－II 〃 〃

ApoB 〃 ノノ 免疫比濁法

ApoC－II 〃 ノノ

〃　－III 〃 〃

ApoE 〃 ノノ
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β2－M MEIA法 LIA法 EIA法
LIA法

ラテックス凝集
積分球濁度法

ラテックス比
濁法

インスリン
　　ノノ

CLIA法 ELISA法 EIA法
RIA法

ラテックス免
疫比濁法

化学発光イム
ノアッセイ法

C一ペプチド EIA法 〃

LH MEIA法
CLIA法

イムノクロマ
ト法

〃 CLEIA法 イムノクロマ
ト法

〃

FSH 〃 〃 〃 〃

プロラクチン ノノ ノノ 〃 〃

TSH 〃 ELISA法
EIA法

〃 〃

T3・T4 〃 EIA法 〃 〃

FT3・FT4 〃 ELISA法
ノノ 〃

T3U 〃 〃

TgAb・TPOAb ELISA法 EIA法 〃

TPAb CLIA法
FPIA法

コルチゾール 〃 EIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

17－OHP ELISA法

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

ノアツセイ法

テストステロン CLIA法 〃 〃 〃

hCG イムノクロマ
ト法

LIA法
EIA法用手法

イムノクロマ
ト法

β一hCG MEIA法
CLIA法 CLEIA法

E2 〃 EIA法 〃 化学発光イム
ノアツセイ法

E3 LIA法

hPL 〃

BNP CLIA法 EIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

HGH RIA法
EIA法

梅毒反応 CLIA法 イムノクロマ
ト法 LIA法

LIA法
CLEIA法用手法

イムノクロマ
ト法

ラテックス比
濁法

クラミジァ
（Ag・Ab）

〃 イムノクロマ
ト法

EIA，プレート法 ELISA法

ASO LIA法 LIA法 ラテックス法 ラテックス比
濁法

HGF

HA（AD） MEIA法
CLIA法

HBs（Ag・Ab） 〃 イムノクロマ
ト法

CLEIA法
EIA法 CLEIA法，他 化学発光イム

ノアッセイ法
ラテックス比
濁法



68 HBe（　〃　） ノノ

EIA法
ノノ 〃

HBcAb 〃 〃 〃 ノノ

HBcIgMAb MEIA法
CLIA法
RIA法

ノノ 〃

HAVIgMAb MEIA法
CLIA法

〃

HCV（Ag） CLEIA法 ノノ

HCV（Ab） MEIA法
CLIA法
PHA法

〃 CLEIA法
IRMA法，他4

HIV（Ab） MEIA法
イムノクロマト法

イムノクロマ
ト法 CLEIA法

トキソプラズマ
抗体

ラテックス比
濁法

風疹ウイルス抗
体

〃

AFP MEIA法
CLIA法 LIA法 EIA法

RIA法 CLEIA法 化学発光イム
ノアッセイ法

CEA ノノ ノノ 〃 〃

SCC 〃

NSE RIA法

PAP EIA法
RIA法

PSA MEIA法
CLIA法

ELISA法RIA法EIA法

CLEIA法
ラテックス免疫比濁法

化学発光イム
ノアツセイ法

FPSA 〃

CPSA 化学発光イム
ノアッセイ法

γ一Sm ELISA法

CA　19－9 MEIA法
CLIA法

EIA法
CLEIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアッセイ法

DU－PAN　2 EIA・プレート法

CA　15－3 MEIA法
CLIA法 EIA法 CLEIA法 化学発光イム

ノアツセイ法

CA　125 〃 EIA法
CLEIA法

〃 〃

シアリルLeXi
抗原

STN
ペプシノーゲン1 CLIA法 LIA法ELISA法

CLEIA法
EIA・プンート法

〃　　II 〃 ノノ ノノ

RF
ラテックス凝集法ELISA法

LIA法 LIA法 TIA法 免疫比濁法 ラテックス比
濁法

Strep　A イムノクロマ
ト法

インフルエンザ ノノ



肺炎球菌 〃

レジオネラ 〃

NTx 〃

抗核抗体 ELISA法
間接蛍光抗体法

抗ミトコンドリ
ア抗体

〃

抗LKM－1抗体 〃

抗Dsg抗体 間接蛍光抗体法

抗リン脂質抗体 　　〃
ELISA法 LIA法

抗酸菌抗体 EIA・プレート法

MMP－3 ELISA法

ANCA 　　〃
間接蛍光抗体法

H・pylori抗体 ELISA法
CLEIA法

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

イムノクロマ
ト法 LIA法 ラテックス免疫法

免疫血清（2）
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　　　会社名

項目名
シーメンスHCD シスメックス

シスメックス・
ビオメリュー

常光 積水メディカル タウンズ デイドベー
リング デンカ生研 東芝メディカ

ルシステムズ
東ソー

IgG 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 NIA法，　TIA法 免疫比濁法

IgA 〃 〃 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 〃 〃 〃

IgE CLIA法 PAMIA法 EIA法 CLEIA法
NIA法

ラテックス凝
集法 LIA法 EIA法

特異IgE ノノ

C3・C4 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法
NIA法TIA法

免疫比濁法

ミオグロビン CLIA法 EIA法
NIA法
EIA法
化学発光法

ラテックス凝
集法 EIA法

トロポニン1 〃 EIA法
化学発光法

〃

トロポニンT EIA法

CRP 免疫比濁法 ラテックス凝
集法，他1

ラテックス免
疫比濁法

NIA法，　TIA法
LA法

ラテックス凝
集法 LIA法

フェリチン CLEIA法 EIA法
PCIA法

NIA法
CLEIA法
EIA法

ノノ 〃 EIA法

β一Lipo 免疫比濁法 ヘパリン比濁法 TIA法



70 Lp（a） 免疫比濁法 NIA法
ラテックス凝i
集法

ApoA－1 〃 ノノ

〃　－II 〃 〃

ApoB 〃 〃

ApoC－II 〃

〃　－III 〃

ApoE
等電点電気泳動ア
イソホーム法

〃 NIA法

β2－M CLEIA法 PCIA法 EIA法 NIA法
CLEIA法

ラテックス凝
集法 EIA法

インスリン CLIA法 EIA法
PCIA法 CLEIA法 〃

C一ペプチド 〃 〃 〃

GH 〃

LH CLIA法 EIA法
ワンステップ
イムノクロマト法 CLEIA法 〃

FSH 〃 〃 〃 〃

プロラクチン 〃 〃 〃 〃

TSH 〃 CLEIA法 〃 CLEIA法
EIA法
化学発光法

〃

T3・T4 〃 〃 CLEIA法
EIA法

〃

FT3・FT4 〃 CLEIA法 〃 CLEIA法
EIA法
化字発光法

〃

TgAb・TPOAb 〃 〃

抗TPO 〃

インタクトPTH 〃 CLEIA法 EIA法

コルチゾール 〃 EIA法
ノノ

カルシトニン

カテコールアミン HPLC法

プロゲステロン CLIA法 EIA法 EIA法

テストステロン 〃 〃 〃

hCG ノノ 〃
ワンステップ
イムノクロマト法

〃

β一hCG EIA法
化学発光法

〃

E2 CLIA法 EIA法
ノノ

BNP 〃
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梅毒反応
EIA法，　RPHA法
PCIA法

EIA法，　NIA法

CLEIA法
クラミジア
（Ag・Ab）

直接蛍光抗体法 EIA法（Ag）

ASO ラテックス凝
集法

NIA法　TIA法
LA法

ラテックス凝
集法 LIA法

HA（Ab） EIA法（IgM）

HBs（Ag・Ab） CLIA法
EIA法
PCIA法
CLEIA法

EIA法 EIA法
CLEIA法 EIA法

HBe（　〃　） EIA法
PCIA法

ノノ 〃 〃

HBcAb CLIA法 〃 〃 〃 〃

HBclgMAb 〃 〃 EIA法

HCV（Ab） 〃
EIA法
PCIA法
CLEIA『去

EIA法

HIV（Ab） PCIA法
CLEIA法

EIA法（Ag・
Ab） EIA法

HTLV－1 PCIA法

AFP CLIA法 EIA法
PCIA法 EIA法 CLEIA法 ラテックス凝

集法 LIA法 EIA法

CEA 〃 〃 ノノ 〃 〃

HER－2／neu 〃

NSE CLEIA法

PA

PAP EIA法

PSA CLIA法 EIA法
PCIA法 EIA法 ラテックス免

疫比濁法
CLEIA法
EIA法

ノノ

F－PSA EIA法 〃

CPSA CLIA法

CA　19－9 〃 EIA法 CLEIA法 EIA法

CA　15－3 〃 〃

CA　125 〃 EIA法 CLEIA法 〃

RF ラテックス凝
集法，他1

NIA法　TIA法
LA法

ラテックス凝
集法 LIA法

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

糞便ヘモグロビ
ン（便潜血） MPA法 ラテックス法 イムノクロマ

ト法

MMP－3 ラテックス免
疫比濁法

アデノウイルス イムノクロマ
ト法

VT 〃



72 O－157 〃

免疫血清（3）

　　　　会社名

項目名
日水製薬 ニットーボー

メディカル
ニプロ 富士レビオ

ミズホ　ー“メァイー 三菱化学メディエンス ロシュ・ダイアグ
ノスティックス 和光純薬工業

IgG 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

IgA 〃 〃 〃 〃

IgM ノノ 〃 〃 〃

IgE EIA法
免疫比濁法
（LA法） CLEIA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法 LIA法，他2

特異IgE EIA法 EIA法

C3・C4
免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法

Hpt 〃

αIAG 〃

αIAT 〃

Tf 〃 免疫比濁法 ラテックス凝
集比濁法

ミオグロビン EIA法
蛍光免疫法

ラテツクス免疫比

濁法，CLEIA法
電気化学発光
法 LIA法

トロポニン1 CLEIA法

トロポニンT EIA法 電気化学発光
法

CRP LIA法
蛍光免疫法

免疫比濁法
（TIA法，　LA法）

ラテックス免
疫比濁法 FPIA法 免疫比濁法 ラテックス免疫

比濁法，他1
ラテックス凝
集法 LIA法，他1

フェリチン EIA法
免疫比濁法
（LA法） CLEIA法 〃 電気化学発光法 CLEIA法，他1

β一Lipo ヘパリンカル
シウム比濁法

免疫比濁法 TIA法

Lp（a） 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 ノノ

ApoA－1 〃
ノノ

〃　－II 〃 〃

ApoB ノノ CLEIA法（48） ノノ

ApoC－II 〃 〃

〃　一田 ノノ 〃

ApoE 〃 〃

β，－M EIA法
免疫比濁法
（LA法） CLEIA法

ラテツクス免疫
比濁法，他2

ラテックス凝
集法 CLEIA法，他1



73

インスリン 〃 〃 〃　他1 電気化学発光
法 〃　　他1

C一ペプチド 〃 〃 〃 〃

GH 〃 CLEIA法

ACTH 〃 電気化学発光
法

LH EIA法
蛍光免疫法

定性，金コロイ
ドクロマト法 CLEIA法 イムノクロマ

ト法
ノノ 〃 CLEIA法

FSH 〃 〃 〃 ノノ 〃

プロラクチン 〃 〃 〃 ノノ 〃

TSH EIA法 〃 FIA法，他1 〃 〃

T3・T4 〃 CLEIA法
ノノ 〃

FT3・FT4 〃 CLEIA法 FIA法，他1 〃 〃

TgAb・TPOAb
ノノ ノノ

CLEIA法 〃

抗TPO PA法 〃 〃

PTH 〃 CLEIA法

インタクトPTH EIA法

コルチゾール ノノ

CLEIA法 電気化学発光
法

プロゲステロン EIA法
蛍光免疫法 CLEIA法 〃 ノノ

テストステロン EIA法 〃 〃 ノノ

hCG EIA法
蛍光免疫法

定性，金コロイ
ドクロマト法

イムノクロマ
ト法

ラテックス免疫
比濁法，他1

〃

β一hCG EIA法 CLEIA法 CLEIA法 〃

E2 EIA法
蛍光免疫法

〃 〃 〃

hPL ラテックス免疫
比濁法，他1

BNP EIA法 CLEIA法

NT－proBNP 電気化学発光
法 CLEIA法

エストロジエン ラテックス免疫
比濁法，他1

梅毒反応 蛍光免疫法 CLEIA法，　PA
法，HA法

イムノクロマ
ト法

ラテックス免
疫比濁法

ラテックス凝
集法 LIA法，他1

クラミジア
（Ag・Ab） DNAプロー

ブ法 EIA法

ASO LIA法
免疫比濁法
（LA法） PA法

ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集法 LIA法

HA（Ab） CLEIA法 電気化学発光
法

HBs（Ag・Ab） EIA法
ノノ イムノクロマ

ト法
TR－FIA法
他1

〃



74 HBe（　〃　）
蛍光免疫法，EIA法

〃 〃 CLEIA法

HBcAb 〃 〃 〃

HBcIgMAb ノノ 〃

HBcrAg 〃

HCV（Ag） 蛍光免疫法（Ab） ラテックス免
疫比濁法（Ab）

HIV PA法，　EIA法

ATL CLEIA法，
PA法

AFP EIA法 CLEIA法，
HA法

ラテツクス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

CLEIA法，他1

AFP－L3％ LBA法

PIVKA－II

CEA EIA法 CLEIA法
ラテックス免疫
比濁法，他1

電気化学発光
法

CLEIA法，他1

NSE 〃 〃

PA

PAP EIA法 免疫阻害法 IRMA法
CLEIA法

PSA ノノ

CLEIA法 CLEIA法 電気化学発光
法

CLEIA法，他1

FPSA 〃 ノノ ノノ

CA　19－9 ノノ CLEIA法 ラテックス免
疫比濁法

〃 CLEIA法

CA　15－3 〃 〃 CLEIA法 〃

CA　125 〃 〃 〃 〃 CLEIA法

CA　72－4 〃

ペプシノゲン CLEIA法
（1／ll）

ラテックス凝
集法 CLEIA法

PCT 〃

Pro－GRP CLEIA法
ノノ

RF LIA法
免疫比濁法
（TIA法，　LA法）

ラテックス免疫
比濁法，他1

ラテックス凝
集法 LIA法，他1

H・pylori抗体 EIA法 イムノクロマ
ト法 CLEIA法

プレアルブミン 免疫比濁法
（TIA法）

免疫比濁法 TIA法
糞便ヘモグロビ
ン（便潜血）

磁性粒子凝集
反応，HA法

イムノクロマ
ト法

金コロイド比
色法（免疫法）

RBP 免疫比濁法
（LA法）
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血液凝固・線溶（1）

　　　　会社名

項目名

エイアンドーアイー

栄研化学 協和メデツクス 極東製薬工業 シスメックス 積水メディカル デイドベーリ
ング

日水製薬
ニットーボー
メディカル

ニプロ

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

PTT 〃 ノノ

APTT 凝固時間法 凝固時間法

トロンボテスト 凝固時間法 凝固時間法 〃

ヘパプラスチン
テスト

ノノ 〃 〃

プロテインC 合成基質法 合成基準法

プロテインS

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

α2PI 〃 ノノ 合成基質法

PLG 〃 〃 NIA法
合成基質法
TIA法

FDP－T LIA法 LIA法 ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス比
濁法

蛍光免疫法 ラテックス凝
集法

FDP－E
ノノ ノノ

D－Dダイマー 〃 ラテックス比
濁法

ラテックス凝集
比濁法，他1

ラテックス比
濁法

蛍光免疫法 ノノ

P－FDP
ノノ 血漿中FDP

測定
ノノ

〃　，
ノノ

Fbg 凝固時間法 LIA法 トロンビン時
間法

トロンビン時間 凝固時間法 NIA法 免疫比濁法

TAT EIA法 EIA法

PIC 〃　，他1 ラテックス比
濁法

蛍光免疫法

SF ノノ

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 〃 ノノ

第VII凝固因子 〃 ノノ

第Vlll凝固因子 〃 〃

第IX凝固因子 〃 〃

第X凝固因子 〃 〃

第XI凝固因子 〃 〃

第双凝固因子 〃 〃 ラテックス凝i
集比濁法



76 複合因子 〃

ヘパリン 合成基質法 合成基質法

F1十2 EIA法

FMC 蛍光免疫法

血液凝固・線溶（2）

　　　　会社名

項目名

三菱化学メディエンス ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

PT 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法

APTT 〃 〃 〃

トロンボテスト 〃 〃

ヘパプラスチン
テスト

〃 〃

プロテインC ラテックス免
疫比濁法，他1

合成基質法
凝固時間法

プロテインS
ラテックス免疫比濁法

凝固時間法

ATIII ラテックス免
疫比濁法，他1 合成基質法

α2PI 合成基質法 〃

PLG 〃 ノノ

FDP－T ラテックス免
疫比濁法

FDP－E 〃 ラテックス免
疫凝集比濁法

D－Dダイマー 　　〃
CLEIA法

〃

P－FDP ラテックス免
疫比濁法

〃

Fbg

Fib PTべ一ス法，
他1

凝固時間法
免疫比濁法 凝固時間法

TAT TR－FIA法
CLEIA法

PIC ラテックス免
疫比濁法，他1

第II凝固因子 凝固時間法 凝固時間法

第V凝固因子 〃 ノノ

第Vll凝固因子 〃 〃

第Vll擬固因子 ノノ 〃



第IX凝固因子 〃 〃

第X凝固因子 〃 ノノ

第）0凝固因子 〃 〃

第姐凝固因子 〃

第）皿凝固因子 ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

複合因子 凝固時間法

〃　　TT 凝固時間法

〃　　HT 〃

FMC ラテックス免
疫比濁法

ラテックス免
疫凝集比濁法

ヘパリン 合成基質法

FDP－U ラテックス免
疫比濁法

vWF 〃 ラテックス免
疫凝集比濁法

77



78 血中薬物（1）

　　　　会社名

項目名

アボツトジャ
パン

協和メデック
ス

シーメンスHCD 積水メディカル デイドベーリ
ング

三菱化学メディエンス ロシュ・ダィアグ

ノスティックス
和光純薬工業

Nアセチルプロ
カインアミド FPIA法 PETINIA法 FPIA法
アセトアミノフ
ェン

〃 酵素加水分解法 酵素法

アプリンジン ノノ

アミカシン ノノ 酵素法

アルベカシン 〃

エタノール 〃 酵素法 酵素法 酵素法

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

ノアッセイ法 CLIA法
CEDIA法
ラテックス免疫比濁法

　　〃

PETINIA法
ラテックス免
疫比濁法，他1

FPIA法
KIMS法

〃

キニジン 〃 FPIA法

ゲンタマイシン 〃 化学発光イム
ノアッセイ法 CLIA法 EMIT法

PETINIA法
FPIA法
KIMS法 EMIT法

サリチル酸 〃 Trincler応用法

シクロスポリン 〃 CEDIA法 EMIT法
ACMIA法 EMIT法

ジソピラミド ノノ

EMIT法 〃

ジギトキシン 〃
CEDIA法
ラテックス免疫比濁法 PETINIA法 KIMS法

ジゴキシン
　　ノノ

FDIA法MEIA法
化学発光イム
ノアツセイ法

EIA法
CLIA法

ラテックス免
疫比濁法 EMIT法

ラテックス免
疫比濁法，他1

〃 EMIT法
タクロリムス MEIA法，

CLIA法
EMIT法
ACMIA法

〃

テオフィリン FPIA法，
CLIA法

化学発光イム
ノアッセイ法 CLIA法

CEDIA法
ラテックス免疫比濁法

EMIT法
PETINIA法

ラテックス免
疫比濁法，他1

FPIA法
KIMS法

〃

トブラマイシン FPIA法 〃 FPIA法
バルプロ酸ナト
リウム

〃 化学発光イム
ノアツセイ法 CLIA法

CEDIA法ラテツクス免疫比濁法

〃
ラテックス免
疫比濁法，他1

FPIA法KIMS法

EMIT法

バンコマイシン FAIA法
CLIA法

〃 ノノ PETINIA法
EMIT法

ノノ 〃

フェニトイン 〃 〃 〃
CEDIA法
ラテックス免疫比濁法

EMIT法
PETINIA法

ラテツクス免
疫比濁法，他1

〃 〃

フェノバルビタール

〃 〃 〃 〃 〃 〃 FPIA法
ノノ

プリミドン FPIA法 EMIT法 〃 〃

プロカインアミ
ド

ノノ PETINIA法
ノノ

メトトレキサー
ト

〃 EMIT法 EMIT法
リドカイン 〃 EMIT法

PETINIA法 FPIA法
ノノ



VBI2 化学発光イム
ノアツセイ法

電気化学発光
法

葉酸 ノノ 〃

ハロペリドール CEDIA法 金コロイド法

プロムペリドー
ノレ

〃 〃
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82 自動分析装置専用試薬（1）

栄研化学 エイアンドテ
イー

オーソ・クリニカル・

ダィアグノスティックス オリンパス 関東化学 協和メデツクス デンカ生研 ニットーボー
メデイカル

ニプロ 　三菱化学
メディエンス　　　　　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

504X 14 21 30 19

AutoVue　Innova

Vitros　ECiQ 32

〃　FS　5．1 54 15

〃　350 48

〃　950

AU－5400 41 15 14 10 37 8 24 8 30 2 30 19 33 9 22 3 30 14

〃－2700 〃 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃－680 28 9

〃－640 41 15 14 10 37 8 24 8 30 2 30 19 33 28 22 3 30 14

〃－400 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ ノノ 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

TBA－60　R 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 9 〃 〃 31 13

〃　20FRI30FR・40FR畑R・30R｝ 40 15 〃 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃 28 〃 ノノ 35 18

〃　－Mシリーズ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 9 〃 ノノ 34 3

〃　－80FR（NEO） 41 15 14 14 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 28 ノノ 〃 31 18

〃　200FR 〃 ノノ ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃

〃　－120FR 〃 ノノ 〃 18 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Accute ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ARCHITECT　c　8000 〃 〃 14 14 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃

JCA－RSシリーズ 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 9 22 3 30 10

〃　－HRシリーズ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 ノノ ノノ ノノ 〃 5

〃　－BMシリーズ 41 26 14 21 ノノ ノノ ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 28 〃 〃 31 11

コンポライズ450 ノノ 〃 ノノ 〃

日立一7050 38 2 24 8 30 2 30 19 ノノ ノノ 33 15

〃　－7150 41 15 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 〃 22 3 34 16

〃　－7170・7170S 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 ノノ ノノ 31 19



〃－7250・7350・7450 33 2 14 20 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 9 〃 〃 32 11

〃－7060・7070 41 15 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 28 〃 〃 31 17

〃－7020 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 24 12

〃　－7600 〃 ノノ ノノ 〃 〃 ノノ 〃 ノノ ノノ P＝28
D＝9

〃 〃 35 19

〃　－7080 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ ノノ 〃 ノノ 27 〃 〃 〃 18

〃－7180 〃 〃 14 20 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃－7700 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 19

〃－9000シリーズ 22 19 12

LABOSPECT 25 10 14 12 20 14 〃 6

COBAS　INTEGRA　800

〃　　　400plus

モジュラーアナリティクス 11

9000シリーズ

自動分析装置専用試薬（2）
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ミズホメディー
ロシュ・ダイア
グノスティックス 和光純薬工業　　　　　会社名

機種名 生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

504X

AutoVue　Innova

Vitros　ECiQ

〃　FS　5．1

〃　350

〃　950

AU－5400 22 1 27 12

〃－2700 〃 〃 〃 〃

〃－640 〃 ノノ 〃 〃

〃－400 〃 〃 ノノ 〃

TBA－60　R 〃 〃

〃　－20FR／30FR・40FR（20R・30R｝ 〃 〃 23 8



84 〃　－Mシリーズ 〃 〃

〃　－80FR（NEO） 〃 〃 23 12

〃　－200FR 〃 〃 27 〃

〃　－120FR 〃 〃 〃 〃

Accute 〃 〃 23 8

TBA　c　8000 27 12

〃　　c16000 〃 〃

JCA－RSシリーズ 22 1

〃　－HRシリーズ 〃 〃

〃　－BMシリーズ 〃 ノノ 27 12

コンポライズ450

日立一7050 22 1

〃　－7150 ノノ 〃 14 12

〃　－7170・7170S 〃 〃 26 ノノ

〃　　－7250・7350・7450 〃 〃 12 2

〃　一一7060・7070 〃 〃 24 12

〃　－7020 〃 〃 16 1

〃　－7600 〃 〃 27 12

〃　－7080 〃 ノノ 〃 ノノ

〃　－7180 〃 〃 ノノ 〃

〃　－7700 〃 〃 ノノ 〃

〃－9000シリーズ 28 10 23

LABOSPECT 2 25 9

コバス6000〈501＞ 34 16

モジュラーアナリティクス 27 14
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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
　（mL）

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 ○ 1mL用×5 25，000

〃　　　　　　（H） 〃 高値 〃 〃 〃

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

RPRコントロール 梅毒脂質抗体 〃 ノノ 〃 ノノ

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

〃　　　　　レベル2 〃 異常 ノノ ノノ 〃

〃　　　　　レベル3 PT，　APTT，　Fib，　TB 〃 ノノ ノノ 〃

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
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

TZセーラム‘栄研’ TTT，　ZTT 高値 ○ 3mL分×5 5，500

QC－LX－1‘栄研’ 免疫16項目 低値 〃 2mL分×5 25，000

〃　－2A‘栄研’ 〃 高値 〃 〃 〃

〃　－2B‘栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－3‘栄研’ 腎機能マーカー5項目 尿用低値 〃 〃 〃

〃　－4‘栄研’ ノノ 〃高値 〃 〃 〃

QC一β，M－L‘栄研’ β2M 低値 〃 〃 10，000

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 〃 〃 〃

QC－BFP－L‘栄研’ 尿BFP 低値 ノノ

2mL×5 〃

〃　－H‘栄研’ ノノ 高値 〃 〃 〃

QC－SAA－L‘栄研’ SAA 低値 〃 2mL分×5 〃

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 〃 〃 〃

QC－RE‘栄研’TypeA　Low 腫瘍関連検査群（CA19－9を除く） 低値 〃 3mL分×6 24，000

〃　　　　〃　　High 〃 高値 〃 〃 〃

〃　‘栄研’TypeB　Low 内分泌関連検査群 低値 〃 〃 〃
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〃　　　　　〃　　High 〃 高値 〃 〃 〃

QC－PG－L‘栄研’ ペプシノゲン1・II 低値 〃 1mL分×10 11，000

〃　－H‘栄研’ 〃 高値 〃 〃 〃

ペプシノゲンコントロールセット‘栄研 〃 低・高値 〃 1mL分×5×2 11，000

H．ピロリ抗体コントロールセット‘栄研 ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 〃 〃 〃

コントロール濾紙セット‘栄研’ ペプシノゲン1・II，　PSA 低・中・高 〃 3濃度各21スポット ノノ

〃　　　　　H．ピロリ抗体 ヘリコバクターピロリ抗体 陰性・陽性 〃 2　　　〃 〃

OCオートコントロール‘栄研’L 糞便中ヘモグロビン 低値 〃 1mL分×5 13，000

〃　　　　　　　H 〃 高値 〃 ノノ 〃

USコントロール‘栄研
　　　　　　　　　　Level　I／II 尿定性 陰性／陽性 〃 12mL分×3 15，000

〃　　　　　　　Level　II 〃 陽性 〃 12mL分×6 〃

ノムノピアリ　1 免疫18項目 低濃度 〃 3mL×2 28，500 液状タイプ

〃　　　　2 〃 高濃度 〃 ノノ 〃 〃

Hbコントロール‘栄研’L ヘモグロビン定量 低値 〃 5mL×2 26，000 〃

〃　　　　　　H 〃 高値 〃 〃 ノノ 〃

オリンパス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

AUコントロール ヒト血清べ一ス，マルチタイプ レベル1
レベル2

○ 各5mL用×6本 9，870

AESコントロール たん白分画用 ノーマル
アブノーマル

〃 0．5mL×5本 9，450

AUマルチキャリブレーター 5mL×20本 35，700

AU標準血清RF 2mL×5濃度 15，225

〃　　　CRP 1mL×6本 22，050

〃　　　ASO 〃 24，150

AU血清蛋白キャリブレーター IgG，　IgM，　IgA，　C3，　C4用 2mL×5濃度 39，900 各濃度1本入



88 関東化学（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

トレースチェック AST・ALT・γ一GT・CK
ALP・LD・AMY（P－AMY）

レベル1
レベル2

○ 各2mL×3 21，000

〃　　　　PLUS AST・ALT・γ一GT・CK・ALP
LD・AMY（P－AMY）・ChE

〃 〃 〃 24，000

クオリトロールリファレンスPLUS 20項目 〃 参考値 各3mL×3 17，000

クオリトロールINSULIN インスリン 〃 〃 各1mL×3 17，500

〃　　　　PSA PSA 〃 〃 〃 42，500

〃　　　　PG PG　I，PGII 〃 〃 各2mL×2 20，000

〃　　　　CK－MB CK，　CK－MB 〃 1mL×6 23，000

協和メデックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

Accurun　9500
マルチマーカーコントロール

anti－HIVI／2，　anti－HTLV　I／II
anti－HBc，　anti－HCV，　HBsAg，　TP

○ 1mL×3～5mL×3
39，000～90，000

Normalコントロール 感染症陰性コントロール × 1mL×1～3．5mL×12
5，000～5，700

IIBs抗原 HBs抗原 〃 5mL×1 14，000

HBs　IgG，　IgM HBsコアIgG，　IgM 〃 〃 14，000

HBe抗原 HBe抗原 〃 〃 〃

HBe抗体 HBe抗体 〃 〃 ノノ

HAV抗体IgG，　IgM HAV　IgG
HAV　IgM

〃 1mL×1～5mL×1
1mL×1～5mL×1

4，000～16，000

5，000～20，000

HBs抗体 HBs抗体 ○ 5mL×1 14，000

Lyme病抗体IgG，　IgM Lyme病IgG
Lyme病IgM

× 1mL×1
　〃

5，000（IgG）
9，000（IgM）

Toxo抗体IgG，　IgM Toxo　IgG
Toxo　IgM

〃

；； 3．000（IgG）
7，000（IgM）

風しん抗体IgG，　IgM 風しんIgG
　〃　　IgM

〃

；； ；

CMV　IgG，　IgM CMV　IgG
CMV　IgM

〃
； 3，000（IgG）

9，000（IgM）

TP（梅毒抗体） TP抗体 ○ 2mL×1～2mL×3
6，000～16，000

TP（RPR） TP（RPR） ○ 1mL×1 4，000

Accurunシリーズinfectrol HCV抗体・HBs抗原・TP抗体 ○ 3．5mL×1 A～E，5濃度別発売
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Accurun遺伝子用コントロール HIV，　HCV，　HBVなど
口611。。。

クリニカコーポレーション／（株）ベリタス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

Immunology　Control
IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，

RF，　ASO他15項目
3濃度 ○ OEM，バルク供給 OEM，バルク供給 液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定

Tumor　Marker　〃
CA125，　CA15－3，　CA19－9，　CEA
他10項目

ノノ 〃 〃 〃 〃　　，24　〃

Cardiac　Marker　〃
CK－MB，　Myoglobin，　Troponin　I，
Troponin　T，　hsCRP，　Digoxin

ノノ 〃 ノノ 〃 ”　　　，

hCG　　　　　　　〃 hCG 〃 〃 ノノ 〃 〃　　，36　〃

hs－CRP　　　　　〃 hs－CRP 〃 〃 ノノ 〃 ”　　，

Combined　APO　AI／APO　B　Controls ApoAI，　Apo　B 〃 〃 ノノ 〃 〃　　，24　〃

Lipid　Control TC，　TG，　HDL，　LDL，　ApoA1，　ApoB 2濃度 ○ OEM，バルク供給 OEM，バルク供給 液状品，保存：2～8℃，18ケ月安定

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス（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
　（rnL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リガンドプラスコントロール ホルモンなど24項目 3濃度 〃 5mL×15 50，000

腫瘍マーカーコントロール 腫瘍マーカ7項目 2濃度 〃 2mL×6 〃

シスメックス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

QAPトロール1X・2X 生化学用 正常・異常 × 5mL×5×2濃度 15，500

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

リクイチェック尿化学コントロール　レベル1・2 尿化学検査用 正常・異常 ○ 10mL分×12 22，0〔｝0

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

〃　　　II・X 〃 〃 〃 〃 〃

GHbトロールD（・ID（ グリコヘモグロビン用 正常・異常 〃 0．2mL分×8 16，000

グリコHbコントロール 〃 ノノ ○ 65mg×4×2濃度 〃



90 HDLコントロールL HDL一コレステロール用 低値 〃 3mL分×6 13，000

〃　　　　M 〃 中値 〃 ノノ 〃

〃　　　　H 〃 高値 〃 〃 ノノ

ヴィラトロール HBs抗原，　HCV抗体，　TP抗体，　HIV
抗体，HTLV－1抗体

2濃度 × 3mL分×3×2レベル 22，500 ウイルス不活化処理済み（液状
加熱処理及びS／D処理）

ランリームコントロールA
レベル1・II

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

　　　　　〃　　　　　　　B
レベル1・II

IgE，　HBsAb，　HBcAb 〃 〃 〃 18，000

　　　　　〃　　　　　　C
レベル1・II

β2一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 〃 〃 〃 〃

セロトロール・IX 免疫血清用 低濃度・高濃度
（項目により差あり）

× 2mL分×6 20，000

〃　　　・Ilx 〃 〃 〃 〃 〃

デイドサイトロールレベル1 凝固検査用 正常 ○ 1mL×20 16，000

〃　　　　レベル2
ノノ 中度異常 〃 〃 〃

〃　　　　　レベル3 〃 高度異常 〃 〃 20，000

コアグトロールD【・ID（ 〃 正常・異常 × 1mL分×5×2 9，900

（株）常光

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

〃　　　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 〃 〃 〃

イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　K＋，　Cl　 高，中，低 〃 1．5mL×20 16，000 冷凍品

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

透析用校正液D 透析液測定用 〃 2mL×20 24，000 液状

アイソトロールCK／LD CK，　LDHアイソザイム ○ 0．5mL×10 18，000 凍結乾燥
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積水メディカル（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他 正常 ○ 5mL×10 18，000 Sero社製，販売：第一化学薬品

セロノルム 電解質・酵素・脂質・他 〃 〃 〃 〃 〃

パソノルムH 〃 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　L 〃 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム 〃 正常 〃 10mL×6 16，100 〃

セロノルム・ファルマカ　レベル1 薬物血中濃度 治療域 〃 5mL×10 20，000 〃

〃　　　　　　レベル2 〃 中毒域 〃 ノノ ノノ ノノ

セロノルム・リピッド 血清脂質 正常 〃 3mL×12 22，000 〃

〃　　　・CRPコントロール CRP 異常 〃 1mL×6×2濃度 15，000

（株）テクノメディカ

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状常用標準血清ISE－CRS

Na，　K，　Cl 中濃度 ○ 1mL 22，000

　　　〃
ISE－CRS三濃度

〃 高・中・低濃度 〃 1．5mL 30，000

デンカ生研（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状キャリブレーター 生化学項目 ○ 5mL×10 14，000

脂質キャリブレーターD 脂質項目 ノノ

1mL×5 5，000

脂質コントロール1 〃 〃 1mL×10 10，000

〃　　　　II ノノ 〃 〃 15，000

酵素キャリブレータープラス「生研」 酵素項目 〃 1mLx6 13，500

酵素コントロールプラス1・2「生研」 〃 〃 1mL×3×2濃度 ノノ

イムノキューセラ1－（L） 免疫血清項目 低値 〃 3mL×5 30，000



92 〃　　　一（H） 〃 高値 〃 〃 〃

イムノキューセラII－（L） 〃 低値 〃 〃 〃

〃　　　一（H） 〃 高値 〃 〃 〃

生研リキッドノーマル1プラス 生化学項目 正常 ノノ

1mL×30 13，500

生研リキッドアブノーマル1プラス 〃 異常 ノノ 〃 ノノ

東ソー（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

HbA1，キャリブレータ（JDS） 安定型HbA1、 レベル1，2 ○ 各4mL用×5本×2種 35，000 日本糖尿病学会HbAl、標準化準拠

HbAlcコントロールHSi 〃 〃 ノノ 各0．5mL用x4本×2種 17，000

日水製薬（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

L一コンセーラIEX 30項目 低値 ○ 5mL×40本 27，000

〃　　　II　EX 〃 高値 〃 〃 48，000

L一スイトロール1 33項目 低値 〃 3mL×40本 28，000

〃　　　　II ノノ 高値 〃 〃 48，000

〃　　　　IIEX 〃 脂質高値 〃 〃 52，800

L一トライロール 27項目 1・II・III 〃 3濃度各3mL×2本 16，000

液状イムノコンセーラ1 CRP，　RF，　ASO，　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4 低値 〃 4mZ．×3本 45，600

〃　　　　　　II 〃 高値 〃 〃 50，400

ニットーボーメディカル（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

○ 2mL×6 15，600 液状コントロール



〃　　　　L－II 〃 ノノ 〃 18，000 〃

〃　　　　RF－1 リウマチ因子 〃 2mL×4 8，000 凍結乾燥品

〃　　　　RF－II 〃 〃 〃 12，000 ノノ

〃　　　ARC－1 CRP，　RF，　ASO ノノ 〃 11，000 〃

〃　　　ARC－II 〃 ノノ 〃 15，000 〃

バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　（mL）

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清1，2，3
薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど
86項目以上

低・中・高 ○ （5mL×4）×3レベル 40，000

リクイチェックスペシャル
イムノアッセイコントロール1，2，3

Anti　Tg，　Anti－TPO，　IntacPTH，EPOなど特殊免疫項目

〃 〃 各5mL×3レベル 50，000 各レベル包装

　　　　　　　ノノ
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5mL×12 各30，000

表示値なし生化学コントロール血清1，
2，35mL×25（各レベル別包装）

；

〃　　40項目以上 〃 × 各10mL×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，　CA199等
重要な腫瘍マーカー

ノノ ○ （2mL×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

ノノ 〃 各3mL×6 各11，000 （各レベル別包装）

　　　〃
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
ノノ ノノ 各4mL×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

ノノ 〃 各1mZ．×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 〃 （3mL×2）×3レベル 30，000

　　　〃
循環器疾患マーカーLTコントロール1，2，3

CK－MB，トロポニン1，T，ミオグロビン，ホ
モシスティン，ジギトキシン，NT－proBNP

〃 〃 〃 〃

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項目

正常・異常 〃 各10mL×12 各21，000 （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 （12mL×5）×2レベル 15，000 尿試験紙・沈渣

　　　ノノ
クォンティファイプラスコントロール1，2 尿定性項目，沈渣 〃 ノノ ノノ 18，000

　　　〃
クォンティファイコントロール1，2

尿定性項目 〃 〃 （12mLx3）×2レベル 12，000 滴下タイプの容器

　　　ノノ

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 〃 ○ 10mL×12 各22，000 （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1，2，3

hcG，ホルモン，　AFP，フェリチン等
ジキトキシン

低・中・高 〃 （5mL×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B12，
プレアルブミン，フリーT、，葉酸，TSH

〃 3mL×6 15，000 低値異常範囲に調製

　　　　ノノ

高血圧症マーカーコントロール1，2，3
ACTH，アルドラーゼ，コルチゾール，レニン 低・中・高 ノノ （2mL×2）×3レベル 48，000

リクイチェック
イムノロジーコントロール血清1，2，3

アルブミン，ASO，　CRP，　IgA，　IgM，　RF
など免疫検査一般

〃 〃 各1mL×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　〃
リウマチ因子コントロール血清1，2，3 リウマチ因子

正常・やや高値・
高値

ノノ 各2mL×6 各30，000 〃



94 　　　〃
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

ノノ 各3mL×6 各16，000 　　　〃
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2mL×6 各15，000 （各レベル別包装）

　　　〃
ドラッグフリー血清 薬物濃度検出レベル以下 10mL×12 48，000 検体稀釈用

　　　〃
ヘモグロビンA2コントロール1，2

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

　　　〃
糖尿病検査コントロール1，2

ヘモグロビンA1，　A、。，　F

総糖化ヘモグロビン
正常・異常 ノノ （0．5mLX3）x2レベル 24，000

ライフォチェックヘモグロビン
A、cリニアリティセット

ヘモグロビンAlc測定の直線性の確認用 4濃度 ノノ 0．5mL×4レベル 25，000

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，　MCV，　MCH，ヘマトク
リットなど16項目 低・中・高 〃 （3mL×2）×3レベル 20，000

　　　〃
血液学16項目Tコントロール1，2，3

WBC，　RBC，　MCV，　MCH，ヘマトク
リット値など（白血球は3分画）

〃 〃 （5mL×4）×3レベル 60，000

　　　〃
血液学コントロールA，C

白血球5分画（機種別） 〃 〃 Aはアボット用，Cはコールター用

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25mL×10 各35，000 （各レベル別包装）

　　　〃
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 〃 〃 （10mL×6）×2レベル 85，000

リクイチェック
エタノール／アンモニアコントロール1，2 エタノール，アンモニア 低・中・高 〃 各3mL×6 各15，000 〃

ライフォチェック
凝固コントロール1，2，3

PT，　APTT，フィブリノーゲン（レベル1） 〃 〃 1mL×12 〃 〃

　　　ノノ
凝固・線溶系検査用コントロール1，2，3 APTT，　PT，　TT，主な凝固因子など 〃 〃 各1mL×12 35，000 各レベル包装

リクイチェック
Dダイマー検査用コントロール1，2，3

D一ダイマー ノノ 〃 各1mL×6 10，000 〃

ライフォチェック
血液ガスコントロール1，2，3

pCO，，　pH，　PO， ノノ 〃 各1．7mL×30 各15，000 （各レベル別包装）

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，DCO2．　DH，1）02等

〃 ノノ 〃 各18，000
過酸化レベルー血液ガスプラスEコン
トロール4￥22，000（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，pCO2，　pH，　pO2等

〃 〃 〃 各30，000 （各レベル別包装）

血液ガスプラスCo－OXIMETER1，2，3 ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシ
キヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等

〃 〃 〃 各20，000 〃

精度管理用プログラム
UNITY－PC

外部・内部精度管理用プログラム

ユニ　テ　ィ　　〃

UNITY－POST
〃

ライフォチェックイムノアッセイ
TMJコントロール血清

イムノアッセイプラスコントロールにCA19－9，　CA－125，

CAI5－3，シフラ，β1ミクログロブリンを添加したもの 低・高 ○ （3mL×3）×2レベル 39，000

リクイチェック血清揮発性成分測定
用コントロール1，2

アセトン，エチレングリコールなどの揮
発成分測定用

低・高 〃 5mL×6 35，000

ライフォチェク骨代謝マーカー尿コ
ントロール1，2

骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用 〃 〃 （2mL×3）×2レベル 80，000

リクイチェック赤血球沈降速度測定
用コントロール1，2

血沈測定用 正常・異常 〃 9mL×4 46，000 （各レベル別包装）

　　　〃　　　網赤血球コントロー

ル1・2・3
網赤血球のカウント用 低・中・高 〃 1mL×4 25，000 （各レベル別包装）

　　　〃　　　ホモシスティンコン
トロール1，2

ホモシスティン測定用 低・高 〃 （1mL×3）×2レベル 30，000

TDM　EQAS（12　ANALYTES）
外部精度管理プログラム付きTDMコントロール

12種類 × 5mL×12 135，000 2週間サイクル

〃　　　（25ANALYTES） z 〃 〃 〃 210，000 〃
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IMMUNOASSAY　EQAS　1
　　　　　　　ノノ

イムノアッセイコントロール
〃 〃 ノノ 136，000 〃

〃　　　　　　　2 ノノ 〃 ノノ 〃 155，000 〃

ノノ　　　　　　　3 ノノ ノノ ノノ

1mL×12 131，000 〃

ノノ　　　　　　　4 〃 〃 〃 〃 121，000 〃

CHEM　EQAS（17　ANALYTES） 　　　　　　　〃
生化学コントロール

〃 〃 5mL×12 137，000 ノノ

〃　　　　（35ANALYTES） 〃 〃 〃 〃 165，000 〃

リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール 鵠舳蹴懸ぽ臨蹄嬬・拙c號A留SSB、　Anti．Io　l　Allti－Scl　70　Anti－ds－DNA
0．5mム×2
　〃　　3
　〃　　4

12，000～
20，000

リクイチェックToRCHプラス
コントロール

トキソプラズマ，風疹，サイトメガロウイルス，ヘルペス，ピロリ，水痘，EB，トリポネ，マパリーダム抗体など

陰性・弱陽性
陽性

○ 3mL×3
30，000～
50，000

レベル別売

メトトラックコントロール1，2，3 POCT装置用のグルコース，ヘマトク
リット，ヘモグロビン

低・中・高 〃 （2mL×2）×3レベル 14，000 全血タイプ

リクイチェック感染症コントロール
マルチ1

Anti－HIV－1，Anti－HTLV－1，Anti－
HCV，　Anti－HBc，　HBsAg，　Anti－CMV

陽性 5mL×1本 冷蔵液状品

　　　　　　　　〃
マルチII Anti－HAV，　Anti－HBs 〃 ノノ 〃

　　　　　　　　〃
HIV－2

Anti－HIV－2 〃 〃 〃

　　　　　　　　〃
マルチ陰性

Antl　HIV　l＆2，Antl　H『l　LV－1＆ll，Antl－HBc　lgM，Antl　HAV　IgM，Anti．HCV，Anti．HBc，　Anti－HBe，　HBsAg，　HBeAg，　Anti．CMV，Anti

HAV．An↑i．HDV　An↑i　HBs．Svdlilis｜戚＆｜GM．　RPR　neロヨfive
陰性 〃 ノノ

　　　　　　　　〃
ToRCH

TOXO　IgG，　Rubella　IgG，　CMV　IgG，
HSV・・11gG，　HSV－21gG

陽性 〃 〃

　　　　　　　　〃
マルチIII

Anti－HAV，　Anti－HAV　IgM，　Anti－
HBc　IgM，　HBeAg

〃 〃 〃

　　　　　　　　〃
マルチIV Anti－HBe ノノ 〃 〃

　　　　　　　　〃

ToRCH陰性 ToRCH　negative 陰性 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

MUMZ Mumps　IgG，　Measles　IgG，　VZV　IgG 陽性 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

SYPHILIS Syphilis　IgG＆IgM，　RPR 〃 〃 〃

　　　　　　　　〃

MUMZ陰性 MuMZ　negative 陰性 〃 〃

　　　　　　　　〃

HAV－IgM HAV　IgM 陽性 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

WNV Anti－West　Nile　Virus　IgG＆IgM 〃 〃 〃

　　　　　　　　〃

ToRCH　IgM

TOXO　IgG＆IgM，　Rubella　IgG＆IgM，CMV　IgG＆IgM，　HSV－11gG，　HSV－21gG
〃 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

EBV VCA　IgG＆IgM，　EBNA　IgG 〃 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

EBV陰性 EBV　negative 陰性 〃 〃

　　　　　　　　ノノ

LYME
Boγγε∬αb〃宿40施γO　IgG 陽性 〃 〃

　　　　　　　　〃
HBc－IgM HBc　IgM

ノノ ノノ 〃

　　　　　　　　〃
HBeAG HBeAg 〃 ノノ 〃



96 ベックマン・コールター（株）

商　　　　品　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

トライアドレベル1 生化学一般，血漿蛋白，TDM 正常域（低レベル） × 20mL×10 一 15～20℃保荏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 ノノ 〃　（高レベル） 〃 〃 ノノ

〃　　　　　3 〃 異常域（高レベル） 〃 ノノ ノノ

シンクロンーコントロールレベル1 生化学，血漿蛋白，TDM （低レベル） ○ 20mL×3 〃

〃　　　　　　　　　　2 ノノ （中レベル） 〃 ノノ ノノ

〃　　　　　　　　　　3 〃 （高レベル） 〃 ノノ 〃

Vigil　Proteinコントロールレベル1 血漿蛋白 低濃度域 ノノ

5mL×4 〃

〃　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　　　3 ノノ 高　〃 〃 ノノ 〃

Vigil　SerologyレベルC 高感度CRP用 正常域 〃 ノノ 2～8℃で保存．安定で経済的で
す．プラボトル入り．

Vigil　Serologyレベル1 CRP，　ASO，　RF測定用 低濃度域 〃 5mL×3 〃

〃　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　3 ノノ 高　〃 〃 ノノ 〃

Vigil　TDMコントロール　レベル1 ジゴキシン，てんかん薬など測定用 低　〃 〃 3mL×3 〃

〃　　　　　　　　　2 〃 中　〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　3 〃 高　〃 〃 〃 〃

（株）ミズホメディー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ケムトラックレベル1 電解質，酵素，脂質，含窒素，他 正常 × 15mL×10 33，000

〃　　　レベル3
ノノ 異常 〃 ノノ 37，000

リキュームコントロールレベル1 T3，　T4，　TSH等ホルモン，薬物，微
量蛋白58成分

定値 ○ 5mL×6 40，000 ヒト血清をべ一スとした液状コ
ントロール

〃　　　　　　　レベル2 〃 中値 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　レベル3 〃 高値 〃 ノノ ノノ 〃

T一マーカーコントロールレベル1
AFP，　CA－125，　CA15－3，　CA19－9
CEA，　PSA等主な腫瘍マーカー20成分

定値 〃 3m、乙×6 〃 〃
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ノノ　　　　　　　レベル2 〃 中値 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　　レベル3 〃 高値 〃 〃 〃 〃

三菱化学メディエンス（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イアトロセーラCC－1 酵素，脂質，電解質，CRP，他 低濃度 ○ 5mL用×10 15，000

〃　　　CC－II
ノノ 高濃度 〃 〃 〃

〃　　　　IM－1 免疫・血清 正常 〃 2rn．L用×4 18，400

〃　　　　IM－II 〃 異常 〃 ノノ 〃

〃　　　THレベル1 凝固・線溶マーカー 正常 〃 0．5mL用×6 12，000

〃　　　THレベルII 〃 異常 ノノ 〃 〃

CON6 ホルモン，他 低・中・高濃度 〃 6mL×2×3濃度 20，000 米国・SIEMENS社製

ヒーモスアイエルノーマルコントロール 凝固時間項目 正常 ○ 1mL用×10

〃　　　ローアブノーマルコントロール ノノ 異常 ○ 〃

〃　　　ハイアブノーマルコントロール 〃 〃 ○ 〃

〃　　　低フィブリノゲンコントロール血漿 ブイブリノゲン 〃 ○ 〃

　　　〃
スペシャルテストコントロールレベル1

凝固因子，AT，　PC，　PS，　VWF，他 〃 ○ 〃

　　　ノノ
スペシャルテストコントロールレベルII

〃 ノノ ○ 〃

ヘモライアンスHQCコントロール血漿 凝固時間項目 正常・異常 × 各0．5mL×5

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
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

HbAlcコントロールN「ロシュ」
0．5mL用

HbAlc 正常 ○ 0．5mL用×4

〃 異常 〃 〃



98 和光純薬工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mL）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

液状コントロール血清1ワコー 生化学 正常 ○ 5mL×10 14，000

〃　　　　　IIワコー 〃 異常 ノノ ノノ 〃

コントロール血清1ワコー／BR 〃 正常 〃 5mL用×10 13，000

〃　　　　　IIワコー／BR ノノ 異常 〃 〃 ノノ

LYPIIOCHEK－IAプラス ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物 3濃度 〃 5mL用×4×3 40，000

LYPHOCHEK
腫瘍マーカーコントロール

腫瘍マーカー 2濃度 ノノ

2mL用×3×2 35，000

免疫コントロール1ワコー 血漿蛋白 正常 〃 2mlL×4 28，000

〃　　　　IIワコー ノノ 異常 〃 〃 〃

ドライヘマト
血液凝固コントロール血漿レベル1 PT，　APTT，　Fib，　TB，　HPT 正常 〃 0．5mL用×10 12，000

〃　　　　　　レベル2 〃 中等度異常 〃 ノノ 〃

〃　　　　　　　レベル3 〃 高等度異常 〃 ノノ ノノ

LYPHOCHEK
定量用尿コントロールノーマル（1） 尿 正常 〃 10mL用×12 21，600

ノノ　〃　　　アブノーマル（2）
〃 異常 〃 〃 〃



展示会社・主要製晶紹介



100 今アークレイ株式会社
　　　〒604－8153京都市中京区烏丸四条上ル箏町689京都御幸ビル10F

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 230名　＊グループ企業全体1，165名

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

工場所在地 〒520－3306：甲賀市甲南町柑子1480㈱アークレイファクトリー

TEL：0748－86－6833㈹　　　FAX　O748－86－6898

研究所所在地 〒601－8045　京都市南区東九条西明田町57

TEL：075－672－5311㈹

商品間合せ先 アークレイマーケティング株式会社　学術センター

TEL：050－5527－7701　FAX　O3－3358　8536

〔展示主要商品〕

デンシトメトリー分析装置／スポットケムTMlL　SL－4720

特長：イムノクロマト法によるインフルエンザ，CRP検査をA4サイズの

コンパクトボディで測定可能。操作が容易かつ試薬に手書きした文字の印

字機能を有し，検査の効率化に貢献。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム

・オーションアイキューTM　IQ－5210　　・オーションマックスTM　　AX－4030

・ オーションイレブンTM　　AE－4020　・ポケットケムTMUA　　PU－4010

0糖尿病検査システム
・ アダムスTMエーワンシー　HA－8170　・アダムスTMグルコース　　GA－1152

・ アダムスTMグルコース　GA－1170

0簡易検査システム
・ スポットケムTMIL
・ スポットケム　DコンセプトTM

・ スポットケムTMEZ
・ スポットケムTMIM
・ スポットケムTMCL
・ スポットケムTMSG

O浸透圧検査システム

SL－4720

SD－9810，　SD－3810，　SD－4810，　SD－4820

SP－4430

SI　一　3511

SB－1420

SG－1220

・ スポットケムTMEL　　SE－1520
・ スポットケムTMバイダス　SV－5020

・ ポケットケムTMBA　　PA－4130
・ スポットケムTMCL　　SB－1430

・ オズモステーションTMOM－6060

S麟盟語誼i°nアイ・エル・ジャパン株式会社

〒105－OO13東京都港区浜松町2－2－15浜松町ゼネラルビル

設立年月日 平成14年7月22日

資　本　金 9，000万円

代表者名 サンティアゴ　ラモス

従業員数
E－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 クリティカルケアー

TEL：03－3437－6350　　FAX　O3　3437　6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEMプレミア3000，　GEMプレミア4000

特長：電極及び流体系に触れることなくカートリッジを交換（3週／4

週／30日に1回）するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガ

ス，電解質，グルコース，ラクテート及びCO一オキシまで臨床検査の幅

広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

・ チケットプリンター
・ 精度管理溶液
・ 測定用カートリッジ
・ 測定用カートリッジ（iQM）
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アイエスケー株式会社
〒ll3－0034東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日 昭和37年7月5日

資　本　金 2，000万円

代表者名 中島洋一

従業員数 25名

E　mall yes＠isk－tokyo．co．jp

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

工場所在地 〒120－0003足立区東和3－5－4

TEL：03　3620－1003

研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3812－0191　　FAX　O3－3812－9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA－Neo　・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in　vivoにより近い条件下で測定で

きます。●全血O．8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータ

から閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・ 看護用品

・ 介護用品

・ 集団検診用品

・ 臨床検査機器・用品

株式会社アイディエス
〒861－8038熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日 1987年11月

資　本　金 5，000万円

代表者名 伊藤照明

従業員数 370名

E－ma11 ids＠idsma．com
URL（ホームページ） http：／／www．idsma．com

工場所在地 〒861－8038熊本市長嶺東8　1430

TEL：096　380　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〕

自動分注装置／lDS－3000・検体搬送システム／lDS－880シリーズ

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓

抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システム

ユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体搬送システム　lDS－880シリーズ
・ 個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。

●自動分注装置　IDS－2000・IDS－3000シリーズ

・ 従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース分注装置。

●分注チップ整列装置　AT－4000シリーズ

・ 検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。

●サンプルチューブ整列装置　ATF－3000シリーズ

・ 検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。

●採血管ナンバリング装置　SNSシリーズ
・ 検体受付業務を自動化する装置。

●検体自走車・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。

●自動開栓装置　AZOシリーズ・TSDシリーズ

　・検体受付業務と検体の開栓を自動化する装置。
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アイテック阪急阪神株式会社
　　　　　　　　　　　〒553－0001大阪市福島区海老江1－1－31

設立年月日 昭和62年7月1日

資　本　金 2億円

代表者名 河原伸吉

従業員数 620名（平成19年10月現在）

E－mai1
URL（ホームページ） http／／www．itec．hankyu－hanshin．co．jp／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 医療事業本部

職i鷲i⑪1二謬二跳／突擬81二1揺二灘

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS－i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，

長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライ

アント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS－i」

　・検体検査システム

　・微生物検査システム

　・輸血管理システム

　・生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」

■検査結果Web参照システム

■健康管理システム「TOHMAS－i」

■健康増進支援システム「ToHMAs－i　Followup」

■感染制御支援システム

G］欝アキュし“yワス

　　　　　　　　　〒103－0007東京都中央区日本橋浜町3－31－8

設立年月日 昭和58年3月

資　本　金 1，000万円（授権資本金4，000万円）

代表者名 代表取締役社長　熊城憲一

従業員数 11名

E－mail info＠acuraks．com

URL（ホームページ） http：／／www．acuraks．com

工場所在地 〒103－0007：中央区日本橋浜町3－31－8

TEL：03－3639－5751

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 営業部

TEL：03－3639－5751　　FAX：03－3639－5754

〔展示主要商品〕

イムノアッセイ関連製造機器／全自動イムノアッセイストリップ／デバイ

ス組立機，全自動リールトゥーリールラミネーター

特長：全自動イムノアッセイストリップ／デバイス組立機：全自動でイム

ノアッセイカードをストリップに裁断し，パーツフィーダーで供給された

デバイスヘストリップを挿入。何種類かの検査項目を経て，最終的にカバ

ー デバイスを装着して完成。詳細な内容については弊社ブースにてお問い

合わせ下さい。

全自動リールトゥーリールラミネーター：全自動でメンブレン，吸収パッ

ド等，様々な部材を張り合わせ，設定したカード長さで裁断し，完成。詳

細な内容については弊社ブースにてお問い合わせ下さい。

〔取扱い商品〕

①　米国IVEK社製微量液体充填及び超精密液体噴霧システム

②韓国ZETA社製イムノアッセイ関連製造機器

他，様々な業界向けの製造機器を取り扱っております。
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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 代表取締役　岩佐和彦

従業員数 50名

E－mail info＠asiakizai．co．jp．

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

工場所在地 〒229－1124：相模原市田名49

TEL：042－762－2703

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社営業部

TEL：042－723－4670　　FAX：042－728－0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験

管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。ま

た，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種

○試験管類　各種

○スポイト類　各種

○喀タン処理器　各種

○検査コツプ　各種

○オートクレープ滅菌処理用バッグ

○病理用包埋カセット

○試験管立・サンプルカップ立

株式会社アZiデ・yクコーポレーヲヨン

〒554－0012大阪市此花区西九条1－4－10

設立年月日 昭和59年3月25日

資　本　金 5，000万円

代表者名 上嶋一生

従業員数 126名

E－mail honsha＠astech．　co．　jp

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

工場所在地 〒553－0007　大阪市福島区大開3－1－10

TEL：06－6463－5698

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：06－6466－1679　　FAX　O6－6466－1266

〔展示主要商品〕

採血室業務支援システム／Hospy　KOLabo

特長：病院内での採血・採尿等の検体検査のオーダ情報に対して，患者さ

んの受付，採血待ち順番案内表示，採血場所への呼び込み，採血管や尿カ

ップなど検体容器の準備，採血の実施情報等をトータル的に処理，管理で

きるシステムです。

〔取扱い商品〕

■採血室業務支援システムHospy　KOLabo

■患者案内表示システムHospy　Window

■インシデント・アクシデント報告システムHospy　Report

■クロス認証PKIシステムHospy太鼓判
■ラベルプリンタ：F－20

■バーコードリーダーBRLシリーズ
■磁気カードリーダー：SKTシリーズ

■リストバンド発行システム：Hospy　Secure
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≡1アボット ジャパン株式会社
〒106－8535東京都港区六本木1－9－9

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　本　金 22億6，700万円

代表者名 池田　勲夫

従業員数 1，975名

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

工場所在地 〒270－2214　松戸市松飛台278

TEL：047－385－2211

研究所所在地 〒270－2214松戸市松飛台278

TEL　O47－386－4710

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL　O120－－031441 FAX
〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／

ARCHlTECTアナライザーi2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。

1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど

多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYMアナライザー」「ARCHITECTアナライザー

　i2000」「ARCHITECTアナライザーi2000SR」「IMxアナライザー」

　「ARCHITECTアナライザーilOOOSR」「TDx　FLxアナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：

　（1）セルダインSAPPHIRE　（2）セルダイン3700　（3）セルダイン3200

　（4）セルダイン1800　（5）セルダインSMS　（6）セルダインRUBY

■簡易測定シリーズ：エクシード（血糖自己測定器），プレシジョンPCx

　（血糖自己測定器）

■遺伝子検査用（研究用を含む）：「Abbott　m　2000sp自動核酸抽出装置」

　ViroSeqTMHIVジェノタイピング試薬，　HLA　SBTタイピング試薬

　VysisTMDNA　FISHプローブ

A■IAM．アラム株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒530－0043大阪市北区天満2－3－10

設立年月日 昭和46年10月1日

資　本　金 5，000万円

代表者名 代表取締役荒木利一

従業員数 27名

E－mail info＠aram．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．aram．co．jp

工場所在地 〒

TEL FAX
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 本社営業部

TEL　O6－6351－8860　　FAX　O6－6351－8856

〔展示主要商品〕

プラスチックカップリング／CPCカップリング

特長：液体・気体配管においてワンタッチで接続・切り離しのできるプラ

スチックカップリングです。バルブ内蔵タイプや液モレの少ないノンスピ

ルタイプのカップリングもあります。

〔取扱い商品〕

CPCカップリング，チューブコネクター，アラムロック，アラムネック，

各種分析用チューブ，各種実験用チューブ，食品用チューブ・ホース，医

用チューブ，真空ホース，各種キャップ，インジェクション成型品，真空

成型品，樹脂加工品，ゴム成型品，ゴム加工品
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ALOKAアロカ株式会社
〒181－8622三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　　金　．　64億6，500万円（2007年3月31日現在）

代表者名 取締役社長　吉川義博

従業員数 1，062名（2007年3月現在）

E－mail cle－sle2＠am．aloka．co．jp

URL（ホームページ） http：〃www．aloka．co．jp

工場所在地 〒198－8577青梅市今井3　7　19

TEL　O428　32　3111

研究所所在地 〒198－8577青梅市今井3－7－19

TEL：0428　32　3111

商品間合せ先 担当部門 医用分析システム営業部

TEL　O422　45　5502　　FAX　O422　45－7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処

理工程を自動化する装置です。

　「検体処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，

施設規模に柔軟に対応できます。

　「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，

小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することによ

り，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗髭症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バ

イオ関連装置

MB■、J株式会社医学生物学研究所

　〒460－0002名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 22億2，860万円

代表者名 西田克彦

従業員数 216名（2008年3月現在）

E－mall info＠mbl．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．mbl．co．jp

工場所在地 〒396－0002伊那市手良沢岡1063－103

TEL　O265－76－1777

研究所所在地 〒396－0002　伊那市手良沢岡1063－103

TEL　O265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL　O52－971－2083 FAX　O52－971－2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP

抗体），腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，　BCA225，　NMP22），全自動

EIA測定／IF染色兼用装置（AP22　Speedy　IF），　ELISA／IFA全自動分

析装置（Quad－MACS）
〔取扱い商品〕

機器　・細胞診　PrepStainシステム　・全自動EIA測定／IF染色兼用

　装置　AP22　Speedy　IF　・スライドフロスト印刷機　CFM－30

臨床検査試薬
・ IF法ANA，抗DNA，抗セントロメア，　AMA／ASMA，　ANCA
・ ELISA法ANA，抗CCP抗体，抗ds／ssDNA，抗ENA，抗セントロ
　メア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，　RF，ヘリコバクタ

　ー・ピロリ，抗LKM－1，　MMP－3，　ANCA，抗Dsg，クラミジアトラ

　コマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗

　甲状腺ペルオキシターゼ
・ 腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，　BCA225，　NMP22）
・ 免疫比濁法試薬　「TAC－2，　TAC－3，　TAC－4，　TAC－Lテスト」各種

　血漿蛋白の測定に対応
・ 病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種
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　A 株式会社イワキ
〒101－8558東京都千代田区神田須田町2－6－6

設立年月日 昭和31年4月10日

資　本　金 3億8，000万円

代表者名 藤中義昭

従業員数 767名

E　ma　I
URL（ホームページ） iwakipumps．jp

工場所在地 〒350－1328狭山市広瀬台2－1　4

TEL　O4　2954－5121

研究所所在地 〒354－0041入間郡三芳町藤久保554

TEL　O49　258　1411　　FAX　O49－259－1249

商品間合せ先 担当部門 本社　企画部

TEL　O3－3254　2934　　FAX　O3　5295　8571

〔展示主要商品〕

ダイレクトポンプ／RDシリーズ

特長：RDシリーズは樹脂製（キャンド式）ダイレクトタイプの小型渦巻

きポンプです。駆動源にはRDブラシレスモータを採用。水漏れのないシ

ールレス構造など数々の特長が幅広いニーズに対応します。

〔取扱い商品〕

　「高品質・シンプルな小型DCポンプ」

　樹脂製・キャンド式小型渦巻きポンプ・RDシリーズ，カーボンや油の

混入がなく，クリーンな圧縮・吸引・移送が行えるダイヤフラム式のエア

ー ポンプ・APNシリーズ，気液混合移送用設計のAPN－Wシリーズ，
バルブレス構造のためエアーロック無しで高精度な注入が可能な定量ポン

プ・Vシリーズ，コンパクトなシールレスギヤポンプ・MDGシリーズな

ど，臨床用自動分析のあらゆるシーンに対応します。

・°・・nve・ness　m・d・cq・インバネス・メディカル・ジャパン株式会社

〒160－0023東京都新宿区西新宿1－24－1エステック情報ビル18F

設立年月日 2005年6月23日

資　本　金 3億円

代表者名 唐沢清紀

従業員数 160名（平成19年12月3日現在）

E－ma　　l
URL（ホームページ） www．invmed．co．jp

工場所在地 〒270－2214松戸市松飛台357

TEL
研究所所在地 〒 同　上

TEL
商品問合せ先 担当部門 お客様相談室

TEL　O120　1874　86　　FAX　O3　5326－7177

〔展示主要商品〕

BinaxNOW肺炎球菌

特長：BinaxNOW肺炎球菌は，特殊な器具や操作を必要とせず，迅速か

つ高感度に検出が行える肺炎球菌検査キットです。尿検体に浸した綿棒を

テストパネルに挿し，試薬を加えて15分です。簡便な操作と判りやすい判

定方法で，現場のニーズに応えます。

〔取扱い商品〕

●尿中の肺炎球菌爽膜抗原の検出；BinaxNOW肺炎球菌

●尿中のレジオネラニューモフィラ血清型1LPS抗原の検出；Binax－

　NOWレジオネラ●ストレップA抗原検出；ストレップA検出；
　BinaxNOWストレップA，クリアビューストレップA
●インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原検

　出；クリアビューInfluenza　A／B●クラミジア抗原検出；クリアビュ

　ークラミジア●HBs抗原検出；ダイナスクリーン・HBsAg　II

●抗HIV－1抗体および抗HIV－2抗体検出；ダイナスクリーン・HIV－1／2

●抗トレポネーマパリダム抗体検出；ダイナスクリーン・TPAb

●骨代謝マーカーNTx検出；オステオマークNTx血清，オステオマーク

●尿中のLH検出；クリアビューEASY　LH

●尿中のhCG検出；クリアビューEASY　HCG
●便潜血検出；ダイナスクリーン・ヘモ
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ウシオ電機株式会社
　　　　　　　　　　〒100－8150東京都千代田区大手町2－6－1

設立年月日 1964（昭和39年）年3月

資　本　金 195億円

代表者名 代表取締役社長　菅田史郎

従業員数 4，782名

E－mall banalyst＠ushio．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．ushio．co．jp

工場所在地 〒671－0224　姫路市別所町佐土1194

TEL：079－252－4381（代表）

研究所所在地 〒 同　上

TEL 同上　FAX　O79－253－6262
商品間合せ先 担当部門 メディカルシステム部営業グループ

TEL：03－3242－0694　　FAX　O3－3242－2700

〔展示主要商品〕

移動式遠心方式臨床化学分析装置／バナリスト

特長：バイオチップを血液分析に応用。測定装置に遠心分離機構を有して

おり，全血検体を使用して，画期的な簡便操作を実現しました。また，必

要採血量も世界最少級です。

〔取扱い商品〕

☆バナリストエース

　採血量は4μLで測定が可能です。CRPの測定が可能で，追加項目も

　用意しています。

　遠心分離装置を内蔵しており，全血から血清を全自動で分離することが

　でき，簡便操作を実現しました。

　チップはディスポーザブルなので，装置内は洗浄不要で衛生的に保てる

　設計です。

☆マルチバナリスト

　5項目を同時に測定するエースの多項目版です。

　項目測定は特定検診に必要な項目を取り揃えております。

　今後，項目は順次追加予定です。

liiSllll株式会社工イアンドティー

　　　　　　　　〒220－0005横浜市西区南幸2－20－5東伸24ビル

設立年月日 1978年5月25日

資　本　金 5億7，761万円

代表者名 代表取締役社長　礒村　健二

従業員数 359名

E－ma　　1
URL（ホームページ） http：／／www．aandt．co．jp／

工場所在地 〒023－1101　奥州市江刺区岩谷堂字松長根63　2

TEL：0197－35－0005

研究所所在地 〒252－0816藤沢市遠藤2023　1

TEL　O466　86　8660

商品間合せ先 担当部門 営業ユニット

TEL：045－317－1253　　FAX：045－317－・1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINlLOG

臨床検査情報システム／CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム　　：CLINILOG
統合型検査室リソースプランニングシステム：CLINILAN　LRP　Suite

電解質分析装置　　　　　　　：EAO7

グルコース分析装置　　　　：GAO5，　GAO811

化学発光免疫測定装置　　　：MIO2

血液凝固分析装置　　　　　　：CGO2，　CG101

血球計数装置　　　　　　　：MYTHIC18（J），　MYTHIC220T（J）

臨床検査試薬　　　　　　　　：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬

血液凝固分析装置専用試薬　：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。



108 ♂栄研化学株式会社
　　　　　　　〒llO－8408東京都台東区台東4－19－9山ロビル7

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　金 68億9，773万円

代表者名 代表執行役社長　寺本　哲也

従業員数 648名

E－mall webmaster＠eiken．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eiken．co．jp

工場所在地 〒329－0114　下都賀郡野木町野木143

TEL　O280－56－1221　　FAX　O280　56　0443

研究所所在地 〒329－0114　下都賀郡野木町野木143

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 営業管理室

TEL：03　5846　3261　　FAX　O3－5846　3273

〔展示主要商品〕

新型フローセル採用　全自動尿分析装置／US－3100R　plus

特長：高度な画像解析能力をべ一スに10％超の処理能力拡大で大量検体へ

の対応もパワーアップした全自動尿分析装置です。①276検体／時間の高

速処理能力②新型フローセル採用③2タイプの試験紙でランダム測定

可能　④最低必要量が1mLの微量検体測定　⑤健診最適なモード設定

⑥尿中有形成分分析装置と搬送接続可能

使いやすさを精度に　尿自動分析装置／US－2200

特長：国内最高速の処理能力，セミオートタイプの尿自動分析装置です。

①720検体／時間のトップパフォーマンスは少量から大量検体まで余裕の

処理能力　②試験紙全体をカラーCCDセンサでスキャンニングすること

でデータの精度・再現性を向上③日本語表示の分かりやすい大型カラー

液晶タッチパネルを採用　④試験紙に剤型識別コードを採用

品質の向上を重ねて　便潜血測定装置／OCセンサーDIANA

特長：高性能のままコンパクト。省力化とサイズダウンを同時に実現しま

した。①280検体／時間の高速連続測定　②試薬バーコード登録による検

量線管理機能　③検量線は希釈から測定までフルオート。さらにリトライ

モード搭載　④検査効率を高める分析中追加・緊急割込機能

艦晃難鷹㌶驚！蕊㍍
設立年月日 平成16年4月

資　本　金 1，300万円

代表者名 棚田　誠

従業員数 12名

E－mall tanada＠excel－creates．jp

URL（ホームページ） http：／／www．excel－creates．jp

工場所在地 〒542－0061大阪市中央区安堂寺町2－3　5

TEL　O6－6766－2202

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：06－6766－2202　　FAX　O6　6766－2201

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／FORZ

特長：検体検査データ・健診データ・画像データを1台のPCで管理で

き，検索することができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム

健診システム

画像ファイリングシステム

在庫管理システム
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エッペンドルフ株式会社
　　　　　　　　　　〒101－0031東京都千代田区東神田2－4－5

設立年月日 1997年7月1日

資　本　金 4億円

代表者名 アンドレアス　クリューガー

従業員数 40名

E－mail info＠eppendorf．jp

URL（ホームページ） http：／／www．eppendorf．com／jp

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

TEL　O3－5825－2361　　FAX　O3　5825－2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピ

ペット全体がオートクレープ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸

引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタ

ンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピ

ペット下部のボトムパーツはオートクレープ可能です。

マイクロ遠心機　5424：マイクロ遠心機5415Dの後継機として小型で高性

能な遠心機5424を開発しました。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチップ

プラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。

電動連続分注ピペット　マルチペット　stream／Xstream：ダイアルで

分注モードの選択ができます。

NE＜NECソフト株式会社
　　　　　　　　　　　　〒136－8608東京都江東区新木場1－18－6

設立年月日 1975年9月

資　本　金 86億6，800万円

代表者名 代表取締役執行役員社長　国嶋矩彦

従業員数 4，729名（単体）

E－mail info＠necsoft．com

URL（ホームページ） http：／／www．necsoft．com

工場所在地 〒

TEL FAX
研究所所在地

TEL：

商品間合せ先 担当部門　医療ソリューション事業部

TEL：0120　632－364　　FAX

〔展示主要商品〕

LIMS／バイオプリズム

特長：FDA　21CFR　PART　II準拠のサンプルおよびデータファイル管理

ソフトウエア

〔取扱い商品〕

コンサルテーション，システムインテグレーション，ソフトウエアパッケ

ー ジ，教育（トレーニング），各種業務システムの開発，システム運用支

援，基本ソフトウエアと汎用アプリケーションパッケージの開発，ASP

（アプリケーションサービス）



110

EPSONエプソン販売株式会社
　　〒160－8324東京都新宿区西新宿6－24－1西新宿三井ビル24F

設立年月日 1983年5月20日

資　本　金 40億円

代表者名 平野精一

従業員数 1，487名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 インフォメーションセンター

TEL：050－3155－7020

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM－L90

特長：TM－L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150

mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷

でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタで

す。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッタ

ー で様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用小型力ラーインクジェットプリンタ／TM－C100

特長：TM－CIOOは横幅21cmの小型業務用カラーインクジェットプリン

タ。ロール紙タイプとASFタイプを用意し様々な用途でお使い頂けま

す。様々な情報をカラーでラベルに印刷することで注意を促すことができ

ます。また，顔料インクを採用し出力後の耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるた

めに，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライ

バやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。
・ サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリン

タ各種・ドットインパクトプリンタ各種

〃陶U”1エムシーメデイカル株式会社
M　c　M　f　D　コぐ　A　t

〒160－8355東京都新宿区西新宿7－5－25西新宿木村屋ビル川F

設立年月日　平成元年10月16日

資　本　金　　6億円

代表者名　　平野政良

従業員数　146名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／wwwmcmed．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 マーケティングG

TEL　O3－5330－7861　　FAX　O3－5330－0499

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・ 血液凝固測定装置（KCシリーズ，　AMAX，　AMGA）

・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ヘマトレーサーシリーズ）
・ （血液凝固関連試薬）

　（血液凝固関連コントロール血漿）

　（血小板凝集能関連試薬）
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Ortho　Clinical　Diagnostics

平…』＝！1；ζ5鯨都千代田区西，申田3－5－2

設立年月日 1981年3月

資　本　金 10億円

代表者名 日色　保

従業員数　230名
E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．ocd．co．jp

工場所在地
研究所所在地

商品間合せ先　　担当部門　テクニカルサービスセンターTEL：0120－03－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス⑪5600，ビトロス3600，ビトロス5，1Fs，ビトロスECiQ，　Hcv

抗体・抗原検査，オーソ⑧オートビュー⑪イノーバ，BTDX

〔取扱い商品〕

全自動臨床化学・免疫統合測定装置：ビトロス5600

全自動臨床化学分析装置：ビトロス5，1FS／多層フィルム式。

ビトロス⑧5，1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全

ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化

学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbAlc等が測定可能。

全自動化学発光免疫測定装置1ビトロス3600，ECiQ／化学発光の全自動

測定機器で，心疾患，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使

用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付き，検査室のあらゆる省力化

を可能。検体，発光試薬等の分注量，発光量など監視し，品質の高い検査

結果報告を保証するインテリチェック機能採用。

感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，お客

様のニーズに対応。

全自動輸血検査システム：オートビューイノーバ／日本語ソフトによる

簡単操作を実現したWalkAway全自動輸血検査システム。　ABO式，　Rh

式血液型，不規則抗体スクリーニング，交差適合試験等を測定。

’株式会社オネスト
　　　　　〒113－0033東京都文京区本郷4－9－25真成館ビル4F

設立年月日 平成2年3月1日
資　本　金 7，000万円

代表者名 代表取締役　本間大二郎

従業員数 245名

E－mall info＠honest．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．honest．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門　　医療事業部，医療システム部

TEL：03－5689－5903　　FAX：03－5689－5993

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー，感染管理支援システム／lCTweb

特長：ハートレーは，電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検

体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，各種アラート機能も

充実させ，効率化と臨床サービスの向上をサポートします。

ICTwebは，微生物検査システム「アスティ」の検査データを基本とし

て，投薬情報，バイタル情報，転科転棟情報，治療経過などを一元管理

し，院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに，日々のラウ

ンド情報を取込み，時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支

援するシステムです。

〔取扱い商品〕

HONESTメディカルシステムシリーズ
①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」

②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」

③微生物総合管理システム「ASTY／アスティ」

④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」

⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」

⑥病理部門総合管理システム
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9雌オリンパス株式会社
　　　　〒163－0914東京都新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス

設立年月日 1919年（大正8年）10月12日

資　本　金 483億3，200万円（2008年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　菊川　剛

従業員数 3，132名（2008年3月末現在）

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

工場所在地 〒411－0931 駿東郡長泉町東野454－1三島事業場

TEL　O55－999－1133

研究所所在地 〒192－8512　八王子市久保山町2－3

TEL　O42　691－7111

商品問合せ先 担当部門 オリンパス㈱ダイアグノスティックシステムズ国内営業部

TEL　O3－3340－2237 FAX　O3－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700／AU680／lD－GelStation他

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる2つの条

件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコス

トパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，　AU2700，　AU680，　AU400

自動分析装置用試薬：AUリエージェント，　AUリエージェントi

自動電気泳動装置：AES320，　AES630

全自動化学発光酵素免疫分析装置：AU3000i

自動輸血検査装置：PK7300

輸血検査用システム：ID－Gelstation，　ID－Micro　Typing　System

臨床検査システム：OLCOS700

0LCOS輸血Hシステム

pmオルカノ株式会社
Ecologically　Clean

ORGANO 〒136－8631東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日 昭和21年5月1日

資　本　　金 82億2，549万円

代表者名 代表取締役社長　橋本喜代志

従業員数 730名

E　mail kiki－1＠organo．co．jp

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

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 〒229－0012相模原市西大沼4　4　1

TEL　O42－702－7820　　FAX
商品間合せ先 担当部門 機能商品事業部

TEL　O3－5635－5191 FAX　O3－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライトPRO－0100

特長：血液自動分析装置用に最適でRO（逆浸透膜）とイオン交換純水器

で構成された高品質純水製造装置です。

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，手軽な純

水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB　UItra」キャビネットタイプ純

水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリ

ー ズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」

「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」

「SAAシリーズ」ホモジナイザー「EXNIZER400」ATP測定器「OR－
100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水

器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロボア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置

　　　　水処理薬品　イオン交換樹脂　など
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宰　　　　　　　関東化学株式会社

　　　　　　　　〒103－0023東京都中央区日本橋本町3－ll－5（マルサンビル）

設立年月日 昭和19年11月13日

資　本　金 10億円

代表者名 野澤俊太郎

従業員数 1，075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：0463　94－8531

研究所所在地 〒 同　上

TEL：同上　FAX　O463－94－2751
商品間合せ先 担当部門 ライフサイエンス部技術課

TEL：03－3667－8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

インスリンキット／サイアス　INSULIN

特長：ラテックス免疫比濁法を測定原理としたインスリン測定キットで

す。今まで専用装置でしか測定できなかったインスリンが各種汎用自動分

析装置で測定可能になりました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置用試薬

　生化学試薬

　　シカリキッド　シリーズ

　　シカフィット　シリーズ

　免疫学試薬

　　サイアス　シリーズ

藍）党熟R∈キーウェアソリューションズ株式会社

　　　　　　　　　　　〒156－8588東京都世田谷区上北沢5－37－18

設立年月日 昭和40年5月10日

資　本　金 17億3，700万円

代表者名 八反田　博

従業員数 773名

E－mail hospital＠keyware．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．keyware．co．jp

工場所在地

研究所所在地

商品間合せ先 担当部門 医療事業部

TEL　O3－3290－6700　　FAX　O3　3290　6742

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Medlas21＋

特長：使いやすさと機能性を追及した多機能，高性能な臨床検査業務パッ

ケージです。画像ファイリング，精度管理，試薬管理，Webべ一スの簡

易オーダ，結果照会など豊富なオプションを取り揃えています。

〔取扱い商品〕

Medlasシリーズには，細菌検査システム，病理検査システム，遺伝子検

査システムの各検査部門システムに加え，今年から販売開始した院内感染

監視システム「Medlas－SHIPL」があります。

検査部門以外では，栄養管理システム，リハビリ管理システム等の自社製

品とオーダリング・電子カルテ・医事会計などパートナー製品を含めたト

ー タルソリューションをご提供しております。



114

協和メデックス株式会社
　　〒104－6004東京都中央区晴海1－8－10（晴海トリトンスクエアX－4F）

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 山口　正仁

従業員数　300名
E　mall mxinfo＠kyowa．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．kyowamx．co．jp

工場所在地 〒411－0932　駿東郡長泉町南一色600　1

TEL　O55　988　6000　　FAX　O55　988－6005

研究所所在地 〒411－0932　駿東郡長泉町南一色600　1

TEL　O55　988　6018　　FAX　O55－988－6020

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL　O3－6219　7602　　FAX　O3　6219－7614

〔展示主要商品〕

HbAlc分析装置：Alc　GEAR，尿分析装置：UR－S600

血液凝固分析装置：COAGTRON－180，全自動化学発光免疫測定装置

特長：Alc　GEARは，グリコヘモグロビンのPOCT分析装置です。

　　：UR－S600はウロピースS専用の尿分析装置です。

　　：COAGTRON－180は，4種の分析能を持つ血液凝固分析装置です。
〔取扱い商品〕

1．生化学検査試薬＊脂質検査項目（デタミナーシリーズ：HDL－C，

　　LDL－C，　TG，　TC）（メタボリードシリーズ：RemL－C，　HDL－C）

　　＊糖尿病検査項目（HbAlc，　GLU，1，5AG，　GA）＊各種含窒素測定

　　試薬，各種酵素測定試薬，各種無機物質測定試薬

2．免疫検査試薬＊ADVIA　CentaurXP・CP試薬（内分泌検査・腫瘍
　　マーカー・感染症マーカー等各種免疫項目へ対応）。＊EIAプレート

　　全自動分析装置APシリーズの販売。

3．尿試験紙ウロピースSと専用測定装置UR－S600の販売。便潜血測定

　　装置：HM－JACKの販売。血液凝固試薬はトリニティー製品の販売

　　と新自動分析装置COAGTRON－180の販売。インフルエンザ，アデ

　　ノウイルスのイムノクロマト試薬を共同販売。

4．化成品では日臨技データ共有化管理試料ACCURUNシリーズIn－
　　fectrolの販売。病理組織染色用一次抗体と染色キット。

⑯極東製薬工業株式会社
　　　　　　　　　　　〒103－0024東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日 昭和27年7月12日

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 250名

E－malI info＠kyokutoseiyaku．co．jp

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

工場所在地 〒318－0004　高萩市大字上手綱字朝山3333－26

TEL　O293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL　O293　23－0909　　FAX　O293－23　7324

商品間合せ先 担当部門 営業学術部

TEL　O3－5645－5664　　FAX　O3－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックスRUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。

　HI法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度

管理上も便利です。

　また，WHOの国際標準に基づく国際単位を採用していますので，

NCCLSの基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，その他

2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，そ

　　の他

3．微生物学的検査用試薬各種

4．真空採血管／インセパックシリーズ



κ乙麿07Z1 久保田商事株式会社
　　　　〒113－0033東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日 昭和37年3月12日

資　本　金 5，000万円

代表者名 久保田史彦

従業員数
E－mail sales＠kubotacorp．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業学術部

TEL：03－3815－1331　　FAX　O3－3814－2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930・8730・4000／4200

　　　特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えま

　　　す。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラス1］の安全キャ

　　　ビネットがセットできます。（オプション）

　　　〔取扱い商品〕

　　　KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売
　　　と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。

　　　遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます

　　　多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

　　　取り扱い商品は，下記のとおりです。

　　　高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバー

　　　サル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小

　　　型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心

　　　機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各

　　　種，その他の理化学機器
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β　　　　（：LlNIQA，M　CLINIQA　Corporation

　　　774North　Twin　Oaks　Valley　Road，　Suite　C　San　Marcos，　CA92069

設立年月日 1974年

資　本　金

代表者名 Granger　Haugh

従業員数
E－mail brhodes＠cliniqa．com

URL（ホームページ） WWW．Cliniqa．COm

工場所在地 774North　Twin　Oaks　Valley　Road，　Suite　C　San　Marcos，　CA92069

TEL：760－744－1900　　FAX　760－941－9593

研究所所在地 同上

同上

商品間合せ先 担当部門 Global　Sales　Director　Controls

TEL：800－728－5205　　FAX　760－728－2902

日本代理店 ㈱ベリタス営業販売部／技術営業部

TEL：03－3593－3211　　FAX：03－3593－3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor　Marker　Control／Cardiac　Marker　Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品

　　　2．マルチコントロール
〔取扱い商品〕

1．Immunology　Control

　　　　測定項目：23項目，3濃度

2．Tumor　Marker　Control

　　　　測定項目：14項目，3濃度

3．Cardiac　Marker　Control

　　　　測定項目：6項目，3濃度

4．hCG　Control

　　　　測定項目：hCG，3濃度

5．hs－CRP　Control

　　　　測定項目：hs－CRP，3濃度

6．Combined　Apo　AI／Apo　B　Controls

　　　　測定項目：Apo　AI／Apo　B，3濃度
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GRIFOIS＿…綱蜘＿＿
設立年月日 1940年

資　本　金 106MM　Euro

代表者名 Victor　Grifols

従業員数 4，500名

E－mail hitosh．minamino＠grifols．com

URL（ホームページ）．　http：／／www．grifols．com

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 〒530－OOOI：大阪市北区梅田2－2－2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F

TEL：06　6133　5410　　FAX　O6－6133－5757

〔展示主要商品〕

ELISA用装置／TRITURUS

特長：オープンタイプの酵素免疫測定装置です。

〔取扱い商品〕日本では現時点では何も販売していません。

欧米では主に，

①輸血検査装置，及び関連試薬

②ELISA用分析装置（商品名：Triturus），及び各種測定用試薬（キッ
　ト）

③血液凝固測定装置及び関連試薬

欧米では診断薬・機器以外に医薬品を製造販売しています。

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒106－0047東京都港区南麻布2－4－5皆川ビル5F

設立年月日 昭和58年6月1日

資　本　金 4，000万円

代表者名 古畑達雄

従業員数 9名

E－mail info＠knf．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．knf．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門　営業部

TEL：03－5443　5661

〔展示主要商品〕

ダイアフラム式ポンプ

特長：血液分析，生化学分析，免疫化学分析装置内での洗浄用途などで広

くご好評頂いているダイアフラム式ポンプです。接液部の材質が
PTFE，　PVDFなど種類が豊富なため，次亜塩素酸など腐蝕性の高い洗

浄液でも問題なく送液できます。さらに長寿命，音が静か，小型でパワフ

ル，メンテナンスフリーなどの特徴があります。

〔取扱い商品〕

ダイアフラム式真空ポンプ

ダイアフラム式コンプレッサー

ダイアフラム式送液ポンプ

ダイアフラム式定量ポンプ
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＠興和楳式會示土
　　　　　　　　　　　　　〒460－8625名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日 昭和14年11月

資　本　金 38億4，000万円

代表者名 三輪芳弘

従業員数 2，100名

E　mall life＠kowa．co．jp

URL（ホームページ）’　http：／／www．kowa．co．jp

工場所在地 〒

TEL FAX
研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 医用機器営業部営業第二課

TEL：03－5623－8054　　FAX　O3　5623－8050

〔展示主要商品〕

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：1．血小板活性化に伴う自然凝集の測定が可能。

　　　2．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。

　　　　　　小凝集から中凝集，大凝集塊への形成過程が観察できる。

　　　3．血小板凝集能の強弱を評価するデータ解析機能搭載。

　　　4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA－200，　PA－20

無散瞳眼底カメラコーワnonmyd　7

小林クリエイト株式会社
〒448－8656刈谷市小垣江町北高根ll5

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 1，500名

E　mall iryou＠k－crjp

URL（ホームページ） http：／／k－cr．jp／cgi－bin／iryo／topics．cgi

工場所在地 〒448－8656刈谷市小垣江町北高根115

TEL：0566－26－5310

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 医療事業部

TEL　O3　3553　5871　　FAX　O3－3553－2635

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres　fit

特長：自動貼付管種数を4管種とし，コストを抑え，メンテナンス性を向

上させた，卓上型採血管準備システムです。連続発行機能や連番発行が可

能なシーケンス発行機能も備え，健診施設での採血前準備の業務にも対応

を可能にしました。

〔取扱い商品〕

1．システム開発

　　・臨床検査システム　SIMS　・検査報告照会システム　TRAS

　　・バーコードラベル発行システム

　　・巡回健診支援システム　T－MES

　　・EAN128バーコード発行システム

　　・臨床参考データ換算システム　CRCS

2．臨床検査自動化システム対応各種装置

　　・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，　ipシリーズ

　　・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ

　　・採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種

　　カード，医療用記録紙
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』晒‘冊株式会社サトー
　　　　　　　　　　　　〒150－0013東京都渋谷区恵比寿4－9－10

設立年月日 昭和26年5月16日

資　本　金 63億3，103万円

代表者名 西田浩一（ニシダコウイチ）

従業員数 連結　3，541名　単体　1，427名

E　mall
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　O197－66－4801

研究所所在地 〒330－0852　さいたま市大宮区大成町1－207

TEL　O48－663－8109　　FAX　O48－651－6770
商品間合せ先 担当部門 営業本部　ソリュL・一・・ション営業部

TEL　O3－5449－4410 FAX　O3－5449－4462

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／New　L’espritシリーズT408／412，　R408／412

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心

を支える各種バーコードシステムをご提供しています。またGSH28コ

ー ド活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリ

ングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）

の省力化・効率化支援システムを開発・販売しています。

〔取扱い商品〕

・バーコードによる医療過誤防止システム
・ 国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
・ 各種オーダーラベル発行システム
・ クリニック予約システム
・ 各種シール製品

・ その他

倫ヨ三［JL”イz］2㈱
fit　S【ien【es　　〒163－1130東京都新宿区西新宿6－22－1新宿スクエアタワー30F

設立年月日 昭和43年2月

資　本　金 12億779万円

代表者名 取締役社長森　憲司

従業員数 402名

E－mall info＠gls．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．gls．co．jp

工場所在地 〒960－8201福島市岡島字長岬5　3

TEL　O24－533－2244

研究所所在地 〒358－0032入間市狭山ヶ原237－2

TEL　O4－2934－1100　　FAX　O4－2934－3361

商品間合せ先 担当部門 販売推進部営業企画課営業企画部

TEL　O3－5323－6611 FAX　O3－5323－6622

〔展示主要商品〕

自動分注装置／MICROLAB⑪　STAR

特長：本装置は，独自のチップ装着法により，分注工程中のチップ内圧を

モニタすることで，分注時の状況を認知し，これにより確実な分注を実現

します。また，分注位置設定が自由なため，独自の容器からの分注も可能

です。

〈取扱い商品〉

・ハミルトン社製自動分注装置　MICROLAB⑧

　①STAR，　STAIet，　STARplus

　　O一リングを用いた独自のチップ装着法により，チップ内圧をモニタ

　する機能（TADM）を利用し，確実な分注を行います。

　②ATplus2
　　ポジティブディスプレースメント方式のシリンジチップにより，全血

　や組織のホモジナイズ等，様々な試料をストレス無く，分注できます。

・ハミルトン社製ポンプモジュール・バルブ・シリンジ

　独自の分注装置作成に不可欠なポンプモジュール「PSD／2，4，8」。ポ

　ンプモジュールに装着して使用するバルブ，シリンジも用意しています。

・ハミルトン社製XYZアームモジュール

　0．3mmの位置精度でXYZに可動するアームモジュールです。
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シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

　　　　　　　　　　〒141－8673東京都品川区東五反田3－20－14

設立年月日 2007年7月1日

資　本　金

代表者名 代表取締役社長最高経営責任者　コン・グリラキス

従業員数 299名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 本社営業部

TEL：03－5423－8820（本社営業部代表）

〔展示主要商品〕

ADVIAシリーズ，クリニテックシリーズ，ラピッドラボシリーズ等

特長：2007年11月，デイドベーリングがシーメンスグループの一員とな

り，シーメンスの診断薬事業に免疫／生化学検査，同定／薬剤感受性検

査，糖尿病検査，尿検査，血液ガス分析，遺伝子検査など多種多様にわた

る検査製品が一堂に揃いました。

〔取扱い商品〕

臨床検査試薬，医療機器，医療用ディスポーザブル製品

免疫検査製品（ADVIAケンタウルスXP，　CP）尿検査製品（クリニテッ

クシリーズ，エームス尿検査試験紙）血液学検査製品（ADVIA2120i）血

液ガス・電解質分析／データマネジメント製品（ラピッドラボ1200シリー

ズ，ラピッドポイント400シリーズ，ラピッドコム）

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　mai1 info＠shigematsu－bio．com

URL（ホームページ） www．shigematsu－bio．com

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：06－6231－6146　　FAX　O6－6231－6149

〔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。
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株式会社システムバイオティックス
　〒226－8510横浜市緑区長津田町4259－3東工大横浜ベンチャープラザW306号室

設立年月日 平13年9月21日

資　本　金 1，000万円

代表者名 桐栄純一

従業員数 5名

E－mall info＠systembiotics．com

URL（ホームページ） http：／／www．systembiotics．com

工場所在地 〒228－0821相模原市相模台6　－25－　1　103

TEL：042－745－7351　　FAX　O42－853－7329

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〕

簡易型プレート分注機／PlatePrep　100

特長：1本ヘッドの簡易型分注機チェリーピックをはじめ充実したソフト

です。試薬容器は，1．5mLのマイクロチューブに対応しています。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリン

トできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容

器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動分注装置

自動分注装置

自動タンパク質精製装置

透過型スキャナー

プレート用シール

バーコード用ラベル

PlatePrep100

PlatePrep400

ProteomePrep700

ProteomeScan2000

HTSheet
BarCodeLabel

5凹5me》《　シスメックス株式会社

　　　　　　　　　〒651－0073神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日 昭和43年2月20日

資　本　金 55億921万円

代表者名 代表取締役社長　家次　恒

従業員数 1，748名（2007年4月1日現在）

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

工場所在地 〒675－0011　加古川市野口町北野314　2

TEL：0794－24－1171（加古川工場）

研究所所在地 〒651－2271神戸市西区高塚台4－4－4

TEL：078－991－1911　　FAX　O78　991－1917

商品間合せ先 担当部門 営業推進本部

TEL：078－992　6124　　FAX　O78－992　6159

〔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・有核赤血球測定，塗抹標本の作

製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・便潜血分析装置

全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬

免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬

臨床検査情報システム

血液検査用データ処理装置

血液細胞画像ファイリングシステム

血液ガス分析装置・電解質分析装置

輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬
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＿坐IEUx シスメックス・ビオメリュー株式会社

〒141－0032東京都品川区大崎1－2－2　アートビレッジ大崎セントラルタワー

設立年月日 1988年10月4日

資　本　金 4億8，000万円

代表者名 代表取締役社長　神田博

従業員数 40名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 臨床マーケティング部

TEL：03－6834　2666　　FAX　O3－6834　2667

〔取扱い商品〕・生培地各種

・ 用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），　ID32シリーズ

　　（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）

・ 自動細菌分析装置：バイテック／バイテック2／バイテック2コンパク

　　ト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）

・ 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（感染症（HAV，　HBV，

　　HIV，　TORC，クラミジア他）・各種ホルモン測定，心筋マーカー他）

・ 情報処理システム：バイオリンク3（オンライン・疫学統計）

・ 遺伝子検査関連装置：ニュークリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽

　　出），ニュークリセンスeasy　MAG（磁性シリカ自動核酸抽出），ニ

　　ュークリセンスEasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）

　　Diversilab（自動細菌タイピング装置）

15株式会社 当訓奇聖11≡Pfi
　　　　　　〒369－1242深谷市北根12－5

設立年月日 昭和32年6月10日

資　本　金 4，200万円

代表者名 代表取締役　柴崎昌彦

従業員数 24名

E－mall info＠precision－shibazaki．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O48　584－2211　　FAX　O48－584－0229

〔展示主要商品〕

分注装置／前工程処理装置

特長：多彩なバリエーションの分注機能をとりそろえています。搬送，キ

ャップの開閉栓，撹拝や洗浄といった前処理工程に必要な機能の開発製作

が可能です。

〔取扱い商品〕

・ 凝集法の分注希釈装置
・ 小型小分け装置
・ 非接触微量分注装置

・マイクロプレートELISA用分注装置
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　　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3－0033東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部健彦

従業員数 280名

E－mail mail＠jokoh．com
URL（ホームページ） http：／／wwwjokoh．com

工場所在地 〒439－0037菊川市西方154

TEL：0537－36－1577

研究所所在地 〒213－8588　川崎市高津区宇奈根731－1

TEL　O44－811－9211　　FAX　O44－811－9209
商品問合せ先 担当部門 営業サービス本部

TEL　O44－811－9211 FAX　O44－811－9209

〔展示主要商品〕

病理検査の即日診断のニーズにお応えする　Histra－QS

特長：パラフィン標本による病理検査の即日診断のニーズにお応えしま
す。

超音波による薬液浸透促進効果を利用しているため，バイオプシー検体で

あれば約1時間で固定からパラフィン浸透まで終了します。手術材の迅速

パラフィン浸透にも対応できます。病理検査で特に時間のかかる脱灰に応

用したHistra－DCもございます。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：CTE－9800，　CTE－2800，　CTE－880

＊血液ガス分析装置：携帯型アーマ2000

＊電解質分析装置：（Na，　K，　Cl）：EX－D（透析モード付き），　EX－Z

＊電解質分析装置：（Na，　K，　Ca）：EX－Ca（透析モード付き）

＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100（レート法）

＊リボ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー

＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー

＊自動固定包埋装置：Histra－QS　＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra－DC

　　　　　SHENZHEN　MINDRAY　BIO－MEDICAL　ELECTRONICS　CO，　LTD，

Mindray　Building，　Keji　Road　l2th　Road　South，　High－tech　lndustrial　Park，

　　　　　　Nanshan　District，　Shenzhen　City，518057，　P．R．　China

設立年月日 1991年

資　本　金 350M　RMB（about　50M　USD）

代表者名 Xu　Hang

従業員数 4，100名

E－mail intl－market＠mindray．com
URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL： FAX
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL　十86－755－26582888　FAX　十86－755－26582900

〔Main　Exhibits〕

Full　automatic　chemistry　analyzer：BS－400，　BS－120／Full　automatic　5－part　and

3－part　hematology　analyzer：BC－5500，　BC－5300，　BC－3200，　BC－2800vet

Brief　introduction　to　Mindray：Mindray　was　founded　in　1991　in　Shenz－

hen，　China，　with　a　mission　to　deliver　highquality，　competitively　priced

medical　devices　to　make　healthcare　more　accessible　and　affordable

around　the　world．　Over　the　last　17　years，　we　have　become　a　leading

developer，　manufacturer　and　marketer　of　medical　devices　in　China　with

arapidly　growing　ineternational　presence．　According　to　Frost＆Sul－

livan，　in　2006　we　attained　leading　market　share　in　China　both　by　units

sold　and　revenue　for　the　sale　of　patient　monitoring　devices，　three　part

differentiation　hematology　analyzer，　biochemistry　analyzer　and　grays’

cale　ultrasound　imaging　system　segments．　Mindray　Company’s　Amer－

ican　Depositary　Shares（ADSs）are　listed　on　the　New　York　Stock

Exchange（NYSE）under　the　symbol　MR．
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MICROSCAN．スペクトリス株式会社マイク。スキャン事業部

〒101－0045東京都千代田区神田鍛冶町3－5－2

設立年月日 1980年7月30日

資　本　金 5，000万円

代表者名 酒井達也

従業員数 138名

E　ma　　l japan＠microscan．com
URL（ホームページ） http：／／wwwmicroscan．com

工場所在地 1201SW　7th　St．　Renton，　WA　98057　USA

TEL：425－226－5700　　FAX　425－226－8250

研究所所在地 同上

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 マイクロスキャン事業部日本代表

TEL：03－3255－8163　　FAX　O3－3255－8154

〔展示主要商品〕

画像検査機能付き小型バー・2次元コードリーダ／MS－4　EZ　Match

特長：試験管に張られたバーコード読取りと同時に試験管の有無，形状及

びキャップ有無，色，形状などの画像検査が可能

〔取扱い商品〕

●自動分析機器への組込み向け及びラボラトリオートメーション用バー，

　2次元コードリーダ各種

●2次元コード印字品質検証機

●ハンディーリーダ（極小2次元対応）

積水メディカル株式会社
〒103－0027東京都中央区日本橋3－13－5KDX日本橋313ビル

設立年月日 2008年4月1日

資　本　金 12億7，500万円

代表者名 福田睦

従業員数 823名

E　ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．sekisuimedica1．jp／

工場所在地 〒301－0852竜ヶ崎市向陽台3　3　1（つくば工場）

TEL：0297－62－7551

研究所所在地 同　上　（つくば研究所）

〒746－OOO6　周南市開成町4560（徳山研究所）

TEL　O834－63－8841

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－3272－0827　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

血液凝固自動分析装置コアプレスタ2000，糖尿病関連装置・試薬　他

〔取扱い商品〕○脂質関連試薬：コレステストNHDL，　LDL，　CHO，

TG，アポA－1，A－II，　B，　C－II，　C－III，　E，　Lp（a），酸化LDLエライ

ザ「第一」他○生化自動分析用試薬：ピュアオートS，クオリジェント

（TG，　GLU，　AMY，　CRP，　CHO，　CRE），ナノピアCRP，エクセライ

ザ○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアプレスタ2000　（試薬）ナノピ

ア（P－FDP，　Dダイマー），テストチームS　AT　III，　APL，　PLG，プロ

テインC，コアグピア（PT－S，　APTT－S，複合Tテスト，複合Hテス

ト，Fbg）他OTDM関連試薬：セディア，ディーアールアイ，ナノピア

TDM（テオフィリン，ジゴキシン，抗てんかん薬，抗精神薬，免疫抑制

剤　他）○感染症関連試薬：ラピッドテスタ（FLUスティック，　FUL

II，ロターアデノ，ストレップA，　hsアデノ）○消化器関連試薬：パナッ

セイIV・C「ラテックス」，アクアオートカイノスTBA試薬　○リウマチ

関連試薬：パナクリアMMP－3「ラテックス」○糖尿病関連試薬：ノルデ

ィアNHbA1。，ルシカGA－L　O腫瘍マーカー：ナノピアPSA　O多項目

自動分析装置：日立クリニカルアナライザーS40，　M400真空採血管：

インセパックll
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　〒220－8120横浜市西区みなとみらい2－2－1ランドマークタワー20F

設立年月日 2008年3月14日

資　本　金 1，000万円

代表者名 松本耕一

従業員数 1名

E－ma　l koichi．matsumoto＠cellavision．SE

URL（ホームページ） CellaViSiOn．COm

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL FAX
商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

血液像分類装置／CellaVision　DM96

特長：自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳

を組み合わせた全自動血液像分類システムです。

Gc難】四コチラ運科学貿易
〒rll－0052東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日 昭和42年6月20日

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役　下田　孝一郎

従業員数
E　ma　　l tokyo＠cscjp．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．cscjp．cojp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5820－1500　　FAX　O3－5820－1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA－EX　II

O生化学自動分析装置　Piccolo　xpress

Oマルチドロップ384／S60スタッカー

OM384アトラスウォッシャー／タイタンスタッカー

○高精度分析装置　Digiflex　TP（アベルケンダル用）

○空中浮遊菌採取装置　RCSエアーサンプラー

○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT　II

O高速遠心機　プラズマプレップ

○プレートリーダー，ウォッシャー

○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン

○微量送液ポンプシステム

○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）
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itDNS　NSAN6ro煽蝶1試鉗
　　　　　　　　　　〒534－0021大阪市都島区都島本通1－15－17

設立年月日 1963年

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役　合田昭男

従業員数 32名

E－mail daisentk＠dc．mbn．or．jp

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

工場所在地 〒930－0401　中新川郡上市町広野新269

TEL：0764－73－0336

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL：03－5276－0202　　FAX　O3－5276－0203

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARDシリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血

清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動開栓装置（APNシリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

　　　　　　　（ARDシリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガ

　　　　　　　　　　　　　　　　ード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

Dynal　Biotech　ASA　／㈱ベリタス
lnvitrogen　Corporation
　　　　　　　　　　　　　　Box川4Smestad　N－03090slo，　Norway

設立年月日 1986年

資　本　金

代表者名 Kari　Andersen

従業員数
E－mail eurotech＠invitrogen．com

URL（ホームページ） http：／／www．invitrogen．com

工場所在地 Ullernschausseen　52，03790slo，　Norway

TEL：

研究所所在地 Ullernschausseen　52，03800slo，　Norway

TEL：

商品間合せ先 担当部門 Technical　Centre

TEL：十4722061110（9am－4pm　CET）FAX：十4722519505

日本代理店 ㈱ベリタス営業販売部／技術営業部

TEL　O3－3593－3211　　FAX　O3－3593－3216

E－mail　tomohikokato＠veritastk．co．jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ　Dynabeads＿

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化

学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。

磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径お

よび表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器によ

る自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads－MyOneTMStreptavidin　Tl

Dynabeads－MyOneTMStreptavidin　Cl

Dynabeads－MyOne’MTosylactivated

Dynabeads－MyOneTMCarboxylic　Acid

Dynabeads－M280　Tosylactivated　　Dynabeads－M280　Streptavidin

Dynabeads－M270　Carboxylic　Acid　Dynabeads－M270　Amine

Dynabeads－M270　Streptavidin

Dynabeads－M270　Epoxy　Dynabeads－ProteinA　Dynabeads－ProteinG
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株式会社タウンズ
〒410－0005沼津市双葉町9－12－2

設立年月日 昭和62年6月

資　本　金 1，660万円

代表者名 代表取締役社長　中嶋延行

従業員数
E　mall
URL（ホームページ） http：／／www．tauns．co．jp

工場所在地 〒410－0872沼津市小諏訪43－3

TEL：055－925－6235

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：055－929－0471　　FAX　O55－929－0472

〔展示主要商品〕

アデノウイルスキット／イムノエースアデノ

特長：低濃度域の感度が飛躍的に向上しました。陽性は3分から判定可能

です。ブラックラインでくっきり見やすくなりました。感度だけでなく特

異性にも優れています。鼻腔ぬぐい液や鼻腔吸引液でも測定できます。

〔取扱い商品〕

キャピリア0157

0簡便かつ迅速に糞便中の大腸菌0157抗原を検出します。

○特別な装置や技術を必要としません。

○操作は1ステップで極めて簡単です。

○試料滴下後15分で結果が得られます。

○感度・特異性に優れています。

キャピリアVT
O簡便かつ迅速に大腸菌ベロトキシンを検出します。

○特別な装置や技術を必要としません。

○操作は1ステップで極めて簡単です。

○試料滴下後15分で結果が得られます。

○感度・特異性に優れています。

竹内精工株式会社
　　　　　〒971－8184いわき市泉町黒須野字江越246－16

設立年月日 昭和42年5月

資　本　金 9，180万円

代表者名 竹内三男

従業員数 160名

E－maiI
URL（ホームページ） http：／／www．tsklmb．com

工場所在地 〒971－8184　いわき市泉町黒須野字江越246－16

TEL：0246－56－5281

研究所所在地 〒

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 営業

TEL　O96－215－3225　　FAX　O96－215－3226

〔展示主要商品〕

直線ガイド・精密送りネジ／ミニチュアガイド・ボールネジ

特長：臨床検査機等に使用されるリニアガイドやボールネジを製作してい

る直動ベアリングメーカーです。低コスト，短納期，特殊加工の対応も可

能です。

〔取扱い商品〕

○電動アクチュエーター

○ガイド機構

　・LMBガイド（中・重荷重用ガイド）

　・LMBMガイド（ミニチュアガイド）

　・リニアベアリング

　・リニアシャフト

○送り機構

　・転造・精密ボールネジ

　・台形ネジ

　・メートル並目ネジ

○その他

　・カムフォロアー・ボールスプライン・その他加工部品
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（e）D、k。ダコ・ジャパン株式会社

〒ll2－OOO4東京都文京区後楽2－5－1住友不動産飯田橋ファーストビル

設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役伊佐正弘

従業員数 46名

E－mail cs－dakoj＠dako．com
URL（ホームページ） http：／／www．dako．jp／

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒112－0004　文京区後楽2－5－1

TEL：03－5802－2580　　FAX　O3－5802－2581

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－5802－2588　　FAX：03－5802－2581

〔展示主要商品〕

自動染色装置／Autostainer　Linkシリーズ，他

特長：用手法で行われていた免疫組織化学染色の自動化に最適な自動染色

装置です。病理検査のみならず様々な研究分野に対して，再現性のある高

い信頼性の染色を提供し，検査業務・研究の標準化と効率化に大きく貢献

します。

〔取扱い商品〕

●自動染色装置（免疫組織化学染色），関連試薬

●自動染色装置（特殊染色），関連試薬

●その他IHCソリューション

●OEM及びバルク抗体
●フローサイトメトリー関連試薬

∈耀㍍鷹§≧禦霧
設立年月日 1918年

資　本　金 5億円

代表者名 岡本　英彌

従業員数 1，400名

E－mail Prex－net＠ml．tanaka．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．tanaka．co．jp

工場所在地 〒254－8206平塚市新町1－75

TEL：0463－32－1848

研究所所在地 〒254－0076平塚市新町2－73

TEL：0463－35－5170　　FAX：0463－32－5614

商品間合せ先 担当部門 メディカル部

TEL：0463－35－5170　　FAX　O463－32－5614

〔展示主要商品〕

診断薬用金コロイド／Auクエン酸コロイド

特長：本製品は，クエン酸べ一スの金コロイド溶液で，体外診断薬や各種

判定キットの組み込み用試薬，バイオマーカー等に最適です。100％国内

開発製造で，ロット間のばらつきが少なくシャープな粒度分布を誇るとと

もに必要なとき必要な量を提供いたします。

〔取扱い商品〕　1．体外診断薬受託製造

　・イムノクロマトを主とした診断薬の受託製造をいたします。

2．体外診断薬用金コロイド

　・イムノクロマト用金コロイド，各種粒径品を用意しております。カス

　　タム商品も開発提供いたします。

　・抗体の感作工程もお手伝いいたします。

3．貴金属による医療材料

　・抗がん剤のPt化合物原薬製造を行っています。

　・サージカル（外科用）器具，部品等の設計製作をお引受けしております。

　・測定用貴金属電極のカスタム製作。・貴金属製マーカーのカスタム製作。

4．貴金属薄膜加工品

　・プレックスシート（Au，　Pt薄膜製品）の製作と販売。

　・受託製造による，貴金属電極等の試作製造。
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Diba　lndustries，　lnc．

4・Precision　Road，　Danbury，　CTO6810USA．

設立年月日　：

資　本　金：

代表者名　：

従業員数：
E－mail　：
URL（ホームページ）：　http：／／www．dibaind．com

工場所在地：　〒

TEL：

研究所所在地　：　〒

TEL：

商品間合せ先：　担当部門　：

TEL：203　744　0773 FAX：203　744－0525

〔Main　Exhibits〕

Flared　fluoropolymer　tubing　assemblies

Click－N－SealTMconnectors
Lined　or　coated　aspirate／dispense　probes　with　integrated　level　sense

In　line　reagent　heaters

Custom　reagent＆waste　bottle　caps　and　bottles　with　quick　disconnect

ports

Fluid　system　development　assistance

Production　and　maintenance　kits　made　to　OEM　specifications

In－house　custom　extrusion

Model　Shop

　The　infomation　transmitted　is　intended　only　for　the　person　or　entity

to　which　it　is　addressed　and　may　contain　confidential　and／or　privileged

material．　If　you　are　not　the　addressee，　any　disclosure，　reproduction，

copying，　distribution，　or　other　dissemination　or　use　of　this　transmission

in　error　please　notify　the　sender　immediately　and　then　delete　this　e－

mail．　E－mail　transmission　cannot　be　guaranteed　to　be　secure　or　error

free　as　information　could　be　intercepted，　corrupted　lost，　destroyed，

arrive　late　or　incomplete，　or　contain　viruses．

　The　sender　therefore　does　not　accept　liability　for　any　errors　or

omissions　in　the　contents　of　this　message　which　arise　as　a　result　of　e－

mail　transmission．　If　verification　is　required　please　request　a　hard　copy

verslon．

デイドベーリング株式会社
aSiemens　Company　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　〒104－0033東京都中央区新川1－3－17新川三幸ビル

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　： 1億円

代表者名　： 代表取締役社長　赤津英二郎

従業員数： 約216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　： お客様支援センター

TEL：0120－543－455 FAX：0120－506－155

〔展示主要商品〕

　生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，感染症に亘る幅広い製品の中か

ら，お客様のニーズにあうシステムを提案します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査装置：マイクロスキャンWalkAwayTM　96　Plus

　　　　　　　　　　　　　　　　マイクロスキャンWalkAwayTM　40　Plus

　　　　　　　　　　　　　　　　マイクロスキャンautoSCAN－4

全自動免疫化学分析装置：BNプロスペック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベーリングネフェロメータII

臨床化学自動分析装置：ディメンション⑪R。L　MaxTM

　　　　　　　　　　　　　　　　　ディメンション⑪Xpand⑪Plus

自動免疫蛍光測定装置：ストラタス⑧CS

全自動ELISA分析装置：べ一リングELISAプロセッサーIII

自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180

血中薬物濃度自動分析装置：Viva－ETMシステム

2007年11月，

た。

デイドベーリングは，シーメンスグループの一員となりまし
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幽株式会社テP7Ptデヤカ

　　　　　　　　　　　　〒224－0041横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日 昭和62年9月8日

資　本　金 10億6，980万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 135名

E　ma　　l info＠TechnoMedica．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒224－0041横浜市都筑区仲町台5　4　9

TEL　O45　948　5901

商品間合せ先 担当部門

TEL　O45－948－1961　　FAX　O45－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO－787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつ

けして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプシ

ョンがあり，シェアは80％あります。

〔取扱い商品〕

●オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO－787●自動採血管

準備装置；BC・ROBO－686●自動採血管準備装置；BC・ROBO－888●小

型採血管準備システム；BC・ROBO－mini40●採血採尿アシストソリュー

ションシステム●自動検体仕分け装置；SS・ROBO－800●ハルンカップラ

ベラ；HARN－710●自動尿分取装置；UA・ROBO－600B●全自動尿分

析・分取装置；uA・ROBO－700i●一般検査前処理システム；uA・

LABELER－1●PIS患者認識システム●全自動pH／血液ガス分析装置；

GASTAT　－600，　GASTAT－601，　GAS●TAT－602i，　GASTAT－603
ie，　GASTAT－6040x●電解質分析装置；STAX－3●ポータブルハンディ

型血液分析器；GASTAT－mini●自動血沈測定装置；ESR－quick　15●赤

血球沈降速度測定機ESR－6000BP●赤沈自動測定装置；Quick　eye

）dbQ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　KDX茅場町ビル

設立年月日 昭和25年2月11日

資　本　　金 10億円

代表者名 代表取締役社長佐塚　政太郎

従業員数 509名

E　ma　　l info＠denka－seiken．co．jp

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

工場所在地 〒959－1695五泉市南本町1　2　2

TEL　O250－43　4111

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術営業推進部

TEL　O3－3669－9091 FAX　O3－3664－1023

〔展示主要商品〕

デュアルCHOT＆L「生研」

特長：LDL一コレステロールと総コレステロールの同時測定用試薬です。

1試薬で2項目の結果報告が可能に！
〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　CRE，　UA，　GLU，　TG，　T－CHO，　LDL，　HDL，　PL，

　Mg，　IP，　GOT，　GPT，　LD，　ALP，γ一GT，　CK，　AMY

ラテックス試薬シリーズ

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

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　U－ALB，　Tf



13° 〈⑭〉 東京貿易機械株式会社
　　　　〒104－8510東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日 平成18年10月1日

資　本　金 4億円

代表者名 取締役社長　五阿弥英也

従業員数 約100名（関連会社含む）

E－mai1 ono－y＠tokyo－boeki．cojp

URL（ホームページ） http二／／www．tokyo－boeki－kikai．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒197－0823：あきる野市野辺569－　6

TEL：042－532－8271　　FAX　O42－532－8234

商品間合せ先 担当部門 メディカル機器事業部

TEL：03－3555－7353　　FAX　O3－3555－7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24iプレミアム，ビオリス12i

ビオリス24iプレミアム特徴

①処理能力：240テスト／時（ISE項目を含む場合400テスト／時）

②同時測定項目数：36項目または24項目＋ISE　3項目（オプション）

③測光系の改良により，当社比最大40％の反応液の微量化を実現

④サイズ：800W×670D×520H（mm）

⑤パソコンによる簡単操作（更に操作を簡易化した夜間モード有）

⑥国内約300台，海外（50余ヵ国）約2500台の合計2800台以上の販売実績

ビオリス12i特徴

①処理能力：120テスト／時（ISEを同時測定する場合130テスト／時）

②同時測定項目数：22項目＋ISE　3項目（オプション）

③サイズ：520W×605D×435H（mm）

④小規模検査室，クリニック等に最適

ビオリスシリーズ共通の特徴

①多彩なオプション：専用検査報告書システム，専用純水装置等

②反応液の空気圧撹拝：撹拝子を用いない空気圧撹拝システム

　　　　　　　　　利点　撹絆子が原因となるキャリーオーバー回避・

　　　　　　　　　　　　撹拝子のための洗浄水不要

東芝メディカルシステムズ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒324－8550大田原市下石上1385

設立年月日 昭和23年9月23日

資　　本　　金　　　147億円

代表者名　　　小松研一

従業員数　　約3，300名

E－ma　　l
URL（ホームページ）

工場所在地　　〒

TEL：

研究所所在地

TEL： FAX
商品間合せ先　　担当部門 検体検査システム事業部

TEL：03－3818－2182 FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBATM－c16000（cシリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加

が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，

検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，医用X線CT撮影装置，磁気共鳴

画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，核医学診断用装置，治療用

機器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム
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◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　　〒105－8623東京都港区芝3－8－2

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 代表取締役社長土屋　隆

従業員数 2，476名

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

工場所在地 〒746－8501周南市開成町4560

（他2工場） TEL：0834－63－9800

研究所所在地 〒252－1123綾瀬市早川2743　1

（他2研究所） TEL：0467－77－2211

商品問合せ先 担当部門 バイオサイエンス事業部営業部

TEL：03－5427－5181　　FAX　O3－5427－5220

〔展示主要商品〕

自動ElA装置AlA－360，自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723G8

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－360）

②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－60011）

③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA－2000）

④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）

⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723G8）

⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA　II）

⑦TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid－160）

⑧核酸検出試薬（TRCRapidシリーズ／TRCtestシリーズ）

⑭東洋器材科学株式
TOVO　K8ZAI

　　　　　　　　　会社

〒335－0003蕨市南町4－7－10

設立年月日 昭和47年12月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長佐藤英輔

従業員数 45名

E　maiI tykkizai＠toyo－kizai．co．jp

URL（ホームページ） http／／www．toyo－kizai．co．jp

工場所在地 〒335－0003蕨市南町4－7　10

TEL：048－447－3381

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O48－447　3381　　FAX　O48－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管，スピッツ，サンプルカップ各種

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布

装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・ スピツツ

・ スポイト

・ チューブ

・ シヤーレ
・ サンプルカップ
・ 採便管

・ カツプ類
・ 採水瓶
・ スワフ
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（輌）東洋紡東洋紡績株式会社

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

設立年月日 1914年6月1日

資　本　金 433億円

代表者名 取締役社長　坂本龍三

従業員数 3，249名

E－mail
URL（ホームページ） http：／／www．toyobo．cojp

工場所在地 〒914－0047敦賀市東洋町1024

TEL：0770－22－7641

研究所所在地 〒914－0047敦賀市東洋町1024

TEL　O770－22－7643

商品間合せ先 担当部門 診断システム事業部

TEL：06－6348－－3335　　FAX　O6－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U－SCANNER　11

特長：1）検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2）

Auto　Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析し

ます。3）赤血球（均一，変形）・白血球・上皮細胞（扁平，移行，尿細

管）・円柱（硝子，ろう様，穎粒）・結晶・細菌と充実した測定項目です。

4）撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成

功しました。以上の性能を有する“U－SCANNER　II”は尿検査の効率化

に有用です。

〔取扱い商品〕

・ 尿中有形成分分析装置：U－SCANNER　II

・ニコカード　HbA，。

・ニコカード　CRP
・ アフィニオン　（HbAic，　CRP）

・ 多項目自動分析装置：TYB－9．　TYB－18．　TYB－40

∈》日水製薬株式会社
　　〒llO－8736東京都台東区上野3－23－9

設立年月日 1935（昭和10）年4月6日

資　本　金 44億5，000万円

代表者名 佐々　義廣

従業員数 353名

E－mail diag－sale＠nissui－pharm．co．jp

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

工場所在地 〒307－0036結城市北南茂呂1075－2

TEL：0296－35－1221　　FAX　O296－35－1217

研究所所在地 〒 同上

TEL：0296　35－1225　　FAX　O296　35　1579

商品間合せ先 担当部門 マーケティング部マーケティンググループ

TEL：03－5846－5707　　FAX　O3－5846－5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①同定・感受性結果を最短3時間で得ることができます

　　　②菌液をセットするだけで，自動的に希釈・分注・培養・測定・回

　　　　収を行います。

　　　③ストレプトコッカス属やヘモフィルス属の自動測定が可能です。

〔取扱い商品〕

蛍光免疫測定装置：エバネットEV20

全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－2000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－60011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－360

精度管理用凍結管理血清：L一コンセーラIEX，　IIEX

　　　　　　　　　　　　L一スイトロール1，II，　II　EX

　　　　　　　　　　　　L一トライロール

細菌培養用生培地：ニッスイプレートシリーズ

　　　　　　　　　ニッスイ分画プレートシリーズ
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ニッ1」う吉・一メデらカlb株式会社

〒1・02－0073東京都千代田区九段北4－1－28

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名 片山勝博

従業員数 60名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 学術グループ

TEL：03－3238　4541　　FAX　O3－3238－4591

〔展示主要商品〕

栄養アセスメント蛋白等

特長：汎用の自動分析装置で簡単に測定可能です。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，　BUN，　CPK他）

免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，　M，　C3，　C4，　Tf，　PreAlb他）

Latex免疫比濁法試薬（CRP，　RF，　ASO，β2－M，　RBP等）

血液凝固因子測定試薬（AT－III，　PLG等）

腫瘍マーカー（CSLEX）

理化学用洗浄剤

尿沈渣管

無遠心採血管

血管位置検出器具

NfPPN　ニップンテクノクラスタ株式会社

　　　　〒169－0075東京都新宿区高田馬場1－30－5千寿ビル4F

設立年月日 1998年1月5日

資　本　金 3，000万円

代表者名 久保田肇

従業員数 21名

E－mail info＠nipPntechno．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：
アプリケーションラボ 〒169－0075　新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル5階

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL：03－5287－6761　　FAX　O3　5287－6765

〔展示主要商品〕

BioDot社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〕

●BioDot社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造シス

　テム

●Bangs　Laboratories社各種Microspheres

●Adhesives　Research社各種粘着テープ

●RANDOX社　自動免疫化学発光システム
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⑯ NlRO　ニプロ株式会社
　　　　　　　〒531－8510大阪市北区本庄西3－9－3

設立年月日 昭和29年7月8日

資　本　金 286億6，300万円

代表者名 佐野　實

従業員数 1，966名

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

工場所在地 〒018－5794：大館市二井田字羽貫谷地8－7

TEL：0186－49－5111

研究所所在地 〒525－0055：草津市野路町3023

TEL：077－564－0500

商品間合せ先 担当部門 検査商品開発営業部

TEL：06－6373－3168　　FAX：06－6373－8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズー450・採血管・採血針ホルダー

付・生化学・免疫検査試薬

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，

自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプ

ション装備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，医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

《》日7Kゲミコ，株式呑社
〒101－0032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 43億400万円

代表者名 山ロー城

従業員数 563名

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

工場所在地 〒308－0112　筑西市藤ヶ谷赤坂799－1

TEL：0296－37－2211

研究所所在地 〒341－0005：三郷市彦川戸1－22－1

TEL：0489－53－8265　　FAX：0489－53－8269

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部

TEL：03－3851－2974　　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異lgE測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相とした酵素免疫測定法によるアレル

ギー検査システムです。MIO1では11分，　DiaPack2000では16分という特

異IgE検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実

現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異IgE抗

体検査の効率化に貢献します。

〔取扱い商品〕

・ アレルギー特異IgE測定装置　DiaPack2000
・ 全自動酵素免疫測定装置　MIO1
・ アレルギー特異IgE測定試薬　オリトンIgE「ケミファ」
・ 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC－723G7，　HLC－723G8

・ヘモグロビンA1。血糖　測定用搬送システム
・ その他　医療用具用各種洗剤
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■NIHON　t〈OHDEN 日本光電工業株式会社

〒161－8560東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 75億4，400万円（2008年3月31日現在）

代表者名 鈴木文雄

従業員数 3，367名（グループ）（2008年3月31日現在）

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

工場所在地 〒 富岡市，鶴ヶ島市，深谷市

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 企画センタ

TEL：03－5996－8028　　FAX　O3－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8222，　MEK－7222，　MEK－6400，　CRP－3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類を含む22項目全自動測定機

までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血（必要検体量は5μL）で

全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえて

います。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニング

コスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルー

チン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提

供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリン

グ機器，人工呼吸器，除細動器，AED（自動体外式除細動器），心臓ペー

スメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救

命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

d∈Ot，本電子株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒196－8558昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日 昭和24年5月30日

資　本　　金 67億4，000万円

代表者名 代表取締役社長兼COO栗原権右衛門

従業員数 3，014名

E－mail webmaster＠jeol．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．jeol．co．jp／

工場所在地 〒196－8558　昭島市武蔵野3－1－2

TEL：042－543－1111

研究所所在地 〒 同上

TEL：042－542－2316 FAX：042－542－2386

商品間合せ先 担当部門 医用機器ソリューション営業本部

TEL：042－528－3325　　FAX　O42－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty　JCA－BMシリーズ

特長：最少反応液量50μL～，シングル高速処理

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty　JCA－BM／2250／6050／6010／9130／／

　8060／8040／8030／8020

■ラックサンプラ100検体・200検体・600検体ラック　RA100／200／600

■検体自動搬送システム　JLA－701T

■臨床検査情報処理システム　JCS－33L／50L

■全自動アミノ酸分析機　JLC－500／V

■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置

　素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム

　応用装置・医用診断装置
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　　　〒107－0052東京都港区赤坂4－15－1赤坂ガーデンシティ

設立年月日 1985年5月（197ン・］舞讐㌍㌍穿▽↓シあ竃垂Z議顧ソ）

資　本　金 6億8，750万円

代表者名 足利英幸

従業員数 570名

E－mail
URL（ホームページ） www．　bd．com／jp／

工場所在地 〒960－2152福島市土船字五反田1

TEL：0245－93－2311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 お客様情報センター（BDダイヤル）

TEL：0120　8555－90　　FAX　O24－593－5761

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／BD　BACTECTMFX

特長：敗血症や菌血症を迅速に検出するための全自動血液培養検査装置バ

クテックシリーズの新機種をご紹介します。

〔取扱い商品〕

1

2

3

4

全自動血液培養検査装置　BD　BACTEC　FX

自動核酸増幅検査装置　BDプローブテックET

全自動同定感受性検査システム　BDフェニックス

EpiCenter

＠日本ポ→レ株式会社　ポールライフサイエンスカンパニー

　　　　　　　　　　　〒141－0031東京都品川区西五反田1－5－1

設立年月日 1982年7月1日

資　本　金 11億2，000万円

代表者名 川田　典昭

従業員数 412名

E　mall reiji－kobayashi＠ap．pall．com

URL（ホームページ） http：／／www．palLcom

工場所在地 〒300－0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL：029－889　0001

研究所所在地 〒300－0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46

TEL　O29　889　1951

商品間合せ先 担当部門 バイオメディカル事業部ラボ製品グループ

TEL　O3－3495－8319　　FAX　O3－3495－8301

〔展示主要商品〕

血漿分離膜　BTSSP，　Supor，　Biodyne　タンパク質低吸着性コンジュゲートパッド　Accuwick　Ultra

特長：全血を対象とした臨床検査キットにおいて，スムーズな血液分離を

実現するメンブレンです。さまざまな血液分離のニーズにあわせ，あらゆ

る構造（対称構造～非対称構造），材質（ポリスルホン，ポリエーテルス

ルホン，ナイロン）及び孔径を準備しました。タンパク質低吸着性のコン

ジュゲートリリースパッドAccuwick　Ultraとあわせてご使用いただくこ

とで，新たな臨床検査キットの製品化を実現します。

〔取扱い商品〕

　当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多

孔質メンブレンを揃えております。特に全血を血漿に分離するメンブレン

については，国内外のお客様にスペックイン頂いた経験，及び弊社ラボで

の推奨使用条件（2006年度AACC発表データ）を基に，お客様のご要望

にお応えいたします。あわせて，タンパク質低吸着性のコンジュゲートリ

リースパッド，吸収パッド，ニトロセルロースメンブレン，そしてタンパ

ク質固定化メンブレン等，イムノクロマトグラフィー法による体外診断薬

用の部材を各種揃えております。
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MILLIPORE 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ヂング

設立年月日 平成13年1月30日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 代表取締役社長　嶋田敏明

従業員数 180名

E－mail jpmcom＠millipore．com
URL（ホームページ） http：／／www．　millipore．　com／nihon

工場所在地 マサチューセッツ（アメリカ），コーク（アイルランド）他

TEL：
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門　：ダィアグノスティックビジネスユニット・ラボラトリーウォーター事業本部

TEL：0120－633－358隠；！・繊難．1），0120－013－148（純水・超純水製造装置）

FAX　O3－5442－9736

〔展示主要商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレン，超純水・純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポ

アのHi－Flow　Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの

効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群も

OEM用としてご利用頂けます。

高純水製造装置Elixuvは，　RO－EDI－uv方式による安定した純水精製

を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自

動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

○イムノクロマトグラフィー用各種部材・イムノクロマトグラフィー用メ

　ンブレン・サンプルパッド・コンジュゲーションパッド・吸収パッド

○体外診断薬製造用各種試薬

　・一次抗体・二次抗体・ブロッキング試薬　・各種受託サービスなど

○超純水・純水製造装置（Elix　uv，　Rios，　AFS）

　新たに加わった体外診断薬製造用の各種試薬では，数多い抗体のライン

　ナップと広範囲で非特異吸着をブロックするブロッキング試薬をご提供

　することができます。

〇ニューコン株式会社
　　　　　　　　　　　　〒川6－0014東京都荒川区東日暮里5－41－12

設立年月日 1991年12月

資　本　金 3億円（2007年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　王春華

従業員数 180名

E　mall nc－med＠newcon．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．newcon．co．jp

工場所在地 〒116－0014　荒川区東日暮里5　－41－12

TEL：03　3805　2584

研究所所在地

TEL： FAX
商品間合せ先 担当部門 医療システム事業部

TEL：03－3805－2590　　FAX　O3－3805－2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／hi－Laboシリーズ

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／

クライアント方式の臨床検査システム。Windows2003，　XP，　Vista対

応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

①臨床検査システム

②輸血製剤管理支援システム

③病理検査管理支援システム

④総合健診システム

⑤Webドクター支援システム

⑥細菌検査システム

⑦生理検査予約システム

Hi－Labo－S／Hi－Labo－P

HD－TRANS⑪
HISTOMATIC
K－Exam－Plus⑧
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　　　　　　　〒140－0013東京都品川区南大井6－26－2大森ベルポートB館3F

設立年月日 昭和63年6月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 和田　典之

従業員数 35名

E－mail info＠novabiomedical．co．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 マーケティング部

TEL：03－5471－5461　　FAX：03－5471－5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイルCCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。また

BUNを同時測定し浸透圧を演算表示できる。

POCTグルコース測定装置／スタットストリップ，スタットストリップ

エクスプレス

特長：ヘマトクリット，マルトース，PAM等の干渉物質の影響を排除し

正確に血糖測定を行うことができる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置／

：θ’・・　　バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

　〒140－0002東京都品川区東品川2－2－24天王洲セントラルタワー

設立年月日 1979年10月16日

資　本　金 4億円

代表者名 鈴木　貞史

従業員数 150名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

フリーダイアル　0120－925046FAX　O3－5463－8481

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートEIA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップと

UNITY　PCを利用した精度管理システム
〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール

②精度管理用PCプログラム　“UNITY”

③精度管理用プログラム　“EQAS”

④抗核抗体検査試薬（IFA）

⑤自己抗体関連試薬（ELISA）

⑥全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis

⑦自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑧グリコヘモグロビン分析装置Variant　ll　turbo／D－10

⑨ノパパス1575マイクロプレートウォツシャー

⑩パルスフィールド電気泳動装置

⑪ゲルドツクXR
⑫微生物迅速検査キット
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函函ノ『批オテ吻三7株式会社
〒ll3－0034東京都文京区湯島2－29－4古沢ビル

設立年月日 1979年3月1日

資　本　金 3，000万円

代表者名 長倉　誠

従業員数 19名

E　ma　l info＠biotec．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．biotec．co．jp

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 L＆B事業部

TEL：03－3816－6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機i器

　セラウォッシャーMW－96シリーズ

　オートミニウォッシャーシリーズ

■分注装置（創薬ゲノム関連）

　マルチステージ・ディスペンスステーションADS－384－8

　テーブルトップ・ディスペンサ・一　EDR－384S　II

　シングルライン・ディスペンサーmini－Geneシリーズ

■分注装置（プロテオーム関連）

　MALDIターゲット・スポッティング・システムZip　Master

■マイクロアッセイシステム機器

　連続自動分注・希釈装置EDR－96X

　凝集像自動読取装置APAS－2000

諏紐市トこ7ス株式会杜
　　　　　　　〒430－8587浜松市中区砂山町325－6日本生命ビル

設立年月日 1953年9月29日

資　本　金 348億7，000万円

代表者名 書馬　輝夫

従業員数 2，464名

E－mail salespro＠etd．hpk．co．jp

URL（ホームページ） http：／／jp．hamamatsu．com／

工場所在地 〒438－0193　磐田市下神増3145

TEL：0539　62　5245

研究所所在地 〒434－8601　浜松市浜北区平口5000

TEL：053　586　7111　　FAX：053－586　6180

商品間合せ先 担当部門 電子管営業部

TEL：0539－62－5245　　FAX　O539　62－2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダ　C10066

特長：イムノクロマト試薬の研究開発・品質管理に最適なツール

①イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定。

②測定データをCSVファイルで保存する為，市販の表計算ソフトウェア

　で簡単に解析。

③検量線グラフ，タイムコースグラフの描画が簡単。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレー

　ト，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカ

　スx線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Siフォト

　ダイオード，APD，フォトICと関連製品，イメージセンサ，　PSD（位

　置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイ

　ス，ミニ分光器，X線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール

■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測シス

　テム，イメージング＆解析システム，医療用測定装置
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HZA－1ク　　株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105－8717東京都港区西新橋1－24－14

設立年月日 昭和22年4月12日

資　本　金　　79億円

代表者名 執行役社長　大林　秀仁

従業員数　4，582名

E－mall
URL（ホームページ） http：／／www．hitachi－hitec．com／science／

工場所在地 〒312－8504　ひたちなか市市毛882

TEL：029　273　2111

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先　　担当部門 ライフサイエンス営業統括本部

TEL：03－3504－7211　　FAX　O3－3504－7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求めら

れている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運

用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理

～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼

性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムで

す。また，ISO15189（臨床検査室一質と適合能力に対する特定要求事項）

などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化によ

り貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハ

イテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリュ

ー ションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製

品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービス

までの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめ

とする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可

能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしてい

ます。

フィンガルリンク株式会社
　　　　　　　　　　　〒130－OOO5東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日 1990年

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役　名郷根正昭

従業員数 46名　（2006年6月現在）

E－mall info＠finggal－link．com

URL（ホームページ） http：／／www．finggal－link．com／

研究所所在地 〒111－0041台東区元浅草2－6－6東京日産台東ビル904

（東京開発センター）　　TEL　O3－5806－9883　　FAX　O3－3841－2956

研究所所在地 〒020－0033　盛岡市盛岡駅前北通5－6MDIビル

盛岡情報開発センター）　　TEL　O19－626－6543　　FAX　O19－626－6545

商品間合せ先 担当部門 企画管理部（本社）

TEL：03－3625　6543　　FAX　O3－3625－6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEM－Gamma

全自動赤血球沈降速度測定装置／Roller20

赤血球変形能測定装置／RheoScan－D

ディスポーザブル血球計算盤／c－chip

〔取扱い商品〕

■IVD（体外診断薬＆機器システム）：止血血栓トータルマネジメントシ

　ステム（ROTEM）／赤血球沈降速度自動測定装置（Roller　10，　Roller

20）／血小板凝集測定装置（490－2D，　WBA　591，　WBA　592，700－2D）／

　赤血球変形能測定装置（RheoScan－D）

■BIS（バイオ・イメージング・ソリューション）：病理検査業務支援シ

　ステム／デジタル顕微鏡カメラ＆画像ファイリングシステム／テレパソ

　ロジーシステム・リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープス

　コープ）

■ME（医療器材）：リハビリ・理学療法機器／呼吸器科・耳鼻咽喉科向

　け機器／高度医療機材・システム

■MIS（医療情報開発）：医療画像ソリューション／CDライター／超音

　波測定装置

■HCN（健康ネットワーク）：在宅健康増進システム（e－up健康）／テ

　レメトリー生体情報デバイス各種
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▽7i7z7－Mlt式ett⑭
　　　　　　　　　　　　〒ll3－8483東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　金 43億8，700万円

代表者名 福田孝太郎

従業員数 2，412名

E－mail info＠fukuda．co．jp

URL（ホームページ） http二／／www．fukuda．co．jp

工場所在地 〒270－1495　白井市中305－1

TEL：047－492－2011

研究所所在地 〒113－8420　文京区本郷2－35－8

TEL：03－3814－1211

商品間合せ先 担当部門 お客様窓口

TEL：03－5802－6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL－278CRP，免疫発光測定装置／シオノスポットリーダー，パ

スファースト，電子スパイロメータ／SP－350COPD，呼気中13CO2分析装置／POCone

特長：FL－278CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定

可能・検体の前処理不要・測定時間は約270秒

パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬

カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。

〔取扱い商品〕

　1．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ス

　　　トレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装

　　　置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラ

　　　フィ／血圧脈波検査装置

　II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モ

　　　ニター

　III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃

　　　縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／

　　　PTCAカテーテル
　IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記

　　　各装置の付属品および消耗品

1：u」H：lE－M

　　　　　　富士フイルムメディカル株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒106－0031東京都港区西麻布2－26－30

設立年月日 昭和42年

資　本　金 12億円

代表者名 加藤　久豊

従業員数 1，200名

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部　POCT部

TEL：03－6419－8035　　FAX：03－5469－4190

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000／4000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケ

ムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査

結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの

数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

　ポイントケム　　P60　　　　：小型液体法多項目測定機

　富士ドライケム　MiniNet－Neo：富士ドライケム検査データ処理支援シ

　　　　　　　　　　　　　　　　ステム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

富士ドライケム

●測定試薬

●標準液

　富士ドライケムスライド

富士ドライケムコントロール液

4000シリーズ．比色／電解質多項目測定機

800　　　　：電解質専用測定機

100タイプN：アンモニア専用測定機

7000シリーズ：比色／電解質多項目測定機

　　　　　　　　（全血用，血漿・血清用）30項目

　　　　　　　　　　　QP－L，　H，　QN，　QE



142 叱l／　畠士Lじ’オ株式会社
　〒103－0007東京都中央区日本橋浜町2－62－5

設立年月日 2005年7月1日（新設分割）

資　本　金 22億5，290万2，860円

代表者名 鈴木博正

従業員数 563名（2007年3月末現在）

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

工場所在地 〒192－0031八王子市小宮町51

TEL：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 お客様コールセンター

TEL：0120－292－832　　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／ルミパルスーG1200

特長：ルミパルスG1200は，ルミパルスfの信頼の上に，さらなる簡便性

と，優れたシステム設計の柔軟性を実現しました。信頼性の高い検査結果

を，ご提供できるシステムとして，検査室の生産性向上に貢献いたしま
す。

〔取扱い商品〕

〈機器〉化学発光酵素免疫測定装置：ルミパルスG1200，ルミパルス

　　　Presto　II，ルミパルスS

　　　NAT自動機：As－1000，　Ps－1000

　　　免疫便潜血検査用全自動検査装置：マグストリームHT，マグス

　　　トリームASII
　　　免疫蛍光測定装置：エバネットEV20

〈試薬＞CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィ法試薬，遺伝子検査試

　　　薬，蛍光免疫測定法試薬，磁性粒子凝集反応試薬，PA（ゼラチン

　　　粒子凝集反応）法試薬，HA（血球凝集反応）法試薬，ラテック

　　　ス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）法試薬，蛍光抗体

　　　法試薬，血液凝固線溶検査試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試

　　　薬，抗血清，標準血液濾紙

6　　　　　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 107億5，820万円

代表者名 戸田幹雄

従業員数 1，313名

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

工場所在地 〒536－8523　大阪市城東区森之宮2－3　11

TEL　O6－6969－1131

研究所所在地 〒536－8523大阪市城東区森之宮2－3　30

TEL　O6－6969－3131　　FAX　O6　6964　2706

商品間合せ先 担当部門 営業部営業四課

TEL　O6　6969　1131　　FAX　O6－6969　2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検

体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

　　　アナライザー一　300F－S

　　　アナライザー300F－N

　　　電子シミュレーター

　　　カートリッジ（9種類）

　　　その他

■白血球中細菌核酸同定検査

　　　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」



古野電気株式会社
〒662－0934西宮市西宮浜2－20

設立年月日 昭和26年5月23日

資　本　金 75億3，400万円

代表者名 古野　幸男

従業員数 1，476名

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

工場所在地 〒662－0934　西宮市西宮浜2　20

TEL：0798　33　7541

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 システム機器事業部　ME　BU　営業課

TEL：0798－33－7554　　FAX　O798－33－7511

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／CA－400・90，小型生化学自動分析装置　CA－180

　　　特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型

　　　機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたしま

　　　す。

　　　〔取扱い商品〕

　　　生化学自動分析装置

　　　　・CA－90

　　　　パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易操作を実

　　　　現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。

　　　　・CA－180

　　　　世界1500台以上の出荷実績

　　　　・CA－400

　　　　卓上小型にして400テスト／時間を実現。高精度・高機能機として，ルー

　　　　チン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

　　　超音波骨密度測定装置
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　　　　・CM－200

　　　　迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗髪症の1次スクリーニングや集団

　　　　検診に最適。

P／1プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒271－0064松戸市上本郷88

設立年月日 昭和60年7月17日

資　本　金 20億4，100万円

代表者名 田島　秀二

従業員数 110名

E－mail service＠pss．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．pss．co．jp

工場所在地 〒271－0064　松戸市上本郷88

TEL：0473034800（代表）FAX　O47－303－4810

研究所所在地 〒

TEL：
商品問合せ先 担当部門 営業本部

TEL：047－303－4801　　FAX　O47－303－4811

〔展示主要商品〕

核酸抽出装置／Magtration　System　12GC　Plus

核酸抽出装置／Magtration　System　BA－X

特長：Magtration　Systemは磁性体粒子を用いた全自動核酸抽出装置で

す。PSS独自の技術「Magtration⑧Technology（チップ内で磁性体粒子

をハンドリング）」を用いることで，小型でありながら高純度の核酸を短

時間で抽出・精製できます。

〔取扱い商品〕

全自動核酸抽出装置　　小容量：Magtration　System　6GC，　Magtration

　　　　　　　　　　　　　　　System　12GC

　　　　　　　　　　　大容量：Magtration　System　8Lx

　　　　　　　　　　　48サンプル対応：SX－6GW　II

　　　　　　　　　　　96サンプル対応：SX－8G
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e，SW…
　　　　　COUL7ER

ベックマン・コールター株式会社

〒135－0063東京都江東区有明2－5－7

設立年月日 1977年7月1日

資　本　金 12億3，000万円

代表者名 久野　正人

従業員数　270名
E　mall bckkcas＠beckmancoulter．co．jp

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

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地　’　〒

TEL：

商品問合せ先　　担当部門 ベックマン・コールター株式会社カスタマーコールセンター

TEL：03－6745　4704　　FAX　O3－5530　2460

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH　780シリーズ，　LH　700シリーズ，　LH　500

臨床化学自動分析装置／UniCel⑭　DxC　800　PRO

全自動免疫化学分析装置／UniCel⑱　Dxl　800

全自動細胞解析装置／Cytomics　FC　500

〈臨床研究分野〉免疫学，分子生物学などの基礎研究から再生医療などの

臨床研究，各種モニタリングなど，幅広い分野の研究をサポートいたしま

す。最新の細胞分取・分析技術や粒子分析技術により，様々な細胞や粒子

などの試料に対し多角的にアプローチしております。

〈臨床検査分野〉生化学，免疫化学，血液学検査などの分野で幅広い検査

に対応する装置のほか，ラボラトリーオートメーションシステムもご提供

しています。弊社の幅広い製品ラインにより施設ごとに最適なシステム構

成を組むことができます。

自動血球数装置：LH700シリーズ，　HmXTM，　Ac・TTM5　diff　AL

生化学自動分析装置：UniCel⑪DxC　600　PRO，　UniCel⑧　DxC　800　PRO

全自動化学発光酵素免疫測定装置：UniCel⑭　Dxl　600，　UniCel⑧　DxI　800

全自動化学発光酵素免疫測定装置，Access⑧　2

イムノケミストリーシステム：IMMAGE⑪　800

1SO15189導入ナビゲーションプログラム：Be－gle　Ver．3．0

各種試薬

Hellma（Asia　Pacific）Pte　Ltd．

　　　　　　8Boon　Lay　Way＃03－lO　Trade　Hub21　Singapore　609964

設立年月日

資　本　金

代表者名
従業員数
E－mall info＠hellma－asia．com

URL（ホームページ） www．hellma－asia．com

工場所在地

TEL：

研究所所在地

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL：寸65－6896－6945　FAX　十65－6896　6750

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕
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afi　re　tt　Aしゴ研S・Sig所

　　　　　　　　　　〒330－0061さいたま市浦和区常盤9－21－19

設立年月日 昭和51年2月28日

資　本　金 3，000万円

代表者名 中里時亜

従業員数 40名

E－mail sales＠helena．co．jp

URL（ホームページ） http：／／www．helena．co．jp

工場所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常盤9　2119

TEL：048－833－3208

研究所所在地 〒330－0061　さいたま市浦和区常盤9　2119

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〕

エパライザ2（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメ

ー ター），SPlFE3000（lFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）

画まで完全自動化〃
一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置

　　　（REP）

全自動電気泳動分析装置

　　（エパライザ2）

デンシトメータ

支持体

泳動項目 τ竺麗1豊画’他

泳動項目 τ管鷲惣画゜他

クイックスキャン

ァガロース支持体

（クイックジェル）

（タイタンジェル）

HOR■BA株式会社堀場製作所
〒601－8510京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 1953（昭和28）年1月26日

資　本　金 119億5，200万円

代表者名 堀場　厚

従業員数 4，976名（連結）

E　mail me　info＠horiba．co．jp

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　　FAX　O75－321－0752

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上　　FAX　同上
商品間合せ先 担当部門 医用システム統括部

TEL：075－313－5736　　FAX　O75　321－0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRAシリーズ，　Microsemi，小型電極式血糖分析機器／アントセンス111

特長：自動血球計数装置：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網

赤血球測定を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバ

ックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，病院の中央検査室向け

の装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　Pentraシリーズ

　　　　　　　　　Microsemiシリーズ

動物用自動血球計数装置

自動血球計数CRP測定装置

pHメーター　Fシリーズ，　Dシリーズ

自動CRP測定装置
小型電極式血糖分析機器　アントセンスIII

他



146 　　　　　　株式会社
　　　　　　ミズホメディー

〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

設立年月日 1977年11月2日

資　本　金 3億2，975万円

代表者名 代表取締役社長　唐川　文成

従業員数 146名

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

工場所在地 〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

TEL　O942－85－0300

研究所所在地 〒841－0048鳥栖市藤木町5－4

TEL　O942－85－0303 FAX　O942　85　0312

商品間合せ先 担当部門 営業企画部学術課

TEL　O942　84－5486 FAX　O942－85　0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサーFlu　A，B

特長：

①A型とB型の判定部が左右に分かれているため，判別が容易です。

②滴下数と判定時間がテストプレート上に表記されており，操作ミスが軽

　減できます。

③抽出容器は抽出効率を高める独自の特殊構造になっています。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

　アデノウイルスキット　　クイックチェイサー　Adeno咽頭／角結膜

　RSウイルスキット

　B型肝炎ウイルス表面抗原キット

B型肝炎ウイルス表面抗体キット

　トレポネーマ抗体キット

　ヘモグロビン／トランスフェリンキット

●生化学液状試薬シリーズ

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

クイックチェイサー

RSV
HBsAg
HBsAb
TPAb
便潜血

LAP，γ一GTP，　AMY，　CK，　ALP，　GLU，　CRE，　UA，　BUN，　T－

CHO，　TG，　HDL－C，　LDL－CIP等

A三菱化学メディエンス株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒108－8559東京都港区芝浦4－2－8

設立年月日 平成19年4月1日

資　本　金 30億円

代表者名 代表取締役社長吉富敏彦

従業員数 3，400名

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

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒289－2247　香取郡多古町水戸字水戸台1460　6

TEL　O479　76　3666

商品間合せ先 担当部門 学術部インフォメーショングループ

TEL　O3－5206－1661 FAX　O3－5206－1762

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム

■全自動免疫化学発光システム　DPC社製　イムライズ2000／1000

■血液凝固測定装置　IL社製　ACL　TOP／Advance／10000／9000／7000

■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　TLGFID／FPD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
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灘ご鶯4＿＿＿，
設立年月日 昭和60年1月

資　本　金 1，000万円

代表者名 市川明広

従業員数 25名

E－mail medical－japan＠guitar．ocn．ne．jp

URL（ホームページ）

工場所在地 〒431－3102：浜松市東区豊西町515－2

TEL：053－489－6638 FAX：053－489－6639

研究所所在地 〒431－3102：浜松市東区豊西町904－7

TEL：053－435－9881

商品間合せ先 担当部門 検体搬送システムG

TEL：053－489－6638　　FAX：053－489－6639

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラック

も1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ

処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム

検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）

分注システム（子検体ラベラー・有無）

採血管準備システム

検体受付システム

検体搬送リフト

バーコードプリンター

子検体容器

子検体ラベル

ディスポチップ

閉栓用ポリキャップ

nv　L醤6儂こmica　Medix　Biochemica　Oy　Ab

　　　　　　　　　　　　Asematie　l3FIN－02700　kauniainen　Finland

設立年月日 1985年

資　本　金

代表者名 Ismo　Raman

従業員数 80名

E－mail pekka　hilden＠medixbiochemica．com
URL（ホームページ） http：／www．medixbiochemica．com

工場所在地 〒 ：Joensuu，　Finland

TEL：

商品間合せ先： 担当部門　　Mr　Pekka　Hilden 日本総代理：錦商事㈱

TEL：十358－9－547－680 TEL：03－3639－8721

FAX：十358－9－505－3441 FAX：03－3661－9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・ モノクローナル抗体各種
・ 迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

　当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナ

ル抗体を販売以来，30年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年

からは日本にも輸出しております。

　当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30％をR＆D

に投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提

供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考え

ております。
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　　　：6：器：蕊璽 ラジオメーター株式会社

〒105－0003東京都港区新橋3－16－ll愛宕ビル

設立年月日 平成2年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 丸貞克

従業員数 160名

E－mail
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 営業企画部

TEL：03－5777　3540　　FAX　O3－5777－3541

〔展示主要商品〕

1st　automatic

特長：ラジオメーター社の1st　automatic（ファーストオートマチック）

は，世界初のオートメーション化された血液ガスシステムです。測定装

置，サンプラー，そしてIT機能が一体となって，従来の血液ガス検査に

おけるマニュアル操作を自動化し，大幅な簡易化を実現しました。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム

経皮血液ガスモニター

精度管理溶液

動脈血サンプラー

緊急検査データ管理システム

ABL800FLEX，　ABL80FLEXシステム，

ABL5
TCM4，　TCM400，　TCM40
クオリチェックプラスシリーズ

safePICOシリーズ，クリニチューブ

RADIANCE

Roche ロシュ・ヲイアクソスティックス株式会社

〒105－OO14東京都港区芝2－6－1

設立年月日 1998年8月1日

資　本　金 25億円

代表者名 小川渉

従業員数 760名（2006年12月現在）

E－ma　　l
URL（ホームページ） http：／／www．roche－diagnostics．jp

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 TEL：03　5443　7041（大代表）FAX　O3　5443－7114

〔展示主要商品〕

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。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信

頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「lmova－

ting　Health　Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉モジュラーアナリティクス・コバス6000・9000シ

リーズ　〈免疫血清自動分析装置〉モジュラーアナリティクス・コバス

e411〈遺伝子解析，抽出装置〉・COBAS　AMPLICOR　・MP－12
・コバスTaqMan　・コバスAmpliPrep　・コバスTaqMan48〈血液
凝固自動分析装置〉・STA－R　Evolution　・STA　Compact〈血糖自己

測定器〉・アキュチェックアビバ　・アキュチェックアクティブ・アキュ

チェックコンパクトプラス　・アキュチェックコンフォート　〈データ管

理〉・アキュチェックスマートピックス　〈院内用血糖測定器〉・ケアシ

スト　〈簡易分析装置〉・cobas　h　232　・CoaguChek　XS　・ユリシス

1100　・レフロトロンプラス　・アクトレンドGCT　〈血液ガス分析装

置〉・cobas　b　221　・cobas　b　121　・OMNILINK　〈研究用PCR自動

分析，抽出装置〉・LightCycler　DX400　・Ma§NA　Pure
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◎ 和光純薬工業株式会社
〒540－8605大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年

資　本　金 23億3，956万円

代表者名 池添　太

従業員数 1，400名

E　ma　l
URL（ホームページ） http：／／www．wako－chem．co．jp／

工場所在地 〒510－1222　三重郡菰野町大字大強原2613－2

TEL：0593－93　4881

研究所所在地 〒661－0963　尼崎市高田町6－1

TEL　O6－6499－1501

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬　カスタマーサポートセンター

TEL：03－3270－9134　　FAX　O3－3241－5752

〔展示主要商品〕

自動化学発光酵素免疫分析装置／Sphere　Light　Wako

特長　・最大24項目，フルランダムアクセス処理

　　　・全項目20分，180テスト／時間の処理能力

　　　・PCT，　NT－proBNPをはじめ（腫瘍マーカー，甲状腺，他ホル

　　　　モン，感染症など）幅広い測定項目を用意しました

　　　・省スペース

欺詳2鴛llthc。reワットマンジャパン株式会社

　　　〒169－0073東京都新宿区百人町3－25－1サンケンビルヂングGEヘルスケアバイオサイエンス㈱内

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　渡邊　温子

従業員数 14名（2008年5月現在）

E－mai1 japaninfo＠whatman．com
URL（ホームページ） http：／／www．whatman．co．jp

工場所在地 〒
　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ

’ Maidstone，　Kent，　England

TEL：

研究所所在地 〒
．　　atman　n　ernatlona　．
’ Maidstone，　Kent，　England

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03　6864－1241　　FAX　O3　6864　1243

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用メンブレン

特長：弊社では，イムノクロマトキットの部材でご使用頂ける，メンブレ

ンおよび各種フィルタを取り揃えております。特に，イムノボアとプリマ

は，ラテラルフロー用に開発したメンブレンであり，国内国外で幅広い採

用実績を誇る，新しいメンブレンです。

〔取扱い商品〕ラテラルフロー用メンブレン（特徴のあるグレードを数種

類，ご用意しております）

フユージョン5（イムノクロマトキットに必要な5つの機能を有した万能

フィルタです）

コンジュゲートリリースパット（放出量を向上したパットです）

血球分離用フィルタ（血液量に応じて，お選びいただけます）

吸水パット（セルロース繊維とガラス繊維の混合紙です）

サンプル採取紙（検体の採取・保存用途に最適です）

FTA製品（血液等からDNA分離・精製・保存・輸送が室温で可能）

サイクロボア（均一な孔径を有したフィルタ，薬剤徐放用途などに）

医療デバイス用フィルタ（バクテリア除去・加湿用途などに）

プロテインアレイ（タンパク質問相互作用をスライドで大量処理）

フィルタ内蔵プレート（アッセイキットの効率化に）



150　AA㏄Ameiican　Association　fbrαinkcat　Chemistiy　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，1948年創立した長い歴史をもっております。

　AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical　Chemist・

ry　Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual　Meetingで

は，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展

示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40，000人を越える

見学者を迎えております。

　AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News　Letter」を発行して

おります。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質

⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白

およびリボ蛋白　⑪TDMおよび毒物学　⑫Laboratory一情報システム

Messe　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．

2101LSt．，　NW，　Suite　202

Washington，　DC　20037－1526

Tel：1－202－857－0717，　ext．739

Fax：1－202－833－4576

E－mail：cdonnell＠aacc．　org

Home　Page：http：／／www．　aacc．　org

設立：1947年

代表者名：Wilhelm　Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）

従業員数：480名

本社：TEL：＋49－211－456001　Fax：＋49－211－4560668

問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

　　　　　　　TEL：03　5210　9951　Fax：03－5210　9959
　　　　　　　mdj＠messe－dus．co．jp

〈展示品＞

　　　　MEDICA国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション

　　　　MEDICAは1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機
　　　　器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2007年度の開催では

　　　　世界100力国から4，300社の企業の出展と78力国から138，000人の来

　　　　場者が記録されています。

　　　　MEDICAは最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反
　　　　映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させま

　　　　した。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

　　　　電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP

　　　　整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス

　　　　病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム

　　　　清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

clinical　lab　expo

　　　AACC展示会

7月21～23日　2009　シカゴ市

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

　Sherago　International　Inc．

　11Penn　Plaza・Suite　1003・New　York，　NY10001

　Te1：十1－（212）643－1750・Fax：十1－（212）643－1758／57

ME

≡　　　＝＝　　Pぼxis

－一一　　　　und

≡＿Hospitat
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152 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
ア　ー　ク　レ　イ　株式会社 本　　　社 604－8153 京都市中京区烏丸四条上ル筆町689　京都御幸ビル10F （050）5527－9301

アークレイマーケティング株式会社 営業統括本部 160－0004 新宿区四谷1－2020大雅ビル4F （050）5527－7700 （03）3358　8536

北海道・東北 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34マルキンビル4F （050）5536　5705 （022）263－5225

事　業　所 札幌SSO、盛岡SSO、仙台SSO
関東・甲信越 160－0004 新宿区四谷1－20－20　大雅ビル3F （050）5527　7702 （03）33588537

事　業　所 さいたまSSO、東京SSO、千葉SSO、横浜SSO、新潟SSO、松本SSO

近畿・中部・北陸 564－0063 吹田市江坂町1　1631KIMビル4F （06）6337－8311 （06）63378313

事　業　所 静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO、京都SSO、大阪SSO、神戸SSO

中国・四国・九州 812－0024 福岡市博多区綱場町1－1　福岡第一生命館4F （050）5527－9290 （092）2823091

事　業　所 松山SSO、岡山SSO、広島SSO、福岡SSO、熊本SSO、沖縄SO、鹿児島SSO

アイ・エル・ジャパン株式会社 本　　　社 105－0013 港区浜松町2－2－15浜松町ゼネラルビル （03）3437－6350 （03）34376352

アイエスケー株式会社 本　　　社 113－0034 文京区湯島4－9－12 （03）3812　0191 （03）3812－9284

認可工場 120－0003 足立区東和3－5－4 （03）3620－1003 （03）3620－0877

大阪連絡事務所 574－0062 大東市氷野3－5－12 （072）872　9484 （072）872－9484

株式会社アイディエス 本　　　社 861－8038 熊本市長嶺東8－14－30 （096）380－4225 （096）3892077

東京営業所 150－0047 渋谷区神山町16－2　ビットキューブ301 （03）5738－9314 （03）5738－9316

名古屋事務所 450－0001 名古屋市中村区那古野1　38－1　星光桜通ビル4F （052）586－0352 （052）586－0354

大阪事務所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1　18　31新星和新大阪ビル807 （06）6370－1850 （06）6370－1851

広島事務所 733－0011 広島市西区横川町2　15－16　フィレンツェ横川1F （082）532－1088 （082）5321089

アイテック阪急阪神株式会社 本　　　社 553－0001 大阪市福島区海老江1　1－31 （06）64565223 （06）64565252

東京支社 105－0023 港区芝浦1－12－3 （03）3798－1011 （03）3798－1028

株式会社アキュレックス 本社／工場 103－0007 中央区日本橋浜町3－31－8 （03）3639－5751 （03）3639－5754

ア　ジ　ア器材株式会社 本　　　社 194－0022 町田市森野2－27－12 （042）723　4670 （042）728－0163

株式会社アステックコーポレーション 本　　　社 554－0012 大阪市此花区西九条1　4－10 （06）6466　1679 （06）6466　1266

東京支店 103－0023 中央区日本橋本町4－14－2　第2カワイビル3F （03）3667　5707 （03）36675701

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西13－4－104北晴大通りビル5F （011）241－2025 （011）2412026

名古屋営業所 464－0848 名古屋市千種区春岡1－1　2YAMAMAN仲田ビル5　F （052）759－5388 （052）759－5387

中四国営業所 710－0821 倉敷市川西町10－2　倉敷川西町RGB　3　F （086）423－7830 （086）434－8401

福岡営業所 812－0011 福岡市博多区博多駅前3　6　12オヌキ博多駅前ビル3F （092）483－5005 （092）483－5006

仙台事業所 982－0031 仙台市太白区泉崎1－16　6　グラバー館105 （022）743－2263 （022）341－0266
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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
福井事業所 910－0347 坂井市丸岡町熊堂3－7－1－16福井県産業支援センター8F （0776）67－5710 （0776）67－5719

アボット　ジャパン株式会社 東京本社 106－8535 港区六本木1　9　9 （03）3589ザ445 （03）3589－9448

札幌営業所 060－0003 札幌市中央区北三条西1－1－1　札幌パナソニックビル6F （011）219－1891 （011）219　1870

仙台営業所 983－0852 仙台市宮城野区榴岡4－2－3　仙台MTビル12F （022）792－6971 （022）7926998

東京事業所 151－8563 渋谷区千駄ヶ谷5－25－5 （03）5367－3925 （03）5367　3926

名古屋営業所 465－0093 名古屋市名東区一社4　97 （052）7023508 （052）702－3509

大阪営業所 541－0051 大阪市中央区備後町1－1－6 （06）6228－8630 （06）6203－5805

広島営業所 732－0052 広島市東区光町2－7－8　4F （082）568－1925 （082）261－0691

福岡営業所 812－0039 福岡市博多区冷泉町5　32　オーシャン博多ビル4F （092）2916651 （092）291－4693

ア　ラ　ム　株　式　会　社 本　　　社 530－0043 大阪市北区天満2－3　10 （06）63518860 （06）63518856

工業用品部 530－0043 大阪市北区天満2－15－5 （06）6351－8872 （06）63531250

東京営業所 125－0062 葛飾区青戸2－2　16 （03）3696－4500 （03）3696－4525

松山営業所 791－8036 松山市高岡町40　1　2 （089）9715454 （089）971－5454

ア　ロ　力　株　式　会　社 本　　　社 18F8622 三鷹市牟礼6　22－1 （0422）45－5502 （0422）45　7751

埼玉支店 331－0052 さいたま市西区三橋5－790 （048）6232501 （048）620　1236

札幌支店 065－0033 札幌市東区北33条東10－5－15 （011）722－2205 （011）722　2208

仙台支店 982－0014 仙台市太白区大野田字王ノ檀4－1 （022）346－9520 （022）346－9521

名古屋支店 468－0051 名古屋市天白区植田3　803 （052）8052660 （052）8052283

大阪支店 564－0051 吹田市豊津町4135 （06）4861－4888 （06）486仁4860

広島支店 733－0035 広島市西区南観音5－9－7 （082）292－0019 （082）292－6329

福岡支店 812－0054 福岡市東区馬出4－3－10 （092）633－3131 （092）633－3621

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 060－0807 札幌市北区北七条西7　1－30　RICH　7・7BLDG　2　F （011）717－6547 （011）717－6546

東北営業所 960－1242 福島市松川町美郷4－1－1　G＆Gサイエンス株式会社内 （024）5372480 （024）5372481

首都圏統轄営業所 173－0004 板橋区板橋2　9　3　埼京ビル4F （03）5248－2861 （03）5248－2930

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）9712065

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F （06）6305－2039 （06）6305－6255

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多駅東3　1　4　タカ福岡ビル5F （092）4810530 （092）4810537

伊那研究所 396－0002 伊那市手良沢岡1063－103 （0265）76－1777 （0265）76－0584

株　式　会　社　イ　ワ　キ 東京支店 101－0031 千代田区東神田2－5－15 （03）5820－7560 （03）5825－0325



154 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 540－0026 大阪市中央区内本町1－3－5 （06）6943－6411 （06）6920－5033

名古屋支店 465－0095 名古屋市名東区高社1－251 （052）774－7631 （052）769－1677

九州支店 802－0014 北九州市小倉北区砂津3－3－10 （093）541－1636 （093）551－0053

仙台支店 981－3112 仙台市泉区八乙女4－18－1 （022）374－4711 （022）371－1017

静岡営業所 422－8008 静岡市駿河区栗原16－16 （054）262－2181 （054）267－1021

広島営業所 733－0821 広島市西区庚午北1－10－15 （082）271－9441 （082）273－1528

熊谷営業所 360－0018 熊谷市中央1－35 （048）523－9186 （048）520－1398

松本営業所 390－0851 松本市大字島内3920－1 （0263）40－0500 （0263）40－0517

水戸営業所 310－0845 水戸市吉沢町297 （029）247－4861 （029）240－1359

インバネス・メディカル・ジャパン株式会社 本　　　社 160－0023 新宿区西新宿1－24－1　エステック情報ビル18F （03）5326－7300 （03）5326－7177

札幌オフィス 060－0061 札幌市中央区南1条西7－1－3　YTYビル8F （011）204－9961 （011）204－9962

仙台オフィス 980－0014 仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル2F （022）217－7207 （022）217－7208

東京オフィス 160－0023 新宿区西新宿1－24－1　エステック情報ビル18F （03）5326－7747 （03）5326－7177

名古屋オフィス 460－0002 名古屋市中区丸の内3－16－19　丸の内ニューネットビル8F （052）959－3717 （052）959－3718

大阪オフィス 541－0046 大阪市中央区平野町2－2－13　マルイト堺筋ビル4F （06）6228－9882 （06）6228－9883

福岡オフィス 812－0007 福岡市博多区東比恵2－20－27　イワキビル2F （092）473－9561 （092）473－9562

ウシオ電機株式会社 本　　　社 100－8150 千代田区大手町2－6－1 （03）3242－0694 （03）3242－2700

株式会社エイアンドティー 本　　　社 220－0005 横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル （045）317－1252 （045）317－1280

札幌オフィス 003－0022 札幌市白石区南郷通13一南3－1 （011）864－1165 （011）864－1162

仙台オフィス 980－0802 仙台市青葉区二日町3－10 （022）712－3021 （022）712－3023

横浜本社オフィス 220－0005 横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル （045）317－1253 （045）317－1280

名古屋オフィス 460－0008 名古屋市中区栄4－14－31 （052）249－9335 （052）262－4070

大阪オフィス 560－0082 豊中市新千里東町1－4－2 （06）4863－7737 （06）4863－7750

福岡オフィス 812－0011 福岡市博多区博多駅前4－1－1 （092）414－4333 （092）414－4355

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　社 110－8408 台東区台東4－19－9　山ロビル7 （03）5846－3307 （03）5846－3475

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西14－3－23札幌泉ビル （011）281－5401 （011）281－5404

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急7Fビル （022）712－2882 （022）712－2881

東京第1／2営業所 110－8408 台東区台東4－19－9　山ロビル7 （03）5846－3268 （03）5846－3271

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）97仁1146

京都営業所 604－0857 京都市中京区鳥丸通二条上ル蒔絵屋280　マニュライフプレイス京都 （075）212－7277 （075）212－7288
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大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F （06）264－5312 （06）264－5322

広島営業所 730－0051 広島市中区大手町3－7－2　あいおい損保・広島ビル9F （082）274－4506 （082）247－4515

高松営業所 760－0056 高松市伏石町355－1 （087）867－7751 （087）867－7753

福岡営業所 810－0001 福岡市中央区天神4－2－36天神第一ビル （092）751－2227 （092）711－7085

株式会社エクセル・クリエイツ 本　　　社 542－0061 大阪市中央区安堂寺町2－3－5 （06）6766－2202 （06）6766－2201

エッペンドルフ株式会社 本　　　社 101－0031 千代田区東神田2－4－5 （03）5825－2361 （03）5825－2365

大阪営業所 533－0033 大阪市東淀川区東中島1－17－18 （06）6990－4821 （06）6990－4824

NEC　ソ　フ　ト　株　式　会　社 本　　　社 136－8608 江東区新木場1－18－6 （0120）632－364

エプソン販売株式会社 本　　　社 160－8324 新宿区西新宿6－24－1　西新宿三井ビル24F （050）3155－7020

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2－1－10KDX南船場第一ビル （06）6271－7855 （06）6271－1012

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 101－0065 千代田区西神田3－5－2 （03）4411－7300 （03）4411－7711

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 980－0021 仙台市青葉区中央4－10－3 ノノ

大宮オフィス 330－0844 さいたま市大宮区下町2－43－1 ノノ

船橋オフィス 273－0005 船橋市本町1－18－10 ノノ

横浜オフィス 222－0033 横浜市港北区新横浜3－20－12 〃

名古屋オフィス 460－0002 名古屋市中区丸の内1－4－12 ノノ

大阪オフィス 532－0003 大阪市淀川区宮原3－5－36 〃

広島オフィス 732－0824 広島市南区的場町1－2－21 〃

岡山オフィス 700－0976 岡山市辰巳22－103 ノノ

松山オフィス 790－0003 松山市三番町4－11－6 ノノ

福岡オフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－14－1 ノノ

株　式　会　社　オ　ネ　ス　ト 本　　　社 113－0033 文京区本郷4－9－25　真成館ビル （03）5689－5900 （03）3815－3961

医療システム部 113－0033 文京区本郷4－9－25　真成館ビル （03）5689－5903 （03）5689－5993

名古屋支店 450－0003 名古屋市中村区名駅南1－3－18　NORE名駅ビル （052）571－1600 （052）571－1605

大阪支店 540－0008 大阪市中央区大手前1－4－12大阪天満橋ビル （06）6947－4777 （06）6947－4778

㈱オネスト九州 812－0011 福岡市博多区博多駅前2－11－16　第2大西ビル （092）432－3777 （092）432－3776

オ　リ　ンパス株式会社 東京営業グループ 163－0914 新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス （03）3340－2227 （03）6901－4916
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札　　　幌 060－0034 札幌市中央区北4条東1－2－3　札幌フコク生命ビル （011）222－2554 （011）222－2587

仙　　　台 981－3133 仙台市泉区泉中央1－13－4　泉エクセルビル （022）773－8731 （022）371－1102

さいたま 330－0038 さいたま市北区宮原町2－16－14新正ビル （048）665－5396 （048）665－5332

名　古　屋 460－0003 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）201－4868 （052）201－9588

大　　　阪 532－0003 大阪市淀川区宮原1－6－1　新大阪ブリックビル （06）6399－8008 （06）6399－9102

福　　　岡 810－0029 福岡市博多区古門戸町2－4　KSコモンドビル （092）262－1235 （092）281－8708

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 機能商品事業部 136－8631 江東区新砂1－2－8 （03）5635－5191 （03）3699－7220

北海道支店 060－0907 札幌市東区北7条東5－8－37 （011）704－1132 （011）751－2622

東北支店 980－0811 仙台市青葉区本町1－11－1 （022）261－6801 （022）264－3035

中部支店 450－0006 名古屋市中区葵1－27－29 （052）939－0781 （052）931－1666

関西支店 564－0053 吹田市江の木町1－6 （06）6193－7605 （06）6192－8552

中国支店 730－0011 広島市中区基町12－3 （082）228－9977 （082）228－2811

九州支店 810－0012 福岡市中央区白金1－4－2 （092）526－7833 （092）526－7922

関　東　化　学　株　式　会　社 札幌営業所 004－0811 札幌市清田区美しが丘一条8－4－1 （011）882－1511 （011）883－2538

仙台営業所 983－0035 仙台市宮城野区日の出町1－7－9 （022）284－0175 （022）284－9816

中京営業所 491－0922 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725 （0586）24－3038

大阪支店 541－0048 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）6222－3709 （06）6222－3412

福岡支店 812－0007 福岡市博多区東比恵2－22－3 （092）414－9361 （092）414－9356

キーウェアソリューションズ株式会社 本　　　社 160－8422 新宿区新宿3－1－13 （03）5369－1111

八幡山事業所 156－8588 世田谷区上北沢5－37－18 （03）3290－6700 （03）3290－6742

キーウェア西日本 541－0045 大阪市中央区道修町3－4－10 （06）6202－3711 （06）4707－3770

キーウェア北海道 060－0807 札幌市北区北七条西1－1－5 （011）757－8551 （011）757－2322

キーウェア九州 812－0013 福岡市博多区博多駅東3－13－21 （092）452－0950 （092）452－0953

協和メデックス株式会社 本　　　社 104－6004 中央区晴海1－8－10晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX4F （03）6219－7600 （03）6219－7614

東京支店 104－0033 中央区新川1－8－5　KKビル （03）5542－6011 （03）5542－6015

大阪支店 530－8280 大阪市北区梅田1－8－17　大阪第一生命ビル7F （06）6346－4821 （06）6346－4826

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西7－1　ダヴィンチ札幌パークフロント （011）261－5455 （011）261－5457

仙台営業所 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビルヂング （022）213－3821 （022）213－3829

横浜営業所 220－0004 横浜市西区北幸2－8－4　横浜西口KNビル （045）324－2591 （045）324－2597

名古屋営業所 460－0002 名古屋市中区丸の内3－21－25清風ビル （052）962－7370 （052）953－6010
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広島営業所 732－0827 広島市南区稲荷町2－16　広島稲荷町第一生命ビル （082）261－9880 （082）2619882

九州営業所 812－8663 福岡市博多区博多駅前2－2－1　福岡センタービル （092）4745222 （092）4523369

四国出張所 790－0001 松山市一番町3－2－11松山第一生命ビル （089）941－8807 （089）94仁8905

極東製薬工業株式会社 本　　　社 103－0024 中央区日本橋小舟町7－8 （03）5645－5661 （03）5645－5705

札幌営業所 064－0809 札幌市中央区南9条西20－2－24 （011）5322551 （011）5201380

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 中央区日本橋小舟町7－8 （03）5645－5701 （03）56455707

名古屋営業所 465－0087 名古屋市名東区名東本通2－32 （052）789－0666 （052）7890668

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島2－14－6 （06）6304　5446 （06）6304　4992

広島営業所 732－0807 広島市南区荒神町1　2 （082）262－5446 （082）262－5447

高知営業所 780－0870 高知市本町4－2－52 （088）825－3031 （088）823　4501

福岡営業所 813－6591 福岡市東区多の津1－14－1 （092）6212345 （092）621－2341

久保田商事株式会社 本　　　社 113－0033 文京区本郷3　299 （03）38151331 （03）38142574

札幌営業所 065－0015 札幌市東区北15条東10　2　6 （011）751－2175 （011）7512176

仙台営業所 984－0038 仙台市若林区伊佐字東通30 （022）2872181 （022）2872182

つくば営業所 305－0033 つくば市東新井26－17 （029）856－3211 （029）856－5811

名古屋営業所 464－0850 名古屋市千種区今池1　25－5 （052）741－1871 （052）7411873

大阪営業所 540－0013 大阪市中央区内久宝寺町4－2－17 （06）6762－8471 （06）6762－8473

広島営業所 730－0138 広島市安佐南区舐園4－51－26 （082）8717811 （082）871－7828

四国営業所 799－3202 伊予市双海町上灘甲6466－2 （089）986－5018 （089）9865019

福岡営業所 813－0034 福岡市東区多の津5　21　10 （092）6211161 （092）621　1162

CLINICA　Corporation San　Marcos 774North　Twin　Oaks　Valley　Road，　Suite　C　San　Marcos，　Califomia　92069 （760）744－1900 （760）941－9593

㈱ベリタス 105－0001 港区虎ノ門2　7－14　八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593－3216

GRIFOLS 日本駐在員事務所 530－0001 大阪市北区梅田2－2－2　ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F （06）61335410 （06）61335757

本　　　社 Marina16　18，　Planta2608005　Barcelona，　SPAIN 十34－935－710－500 十34－935－710267

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン 本　　　社 106－0047 港区南麻布2　4　5　皆川ビル5F （03）54435661 （03）54435654

関西営業所 600－8861 京都市下京区七条御所ノ内北町93　グランドメイリンセブン503号室 （075）326－3790 （075）3263761

興和㈱電機光学事業部 東京支店体部） 103－8433 中央区日本橋本町3　4　14 （03）5623－8054 （03）5623－8050

仙台営業所 980－0802 仙台市青葉区二日町12－21 （022）2671784 （022）2116969

名古屋支店 461－0005 名古屋市東区東桜1－10　37 （052）9633296 （052）9633297
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大阪支店 541－8511 大阪市中央区淡路町2－3－5 （06）6204－6182 （06）6204－6188

広島営業所 730－0014 広島市中区上幟町10－23 （082）502－8571 （082）502－8570

福岡支店 812－0025 福岡市博多区店屋町4－15 （092）271－2663 （092）282－0392

小林クリエイ　ト株式会社 本　　　社 448－8656 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）26－5310 （0566）26－5308

医療事業部 104－0041 中央区新富1－18－1 （03）3553－5871 （03）3553－2635

株　式　会　社　サ　　ト　ー 本　　　社 150－0013 渋谷区恵比寿1－21－3　恵比寿NRビル （03）5789－2500 （03）5420－5500

営業本部 150－0013 渋谷区恵比寿4－9－10 （03）5449－3101 （03）5449－4464

東京支社 150－0013 渋谷区恵比寿4－9－10 （03）5449－3453 （03）5449－9246

大阪支社 564－0051 吹田市豊津町10－2621センチュリービル （06）6369－5070 （06）6369－5071

名古屋支社 451－0082 名古屋市西区大金町5－6 （052）523－8520 （052）523－8508

札幌支店 007－0837 札幌市東区北37条東15－1－18 （011）702－4111 （011）702－4118

仙台支店 981－3133 仙台市泉区泉中央1－20－4 （022）772－5011 （022）772－5014

横浜支店 223－0059 横浜市港北区北新横浜2－1－10 （045）547－3100 （045）547－3811

広島支店 731－0103 広島市安佐南区緑井3－18－12 （082）870－7100 （082）870－7102

福岡支社 811－2205 粕屋郡志免町大字別府680－1 （092）626－1310 （092）626－1300

他9支店15営業所

ジーエルサイエンス株式会社 本社・東京営業部 163－1130 新宿区西新宿6－22－1　新宿スクエアタワー30F （03）5323－6611 （03）5323－6622

大阪支店 530－0043 大阪市北区天満4－1－18　ジーエル大阪ビル （06）6357－5060 （06）6357－4580

東北営業所 960－8201 福島市岡島字長岬5－3 （024）533－2244 （024）536－1518

筑波営業所 305－0051 つくば市二の宮3－13－2 （029）858－3700 （029）858－3780

千葉営業所 260－0028 千葉市中央区新町17－16　新町芳野ビル （043）248－2441 （043）248－2485

北関東営業所 331－0812 さいたま市北区宮原町1－38　島村ビル （048）667－1611 （048）667－1656

横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2－12－11光正第3ビル （045）475－1144 （045）475－1145

名古屋営業所 461－0002 名古屋市東区代官町40－18　ALA代官町ビル （052）931－1761 （052）931－1814

広島営業所 730－0841 広島市中区舟入町2－20第21Sビル （082）233－1101 （082）233－1110

九州営業所 812－0029 福岡市博多区古門戸町2－4　KSコモンドビル （092）291－5200 （092）291－2552

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 本　　　社 141－8673 品川区東五反田3－20－14　高輪パークタワー （03）5423－8820 （03）5423－8812

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）6231－6146 （06）6231－6149

東京支店 170－0002 豊島区巣鴨1－20－9　巣鴨ファーストビル8F （03）5976－3322 （03）5976－3320
つくばライフ

サイエンスオフィス 305－0035 つくば市松代2－102SOHOつくば104 （029）860－6066 （029）860－6088
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株式会社システムバイオティックス 本　　　社 226－8510 横浜市緑区長津田町4259－3　東工大横浜ベンチャープラザW306 （045）989－0780 （045）989－0781

シスメックス株式会社 本　　　社 651－0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1 （078）265－0500 （078）265－0524

東京支社 141－0032 品川区大崎1－2－2　アートビレッジ大崎セントラルタワー8F （03）5434－8550 （03）5434－8551

仙台支店 981－3133 仙台市青葉区中央4－6－1　SS3024　F （022）722－1710 （022）265－1661

北関東支店 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町4－261－1　キャピタルビル7F （048）600－3888 （048）601－2272

名古屋支店 465－0025 名古屋市名東区上社1－603 （052）775－8101 （052）775－5217

大阪支店 564－0063 吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F （06）6337－8300 （06）6337－8200

広島支店 730－0036 広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F （082）248－9070 （082）248－9075

福岡支店 812－0016 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314 （092）474－3862

シスメックス・ビオメリュー株式会社 本　　　社 141－0032 品川区大崎1－2－2　アートビレッジ大崎セントラルタワー8F （03）6834－2666 （03）6834－2667

株式会社柴崎製作所 本　　　社 369－1242 深谷市北根12－5 （048）584－2211 （048）584－0229

株　式　会　社　常　　　　光 本　　　社 113－0033 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717 （03）3815－1759
東京支店

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 060－0005 札幌市中央区北5条西13 （011）219－2211 （011）219－4701

名古屋支店 450－0003 名古屋市中村区名駅南3－7－2　洲崎ビル2F （052）541－3565 （052）541－3562

大阪支店 567－0811 茨木市上泉町9－37 （0726）24－4411 （0726）24－4477

福岡支店 812－0029 福岡市博多区古門戸3－12 （092）281－5757 （092）281－5760

仙台営業所 983－0045 仙台市宮城野区宮城野1－26－21 （022）292－7170 （022）292－7305

新潟営業所 950－0836 新潟市東中野山3－5－15 （025）277－3811 （025）277－0522

静岡営業所 439－0037 菊川市西方154 （0537）36－1126 （0537）36－2169

広島営業所 734－0022 広島市南区東雲2－2－14－104 （082）508－0852 （082）508－0851

SHENZHEN　MINDRAY　BIOME・
DICAL　ELECTORONICS　CO．　LTD．

Mindray　Building，　Keij　Road　12th　Road　South，　High－tech　Indus・

trial　Park，　Nanshan　Distriet，　Shenghen　City、518057．　P．R．　China

755－26582888 755－26582900

スペク　トリス株式会社　　　　　　マイクロスキャン事業部 本　　　社 98057 1201SW　7th　St．　Renton，　WA　USA 425－226－5700 425－226－8250

日本事業所 101－0045 千代田区神田鍛冶町3－5－2 （03）3255－8163 （03）3255－8154

積水メディカル株式会社 本　　　社 103－0027 中央区日本橋3－13－5　KDX日本橋313ビル （03）3272－0827 （03）3281－0510

検査センター営業所 103－0027 中央区日本橋3－13－5　KDX日本橋313ビル （03）3272－0906 （03）3272－0907

北海道営業所 060－0005 札幌市中央区北5条西6－2－2 （011）272－7288 （011）272－7299

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町3－5－21 （022）263－8560 （022）263－8561

東日本営業所 135－0063 江東区有明2－5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520－1360 （03）5520－1350
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首都圏第一営業所 135－0063 江東区有明2　5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520－1360 （03）5520－1350

首都圏第二営業所 135－0063 江東区有明2　5－7　TOC有明イーストタワー8F （03）5520　1360 （03）5520－1350

中部営業所 460－0011 名古屋市中区錦1　5－11 （052）209－7714 （052）209　7724

西日本第一営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3　3　31 （06）6350　6581 （06）6350－6582

西日本第二営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3　31 （06）6350－6581 （06）6350－6582

中国営業所 732－0052 広島市東区光町1－10－19 （082）261－7862 （082）2617863

九州営業所 812－0013 福岡市博多区駅前3－26　29 （092）451－0511 （092）474－4136

セラビジョン・ジャパン株式会社 本　　　社 220－8120 横浜市西区みなとみらい2－2　1 （045）670－7110 （045）6707001

株式会社セントラル科学貿易 東京本社 11rOO52 台東区柳橋1　8　1 （03）5820－1500 （03）58201515

札幌出張所 001－0911 札幌市北区新琴似11条13－9－3 （011）764－3611 （011）7643612

大阪支店 533－0031 大阪市東淀川区西淡路1　1－36 （06）6325－3171 （06）6325－5180

福岡営業所 812－0016 福岡市博多区博多駅南1－2　15 （092）482－4000 （092）482　3797

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　社 534－0021 大阪市都島区都島本通1－15　17 （06）6928　7441 （06）6928－7445

東京支社 102－0074 千代田区九段南2　3－26　井関ビル4F （03）5276－0202 （03）5276　0203
大阪ソリューショ
ンセンター 566－0035 摂津市鶴野3－7　14 （0726）32　3666 （0726）32－4700

〈グループ企業〉

富山大扇工業㈱ 930－0401 中新川郡上市町広野新269 （0764）73－0336 （0764）73－0338
上海大扇塑料包装
有限公司 中華人民共和国上海市青浦区華新鎮華丹路501号1室 86－21－5979－0140 86－21－5979－0141

煽（上海府限公司 中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號 86－21－5950－4597 86－21－5950－4314

日本バイオセラ㈱ 102－0074 千代田区九段南2－3－26　井関ビル4F （03）5276－0212 （03）52760203

Dynal　Biotech　ASA Oslo Ullernschausseen　52，03790slo，　Norway （47）228061110 （47）22519505

㈱ベリタス 105－0001 港区虎ノ門2－7　14　八洲ビル （03）3593－3211 （03）3593－3216

株　式　会　社　タ　ウ　ン　ズ 本　　　社 410－0005 沼津市双葉町9－12－2 （055）925　6200 （055）925－6161

竹　内　精　工　株　式　会　社 本　　　社 971－8184 いわき市泉町黒須野字江越246－16 （0246）56　5281 （0246）56－5282

関東営業所 359－0021 所沢市東所沢2　36　6 （042）945　3750 （042）945－3680

関西営業所 533－0021 大阪市東淀川区下新庄5－6　27SIビルイシダ （06）6370－9728 （06）6370－9736

九州営業所 861－0136 鹿本郡植木町岩野266－10　グリーンAビル2F （096）215　3225 （096）215－3226

ダコ　・ジャパン株式会社 本　　　社 112－0004 文京区後楽2　5　1　住友不動産飯田橋ファーストビル （03）5802－7211 （03）58027212

京都事業所 600－8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル （075）211－3675 （075）2111755

田中貴金属工業株式会社 東京本社 100－6422 千代田区丸の内2－7－3　東京ビルディング22F （03）631155151 （03）6311－5516
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田中貴金属販売株式会社 東京本社 100－0005 千代田区丸の内2　7　3　東京ビルディング22F （03）5222－1300 （03）5222－1309

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町2　2　3 （022）2272351 （022）2214519

さいたま支店 330－0846 さいたま市大宮区大門町3－42－5　太陽生命大宮ビル （048）649－0411 （048）649－1433

立川支店 190－0012 立川市曙町2－38－5　立川ビジネスセンタービル （0425）28－7786 （0425）28－7787

横浜支店 220－0004 横浜市西区北幸1　11　15　横浜STビル （045）3248073 （045）324－8076

長野支店 380－0921 長野市栗田源田窪1000－1　長栄長野東ロビル （026）224－0821 （026）226－7968

名古屋支店 460－0011 名古屋市中区大須4　1　70 （052）2622811 （052）264－4713

大阪支店 530－0003 大阪市北区堂島2－2－2　近鉄堂島ビル （06）6341－0120 （06）6341－1594

京都支店 604－8153 京都市中京区烏丸通四条上ル争町691　りそな京都ビル （075）257　2356 （075）257　2343

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1－4－1　博多駅前第一生命ビル （092）4812100 （092）4813070

水戸営業所 310－0803 水戸市城南1－1－6　サザン水戸ビル （029）224－7711 （029）2241207

千葉営業所 260－0028 千葉市中央区新町1－17JPRビル （043）204－2621 （043）204－1721

浜松営業所 430－0928 浜松市中区板屋町110－5　浜松第一生命日通ビル （053）450－4830 （053）450－4831

金沢営業所 920－0853 金沢市本町2　11　7　金沢フコク生命駅前ビル （076）234－6652 （076）234－6782

滋賀営業所 522－0076 彦根市大東14－15　上野第Vビル （0749）2仁1021 （0749）21－1022

姫路営業所 670－0964 姫路市豊沢町137姫路センタービル （0792）26－1911 （0792）26－1925

広島営業所 732－0824 広島市南区的場街1－1－21　クリスタルタワー （082）264－5233 （082）264－2139

Diba　Industries，　lnc． 4Precision　Road，　Danbury，　CT　O6810　USA （203）744－0773 （203）744－0525

デイド　ベーリング株式会社 本　　　社 104－0033 中央区新川1－3－17新川三幸ビル （03）3537－3900 （03）3537－3901

大阪ショールーム 564㊤063 吹田市江坂町1－14－33　大町ビル1F （06）6378－2801 （06）6378－2805

株式会社テクノメディカ 本　　　社 224－0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1 （045）9481961 （045）9481962

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）63373432 （06）63373482

福岡支店 812－0015 福岡市博多区山王1－11－35 （092）483－7333 （092）483－7334

札幌営業所 060－0063 札幌市中央区3条西12－325－2－305 （Ol1）271－3770 （011）271－3760

仙台営業所 984－OO32 仙台市若林区荒井字堀添65－1 （022）2873771 （022）287－3772

甲信営業所 390－0872 松本市北深志3－9－6　2F （0263）38－0016 （0263）38－0017

北関東営業所 330－0843 さいたま市大宮区吉敷町2　44 （048）650－8191 （048）650－8192

金沢出張所 920－0342 金沢市畝田町西2－91 （076）266－8105 （076）2668108

松山出張所 791－8055 松山市清住2－1100－6 （089）911－6331 （089）911－6332
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広島営業所 731－0122 広島市安佐南区中筋2－3－4－101 （082）830－5103 （082）830－5104

デ　ン　力　生研株式会社 本　　　社 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2 （03）3669－9091 （03）3664－1005

東京支店 103－0025 中央区日本橋茅場町3－4－2 （03）3669－9093 （03）3664－1023

関東営業所 103－0025 中央区日本橋茅場町2－4－10 （03）3662－2227 （03）3662－2228

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西18－1－27 （011）615－2866 （011）615－2867

仙台営業所 980－0014 仙台市青葉区本町1－13－24 （022）2641138 （022）268－6084

新潟営業所 950－0965 新潟市中央区新光町17 （025）285－8641 （025）285－9872

名古屋営業所 464－0026 名古屋市千種区井上町49－1 （052）788－3981 （052）788－3985

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島4－7－18 （06）6307－7061 （06）6307－7091

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）414－7073

東京貿易機械株式会社 本　　　社 104－8510 中央区八丁堀2－13－8 （03）3555－7353 （03）3555－7367

札幌営業所 060－0908 札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル606 （011）751－6472 （011）751－6471

仙台営業所 981－0911 仙台市青葉区台原2－10－2　アークヒルズ台原103 （022）219－6551 （022）219－6561

テクニカルセンター 197－0823 あきる野市野辺569－6 （042）532－8271 （042）532－8234

481－0038 北名古屋市徳重広畑57 （0568）26－4471 （0568）26－4472名古屋営業所

（10月移転予定） 452－0806 名古屋市西区五才美町59

大阪営業所 540－0038 大阪市中央区内淡路町1－4－8　中大江ビル303 （06）4790－3235 （06）4790－3236

広島営業所 731－0137 広島市安佐南区山本2－3－13 （082）850－2271 （082）850－2272

福岡営業所 813－6591 福岡市東区多の津1－14－1FRCビル1F （092）623－1689 （092）623－1789

東芝メディカルシステムズ株式会社 本　　　社 324－8550 大田原市下石上1385 （0287）26－6211 （0287）26－6050

東京本社 113－8456 文京区本郷3－26－5 （03）3818－2061 （03）3814－6170

北海道支社 065－0042 札幌市東区本町2条2－3－6 （011）785－3131 （011）785－1104

東北支社 989－3204 仙台市青葉区南吉成2－17－2 （022）279－3510 （022）279－5701

関東支社 331－8701 さいたま市北区土呂町1－45－10 （048）651－9211 （048）651－8274

首都圏支社 104－0031 中央区京橋1－19－8　大野ビル （03）3562－0212 （03）3562－0256

中部支社 450－0003 名古屋市中村区名駅南1－4－12　ガーデンビル （052）581－9310 （052）582－7615

関西支社 530－0054 大阪市北区南森町2－1－29三井住友銀行南森町ビル （06）6362－3990 （06）6365－6424

中四国支社 730－0017 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル （082）511－8512 （082）511－8523

九州支社 816－0864 春日市須玖北2－8 （092）575－2711 （092）575－2705

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 105－8623 港区芝3－8－2 （03）5427－5181 （03）5427－5520
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仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1－11－1 （022）266　2341 （022）2675745

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）6344　3857 （06）63444186

福岡支店 810－0001 福岡市中央区天神1－13－2 （092）7810481 （092）7517015

山口営業所 746－8501 新南陽市開成町4560 （0834）63－9888 （0834）63－6627

カスタマーサポートセンター 252－1123 綾瀬市早川2743　1 （0467）76－5384 （0467）79－2550

東洋器材科学株式会社 本　　　社 335－0003 蕨市南町4　7　10 （048）447－3381 （048）431－4685

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　社 530－8230 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）6348－3335 （06）6348－3833

支　　　　社 103－8530 中央区日本橋小網町17　9 （03）3660－4849 （03）3660－4951

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　社 110－8736 台東区上野3－23－9 （03）5846－5611 （03）5846－5619

札幌営業所 060－0042 札幌市中央区大通西10－4 （011）2428566 （011）2428570

仙台営業所 981－0933 仙台市青葉区柏木1　2　45　フォレスト仙台6F （022）717－3401 （022）717－3410

東京営業所 110－8736 台東区上野3－23－9 （03）5846　5708 （03）5846　5676

名古屋営業所 460－0024 名古屋市中区正木4－8－7 （052）682－2818 （052）681－7536

大阪営業所 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9F （06）6253－1722 （06）6253－1729

広島営業所 730－0811 広島市中区中島町9－1 （082）2432235 （082）2414715

福岡営業所 812－0013 福岡市博多区博多東2－5－37 （092）4757511 （092）4757666

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 102－0073 千代田区九段北4－1－28 （03）32384541 （03）3238－4591

大阪支店 54仁0043 大阪市中央区高麗橋4　3－10 （06）6208－4957 （06）6208－4976

札幌営業所 003－0027 札幌市白石区本通り7　北1　33 （011）866－7001 （011）866－7012

仙台営業所 980－0811 仙台市青葉区一番町1　3　1 （022）266－8956 （022）266－8998

名古屋営業所 460－0003 名古屋市中区錦1－17－13 （052）2315138 （052）2310158

広島営業所 730－0029 広島市中区三川町2　11 （082）241－8245 （082）5410711

福岡営業所 812－0025 福岡市博多区店屋町8－30 （092）281－1171 （092）281－1161

ニップンテクノクラスタ株式会社 本　　　社 169－0075 新宿区高田馬場1　30　5　千寿ビル4F （03）52876761 （03）52876765

ニ　プ　ロ　株　式　会　社 本　　　社 531－8510 大阪市北区本庄西3　9－3 （06）6373　3155 （06）6374－0697

札幌支店 060－0009 札幌市中央区北9条西19－35 （011）631－7311 （011）631－7314

盛岡営業所 020－0034 盛岡市盛岡駅前通15－20　ニッセイ盛岡駅前ビル4F （019）654－0200 （019）6540211

秋田営業所 010－0877 秋田市山王2　1　40　田ロビル5F （018）867－8180 （018）867－8480

仙台支店 980－0802 仙台市青葉区二日町14－15　アミグランデニ日町1F （022）268－7756 （022）268－7743



164 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
福島営業所 963－8861 郡山市鶴見坦1　6　36　鶴見坦橋本地所ビル101 （024）931－8999 （024）922－7457

新潟支店 950－0915 新潟市鐙西2－29－15　ピュアコートベル2F （025）248－7518 （025）248－7506

関東北支店 331－0815 さいたま市北区大成町4－421－2 （048）666　3721 （048）666－3772

茨城営業所 310－0842 水戸市けやき台3－6－1　スカイヒルズ202号 （029）304　1177 （029）246－0068

関東東支店 261－0023 千葉市美浜区中瀬1－7－1　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル23F （043）351－8501 （043）351－8502

東京第一・第二支店 113－0033 文京区本郷4－3－4　ニプロビル2F （03）3818－0425 （03）3818－0469

横浜支店 221－0052 横浜市神奈川区栄町1－1　アーバンスクエア横浜11F （045）44仁3222 （045）4413256

西東京支店 190－0022 立川市錦町2－7－10西野ビル1F （042）52仁1471 （042）521－1476

長野営業所 390－0871 松本市桐3－2－45山本ビル2F－1 （0263）36－0522 （0263）365212

静岡支店 422－8051 静岡市駿河区中野新田305－1　東名第一ビル3F （054）283－6413 （054）283－8794

名古屋支店 465－0024 名古屋市名東区本郷2－91　高柳本郷ビル （052）777ゴOlO （052）777－1015

北陸営業所 921－8005 金沢市間明町2－273　中元ビル2F （076）292－0245 （076）292－0216

京都支店 606－8204 京都市左京区田中下柳町36 （075）752－0820 （075）752－0824

阪奈支店 531－0072 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）6373－0555 （06）6373－0385

阪和支店 591－8023 堺市北区中百舌鳥町5　758AKIBOビル6F （072）240－3296 （072）257－8390

神戸支店 650－0015 神戸市中央区多聞通4－1－3　ナカヤマビル7F （078）361－7585 （078）3617587

岡山支店 700－0951 岡山市田中128－106 （086）243－7591 （086）244－0932

広島支店 731－0135 広島市安佐南区長束3－45－3 （082）238－8307 （082）2388631

四国支店 761－8013 高松市香西東町304－1　新栄ビル （087）882　2828 （087）882－7729

福岡支店 816－0935 大野城市錦町2－2－12 （092）574－3731 （092）574－1748

熊本支店 862－0913 熊本市尾ノ上1－12－3　ファインパレス尾ノ上103 （096）331－7330 （096）331－7335

鹿児島支店 890－0046 鹿児島市西田2－28－9　アスカIIlF （099）2582775 （099）2556303

日本ケミ　ファ株式会社 本　　　社 101－0032 千代田区岩本町2－2－3 （03）3851－2974 （03）3862－2645

東日本地区 101－0032 千代田区岩本町2－2　3 ノノ ノノ

中部地区 460－0022 名古屋市中区金山5－15－9 （052）882－5310 （052）882－5323

近畿地区 550－0002 大阪市西区江戸堀1－26－20 （06）6448－1863 （06）6448－1866

中国・四国地区 730－0856 広島市中区河原町1－26 （082）296　4825 （082）2964755

九州地区 812－0018 福岡市博多区住吉3－1　80 （092）272－4711 （092）291－1929

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）59968085

販社、営業所 全国10販社、120営業所
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日　本　電　子　株　式　会　社 本　　　社 196－8558 昭島市武蔵野3－1－2 （042）543－1111 （042）5463353

東京支店 190－0012 立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F （042）528－3341 （042）5283488

札幌支店 060－0809 札幌市北区北9条西3－19　ノルテプラザ5F （011）726－9680 （011）717－7305

仙台支店 980－0021 仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル6F （022）222－3324 （022）2650202

筑波支店 305－0033 つくば市東新井18　1 （029）8563220 （029）8561639

横浜支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル6F （045）474－2181 （045）474－2180

名古屋支店 450－0001 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル14F （052）5811406 （052）581－2887

大阪支店 532－0011 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル11F （06）6304－3941 （06）6304－7377

関西応用研究センター 532－0011 大阪市淀川区西中島6　9　27　新大阪メイコービル1F （06）6305　0121 （06）6305　0105

広島支店 730－0015 広島市中区橋本町10－6　広島NSビル5F （082）221－2500 （082）221－3611

福岡支店 812竜011 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル5F （092）411－2381 （092）473－1649

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 東京本社 107－0052 港区赤坂4－15－1　赤坂ガーデンシティ （0120）8555－90 （024）593－5761

福島工場 960－2152 福島市土船字五反田1 （024）594　1701 （024）594－1688

福島配送センター 960－2152 福島市土船字五反田1 （024）593－2407 （024）593－4934

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7F （011）2721290 （011）241－0968

仙台事務所 980－0013 仙台市青葉区花京院1　1　20　花京院スクエア22F （022）266－3757 （022）266－3760

名古屋事務所 460－0002 名古屋市中区丸の内3　1729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）63786241 （06）6378－6244

広島事務所 730－0806 広島市中区西十日市町9－9　広電三井住友海上ビル7F （082）234－6341 （082）2346477

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

BDバイオサイエンス

本郷ラボラトリー 113－0033 文京区本郷2　38－16本郷TSビル1F （03）58059960 （03）5805－9955

BDバイオサイエンス

神戸ラボラトリー 650－0047 神戸市中央区港島南町2　2－2　先端医療センター研究棟1F （078）306　1981 （078）306ヨ982

東京サポートセンター 105－0014 港区芝2－3－3　芝二丁目大門ビル

日　本ポール株式会社 本　　　社 141－0031 品川区西五反田1－5－1 （03）3495－8319 （03）34958301

日本ミ　リポア株式会社 本　　　社 108－0073 港区三田1－4－28三田国際ビル （0120）633－358 （03）5442－9736

ニ　ュ　ー　コ　ン株式会社 本　　　社 116－0014 荒川区東日暮里5　41－12 （03）3805－2590 （03）38052685

ノバ・バイオメディカル株式会社 140－0013 品川区南大井6－26－2 （03）547仁5461 （03）5471－5474

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 本　　　社 140－0002 品川区東品川2　2　24天王洲セントラルタワー （03）6361－7070 （03）54638481

大阪営業所 532－0025 大阪市淀川区新北野1－14－11大阪新北野第一生命ビル （06）6309－5860 （06）6308－3064

バイオテック株式会社 本　　　　社 113－0034 文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）3816－6931 （03）38184554



166 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
大阪営業所 533－0034 大阪市東淀川区東中島1－6－14　第2日大ビル1001号 （06）6379－1555 （06）6379　1565

浜松ホトニクス株式会社 本社事務所 430－8587 浜松市中区砂山町325－6　日本生命浜松駅前ビル （053）452－2141 （053）456　7889

電子管事業i部
（豊岡製作所） 438－0193 磐田市下神増314－5 （0539）62－3151 （0539）62－2205

固体事業部 435－8558 浜松市東区市野町1126－1 （053）434－3311 （053）4345184

システム事業部 431－3196 浜松市東区常光町812 （053）435－1560 （053）435　7570

中央研究所 434－8601 浜松市浜北区平口5000 （053）586－7111 （053）5866180

筑波研究所 300－2635 つくば市東光台5　9　2 （029）847－5161 （029）847－5266

東京支店 105－0001 港区虎ノ門3－8－21虎ノ門33森ビル5F （03）3436－0491 （03）34336997

大阪営業所 541－0052 大阪市中央区安土町2　3　13　大阪国際ビル10F （06）6271－0441 （06）62710450

仙台営業所 980－0011 仙台市青葉区上杉1－6－11　日本生命仙台勾当台ビル2F （022）267－0121 （022）2670135

筑波営業所 300－2635 つくば市東光台5　9　4　筑波研究コンソーシアム2F （029）847－3821 （029）847－8654

株式会社日立ハイテクノロジーズ 本　　　社 105－8717 港区西新橋1－24－14 （03）3504　5841 （03）3504－7754

北海道支店 060－0807 札幌市北区北七条西1　1　2　SE山京ビル7F （011）707－3353 （011）7073410

東北支店 980－0021 仙台市青葉区中央3　2　1　青葉通プラザ （022）264－3211 （022）2676453

中部支店 460－0003 名古屋市中区錦2　13　19　瀧定ビル4F （052）219－1744 （052）219　1866

関西支店 532－0003 大阪市淀川区宮原3－3－31　上村ニッセイビル （06）48072571 （06）4807－2559

中国支店 730－0011 広島市中区基町11　13　第一生命ビル （082）2214514 （082）221－4513

九州支店 812－0026 福岡市博多区上川端町12　20　ふくぎん博多ビル （092）778－3010 （092）721－6301

フィンガルリンク株式会社 本　　　社 130－0005 墨田区東駒形2　13　13 （03）3625－6543 （03）3625－6545

札幌営業所 065－0024 札幌市東区北24条東2－4－10　丸源ビル2F （011）7117813 （011）711－7816

大阪営業所 532－0011 大阪市淀川区西中島6－5－3　サムティフェイム新大阪2403 （06）6889－5451 （06）68895450
東京情報開発
センター

111－0041 台東区元浅草2　6　6　東京日産台東ビル904 （03）58069883 （03）3841－2956

盛岡情報開発
センター

020－0033 盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル （019）626－6543 （019）6266543

フ　ク　ダ電子株式会社 本　　　社 113－8483 文京区本郷3－39　4 （03）5802－6600

富士フイルムメディカル株式会社 本　　　社 106－0031 港区西麻布2－26－30富士フイルム西麻布ビル （03）6419－8000 （03）54693510

営業本部・POCT部 106刈031 港区西麻布2－26－30富士フイルム西麻布ビル （03）6419－8035 （03）5469－4190

北海道営業所 001－0081 札幌市北区北18条西3　1　38 （011）757　7777 （011）728－2010

東北営業所 98仕0811 仙台市青葉区一番町3－7－23　明治安田生命仙台一番町ビル （022）217－0035 （022）2170037

東京営業所 106－0031 港区西麻布2　2630富士フイルム西麻布ビル （03）64198083 （03）5469－3608

埼玉営業所 330－0842 さいたま市大宮区浅間町2－240 （048）645－6001 （048）6472560
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横浜営業所 222－0033 横浜市港北区新横浜2　8　11 （045）471－7311 （045）4726321

東海営業所 460－0008 名古屋市中区栄2－12－12　白川第2ビル別館 （052）2217871 （052）203－4875

大阪営業所 532－0004 大阪市淀川区西宮原1－3－5 （06）63965102 （06）6396－5103

四国営業所 760－0050 高松市亀井町8　11高松あおば生命ビル （087）834－8844 （087）833　4694

福岡営業所 812－0011 福岡市博多区博多駅前4－13－19 （092）4513151 （092）474－2524

富士　レ　ビオ株式会社 本　　　社 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5 （03）56959210 （03）5695－9234

東京支店 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5 （03）56950711 （03）5695－0858

首都圏支店 103－0007 中央区日本橋浜町2－62－5 （03）56950711 （03）5695－0858

北海道支店 060－0908 札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル （011）731－2500 （011）731　2501

東北支店 980－0811 仙台市青葉区一番町2－8－10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F （022）264－4001 （022）264－4008

北関東支店 330－8545 さいたま市大宮区宮町2－81大宮アネックスビル （048）643－0321 （048）6442724

湾岸支店 222－0033 横浜市港北区新横浜3－18　14　住生新横浜第2ビル （045）478－3181 （045）475－4104

中部支店 465－0025 名古屋市名東区上社2－174 （052）775　1081 （052）775－1833

大阪支店 532－0033 大阪市淀川区新高3　9　14MMビル4F （06）6150－5520 （06）6150－5530

中四国支店 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル （082）264－3366 （082）263－7712

九州支店 812－0013 福岡市博多区博多駅東2　10－1　福岡ビルS館6F （092）472－5661 （092）4748555

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）69691131 （06）6969－2341

札幌支店 003－0005 札幌市白石区東札幌5条1－2－20 （011）814－3811 （011）8143815

仙台支店 980－0014 仙台市青葉区本町1－14－21 （022）2212656 （022）262－2600

東京第一支店 103－0023 中央区日本橋本町2－4－5 （03）5203－7101 （03）5203　7088

名古屋支店 461－0001 名古屋市東区泉1－3－26 （052）962　5001 （052）9716592

大阪支店 541－0045 大阪市中央区道修町1－7－10 （06）6203－5671 （06）6231－6886

岡山支店 700－0834 岡山市天瀬南町9－12 （086）225　4505 （086）2252329

広島支店 730－0016 広島市中区幟町3－59 （082）2286591 （082）228－6594

福岡支店 812－0024 福岡市博多区綱場町8－23 （092）271－0501 （092）2916739

その他2支店

古　野　電　気　株　式　会　社 本　　　社 662－8580 西宮市芦原町9－52 （0798）65－2111（代） （0798）63－1020（代）

INTセンター 662－0934 西宮市西宮浜2　20 （0798）33－7500（代） （0798）337506（代）

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 本　　　社 271－0064 松戸市上本郷88 （047）303－4800 （047）303－4810

Precision　System　Science　USA，　lnc． 海外現地法人
　（USA）

60521ndustrial　Way，　Suite　H，　Livermore，　CA94551，　US．A． 十1－925－960－9180 十1－925－960－9184



168 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
Precision　System　Science　Europe　GmbH 海外現地法人

（German）
Spiesheimer　Weg　32，　D－55286　Woerrstadt，　Germany 十49－0－6732－9388－0 十49－0－6732－9388－20

ベックマン・コールター株式会社 本　　　社 135－0063 江東区有明2－5－7　TOC有明ウエストタワー （03）6745－4704 （03）5530－2460

大阪支店 565－0083 豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル

札幌オフィス 003－0807 札幌市白石区菊水7条2　7　1　札幌流通倉庫東ビル

仙台オフィス 980－0803 仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台協立第2ビル

名古屋オフィス 460－0003 名古屋市中区錦3－10－33錦SISビル

広島オフィス 732－0052 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル

福岡オフィス 811－2205 糟屋郡志免町大字別府字柏木681－4　アクセス空港東

Hellma　（Asia　Pacific）　Pte　Ltd 8Boon　Lay　Way＃03－10　Trade　Hub21　Singapore　609964 6896　6945 6896　6750

株式会社ヘレナ研究所 本　　　社 330－0061 さいたま市浦和区常盤9－21－19 （048）8333208 （048）8333273

大阪支社 540－0011 大阪市中央区農人橋2－1　31 （06）6945－1070 （06）6945－1055

株式会社堀場製作所 本　　　社 601－8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 （075）3135736 （075）321－0752

東京セールスオフィス 101－0031 千代田区東神田1－7－8　アルテビル東神田 （03）3861－8389 （03）38618259
名古屋セールスオフィス 461－0004 名古屋市東区葵3－15－31住友生命千種第2ビル （052）936－5781 （052）936－5789

九州セールスオフィス 812－0013 福岡市博多区博多駅東2－6－26　安川産業ビル6F （092）472－5041 （092）474コ289

株式会社　ミズホメディー 本　　　社 841－0048 鳥栖市藤木町5　4 （0942）85－0303 （0942）85－0312

東京営業所 111－0053 台東区浅草橋3－20－12　ニュー蔵前ビル5F （03）3861－7447 （03）38617448

名古屋営業所 464－0851 名古屋市千種区今池南29　24　川島第1ビル （052）733－5266 （052）7335422

大阪営業所 553－0003 大阪市福島区福島5－3　7　エスティ西梅田ビル302 （06）6458－5711 （06）64585648

三菱化学メディエンス株式会社 本　　　社 108－8559 港区芝浦4　2　8 （03）6722－4000 （03）6722－4011

北海道支店 060－0042 札幌市中央区大通西7－1　1 （011）2716961 （011）2714870

東北支店 982－0012 仙台市太白区長町南1－1－27 （022）308－1869 （022）249－6335

東京支店 162－0812 新宿区西五軒町13　1 （03）5206－1670 （03）5206－1744

関東支店 162－0812 新宿区西五軒町13－1 （03）52061669 （03）5206－1744

中部支店 464－0850 名古屋市千種区今池5－1－5 （052）7355915 （052）735－5925

北陸支店 920－0025 金沢市駅西本町6－11－16 （076）2222321 （076）222－2329

関西支店 541－0044 大阪市中央区伏見町4－1－1 （06）62048585 （06）6204－8715

中四国支店 730－0811 広島市中区中島町3－25 （082）545－8595 （082）545－8606

九州支店 813－6591 福岡市東区多の津1－14－1 （092）611－6611 （092）611－6633

株式会社メディカルジャパン 本　　　社 431－3102 浜松市東区豊西町515－2 （053）489－6638 （053）489－6639
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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
工場所在地 431－3102 浜松市東区豊西町904－7 （053）435－9881 （053）435－9882

サービス拠点 千葉・神奈川・静岡・大阪・神戸・福岡

Medix　Biochemica　Oy　Ab Asematie　13　FIN－02700　Kauniamen　Finland 十358－9－547－680 十358－9－505－3441

錦商事㈱ 103－0012 中央区日本橋堀留町1－2－10 （03）3639－8721 （03）3661－9594

ラジオメーター株式会社 本　　　社 105－0003 港区西新橋3－16－11愛宕イーストビル （03）5777－3500 （03）57773501

札幌営業所 001－0010 札幌市北区北10条西1　11　浦野ビル （011）746－3390 （011）746－3395

仙台営業所 980－0824 仙台市青葉区支倉町4－34マルキンビル （022）268－3008 （022）268－4540

東京営業所 105－0003 港区西新橋3－16－11愛宕イーストビル （03）5777－3555 （03）5777－3556

長野営業所 380－0917 長野市稲葉南俣2605　1　滝沢ビル （026）223　6855 （026）223　6853

金沢営業所 920－0025 金沢市駅西本町1－14　29　サン金沢ビル （076）231－4455 （076）231－4499

名古屋営業所 461－0004 名古屋市東区葵2－12－1　ナカノビル （052）934－2711 （052）934－2714

大阪営業所 532－0003 大阪市淀川区宮原3　5－36　新大阪MT2ビル （06）6350－2000 （06）6350－2005

広島営業所 732－0814 広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル （082）568－6355 （082）261－2670

高松営業所 760－0079 高松市松縄町506　シブヤビル松縄 （087）815－1551 （087）8658448

福岡営業所 814－0003 福岡市早良区城西1　8　36　西新町ファーストビル （092）822－2135 （092）822－3180

鹿児島営業所 892－0847 鹿児島市西千石町1125　フコク生命高見馬場ビル （099）227－9383 （099）227－9384

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　社 105－0014 港区芝2－6－1 （03）5443－7041 （03）5443－7114

札幌支店 060－0031 札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F （011）251－1331 （011）231－1603

仙台支店 980－0822 仙台市青葉区立町27－21仙台橋本ビル6F （022）224－6491 （022）267－3877

関東支店 105－0014 港区芝2－6－1 （03）5730－9431 （03）5730－9446

東京支店 105－0014 港区芝2－6－1 （03）5765－8081 （03）5765－8082

名古屋支店 460－0003 名古屋市中区錦2　4　3　錦パークビル13F （052）220－5741 （052）2205742

大阪支店 560－0082 豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F （06）4863－7621 （06）4863－7625

広島支店 730－0022 広島市中区銀山町3－1　ひろしまハイビル21 （082）545－5120 （082）545－5123

福岡支店 812－0011 福岡市博多区博多駅前1　4　4　JPR博多ビル12　F （092）4611021 （092）461－1025

和光純薬工業株式会社 本　　　社 540－8605 大阪市中央区道修町3　1－2 （06）6203　3747 （06）6203－4640

東京営業所 103－0023 中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル2F （03）3270－9131 （03）324仁5752

北海道営業所 060－0001 札幌市中央区北1条西13　4　タケダ札幌ビル4F （011）271－0285 （011）271－0835

東北営業所 980－0014 仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F （022）2223072 （022）264－2228

甲信越営業所 390－0833 松本市双葉10－22双葉町ビルB棟3F　312号 （0263）28－0335 （0263）28－0388



170 社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX番号
東海営業所 465令Ol8 名古屋市名東区八前2－914 （052）772－0788 （052）775－9413

中国営業所 735－0024 安芸郡府中町緑ヶ丘6　40 （082）285－6381 （082）286－2033

九州営業所 813－0062 福岡市東区松島3　22　30 （092）622－1005 （092）621－9345

ワットマンジャパン株式会社 本　　　社 169－0073 新宿区百人町3－25－1サンケンビルヂングGEヘルスケアバイオサイエンス㈱内 （03）6864－1240 （03）6864　1242



平成20年度JACLA展示委員会
小笠原　繁

川上　　彰

川中　士郎

神吉　典和

冨田　修二

渡辺　楷

（和光純薬工業）

（日立ハイテクノロジーズ）

（日本電子）
（シスメックス）

（栄研化学）

（振　興　会）

編集後記

　2008年共催展示会の開催に当り，恒例の展示

目録を作成しました。

　今年も新しい展示会社が海外を含めて13社，

出展してくれました。また，いくつかの展示希望

会社にお断りするなど，昨年に引き続き展示スペ

ー スが目一杯となり，展示会場内の通路が若干狭

くなりました。来年は隣りの展示スペースを借り

る相談が出る程で，展示委員一同感謝しておりま

す。

　今年から最終日は土曜日になりました。企業の

方には何かと問題があるかと思いますが，病院勤

務の検査技師の方々には展示を見る機会が増える

ものと考えております。

　今年も多くの見学者のご来場とご盛況を期待し

ております。（N．W．）

2008日本臨床検査自動化学会・

日本臨床検査医学会　共催展示会

2008　EXHIBITORS’CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）

　　　〒113－0033東京都文京区本郷3－19－6
　　　　　　　　　　（ワイユウビル6F）

　　　　　　　　　Tel．03（5689）5910

　　　　　　　　　Fax．　03（5689）5917

ホームページ：http：／／homepage3．nifty．com／jacla

印刷：壮光舎印刷株式会社

2008年10月9日印刷・発行

　　　　　　　　　　　（非売品・禁複写）



JSCLA　http：／／www．jscla．com／

JSLM　http：／／www．jslm．org

JACLA　http：／／homepage3．nifty．com／jacla／


	表紙
	表紙説明
	あいさつ ( 日本臨床検査自動化学会 会長 中井利昭 )
	あいさつ ( 日本臨床検査医学会 理事長 宮澤幸久 )
	目次
	臨床化学分析機器
	1. 電解質測定装置 ( 電極法 )
	2. 簡易分析装置
	3. 専用分析装置
	4. 多項目自動分析装置
	5. ドライケミストリー・システム
	6. 血液ガス分析装置
	7. 全自動電気泳動装置
	8. 電気泳動装置
	9. デンシトメータ装置
	10. 高速液体クロマトグラフィー装置
	11. その他

	核医学 ( RIA ) 機器
	12. ラジオイムノアッセイ装置

	免疫血清検査機器
	13. 酵素免疫測定装置
	14. 蛍光免疫測定装置
	15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置
	16. ラテックス凝集反応測定装置
	17. レーザーネフェロメータ
	18. 免疫比濁測定装置
	19. 発光免疫測定装置
	20. 蛍光偏光装置
	21. その他

	血液検査機器
	22. 多項目血球計数装置
	23. 血液凝固測定装置
	24. 血小板凝集測定装置
	25. 赤血球沈降速度自動測定装置
	26. 血液標本自動作製装置
	27. 血液像自動分類装置
	28. 細胞分類装置
	29. 全自動輸血検査装置
	30. その他

	細菌検査機器
	31. 微生物分類同定装置
	32. 感受性試験装置
	33. DNA・RNA測定装置
	34. 核酸抽出装置
	35. その他

	尿検査機器
	36. 浸透圧計
	37. 尿分析装置
	38. 尿沈渣分析装置
	39. 便潜血測定装置
	40. その他

	病理検査機器
	41. 自動組織細胞染色装置
	42. 画像処理装置
	43. 画像撮影装置
	44. その他

	生理機能検査機器
	45. 呼吸機能自動検査システム
	46. 超音波膀胱容量測定装置
	47. 超音波骨密度測定装置

	システム
	48. 臨床検査システム
	49. 検体前処理システム
	50. オートラベラー・バーコードプリンタ
	51. 分注装置
	52. 遠心分離器

	その他の臨床検査機器
	53. マイクロピペット
	54. 希釈装置
	55. 洗浄器
	56. その他

	体外診断用医薬品
	自動分析装置専用試薬
	コントロール血清
	展示会社・主要製品紹介
	展示会社住所録
	奥付

