日本薬学会第１３６年会併催展示会
展示会社一覧表

◎機器

（株）高研

（株）アイビック・リサーチ

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14
03-3816-3525
http://www.atelocollagen.com

〒300-1234 茨城県牛久市中央3-32-8
029-875-4739
http://www.ivicres.com

アシザワ・ファインテック（株）
〒275-8572 千葉県習志野市茜浜1-4-2
047-453-8111
http://www.ashizawa.com

コンフレックス（株）
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19
MG目黒駅前ビル６F
03-6380-8290
http://www.conflex.co.jp/

ジーエルサイエンス（株）
アステック（株）
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-39-7
ユニゾ高田馬場4丁目ビル １F
03-3366-0811
http://www.astechcorp.co.jp/indexChem.html

〒163-1130 東京都新宿西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー30階
03-5323-6617
http://www.gls.co.jp

柴田科学（株）
（株）アルバック
〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500
0467-68-4212
http://www.initium2000.com/

〒340-0005 埼玉県草加市中根1-1-62
048-933-1579
http://www.sibata.co.jp

（株）島津製作所
エムアイケミカル（株）
〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧６丁目７－２４
072-781-1000
http://www.mi-chemical.com

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町１
075-823-1352
http://www.an.shimadzu.co.jp

ジャパンハイテック（株）
㈱エリカ オプチカル
〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1
0776-66-8804
http://www.ericaop.com

〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町3-14-2-405
043-226-3012
http://www.jht.co.jp

昭和電工（株）／ｓｈｏｄｅｘ®
（一財）化学物質評価研究機構
〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地
0480-37-2601
http://www.cerij.or.jp

〒105-8432 東京都港区芝公園2-4-1
昭光通商(株)内
03-3459-5104
http://www.shodex.com/

京セラ（株）

新光電子（株）

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
075-604-3400
http://www.kyocera.co.jp

〒113-0034 東京都文京区湯島３－９－１１
03-3831-1051
http://www.vibra.co.jp

クラボウ

スペクトラム ラボラトリーズ 日本支社

〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-5
クラボウ寝屋川テクノセンター３F
072-820-3079
http://www.kurabo.co.jp/bio/

〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺 2-6-8
スペクトラムビル 5Ｆ
077-552-7820
http://jp.spectrumlabs.com/

（株）クロマニックテクノロジーズ

住友ベークライト（株）

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1
06-6581-0885
http://chromanik.co.jp/

〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目5番8号
天王洲パークサイドビル
03-5462-4831
http://www.sumibe.co.jp

（株）ケー・エー・シー
〒110-0005 東京都台東区上野1丁目4-4
藤井ビル３Ｆ
03-5807-7162
http://www.kacnet.co.jp

（株）ダイセル
〒108-8230 東京都港区港南2-18-1
ＪＲ品川イーストビル１４Ｆ
03-6711-8222
http://www.daicelchiral.com/

文科省 ナノテクノロジープラットフォーム
分子科学研究所
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38
0564-55-7431
http://mms-platform.com/

（株）大日本精機

並木精密宝石（株）

〒617-0833 京都府長岡京市神足棚次8番地
075-951-1112
http://www.dnseiki.co.jp

〒123-8511 東京都足立区新田3-8
03-5390-7627
http://www.namiki.co.jp

タイムマシーン（株）

日産化学工業（株）

〒113-0034 東京都文京区湯島4-1-24
0120-39-7405
http://www.tmcn.jp

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1
興和一橋ビル
03-3296-8391
http://www.nissanchem.co.jp

（株）タカゾノ
〒105-0011 東京都港区芝公園２－４－１
芝パークビルB館１４階
03-3578-3700
http://www.takazono.co.jp

日本ウォーターズ（株）
〒140-0001 東京都品川区北品川1-3-12
第5小池ビル
03-3471-7191（代表）
http://www.waters.com

（株）汀線科学研究所
〒192-0045 東京都八王子市大和田町3-12-7
042-660-0212
http://www.shorelinesci.jp

東京化成工業（株）
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-2
２F
03-3668-0489
http://www.TCIchemicals.com/ja/jp/

日本バリデーション・テクノロジーズ（株）
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-4
越谷弥生ビル2Ｆ
050-3536-1817
http://www.validation.co.jp/

日本分光（株）
〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5
042-646-4111
http://www.jasco.co.jp/

東ソー（株）
〒105-8623 東京都港区芝３－８－２
03-5427-5180
http://www.separations.asia.tosohbioscience.com

ネッパジーン（株）
〒272-0114 千葉県市川市塩焼3-1-6
047-306-7222
http://www.nepagene.jp/

東邦薬品（株）
（株）バイオクロマト

〒100-6613 東京都千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー12F
03-6838-2819
http://www.tohoyk.co.jp/ja/products/

〒251-0053 神奈川県藤沢市本町1-12-19
0466-23-8382
http://www.bicr.co.jp

（株）トーショー

BioJapan / 再生医療JAPAN 2016

〒144-0033 東京都大田区東糀谷３－８－８
03-3745-1331
http://www.tosho.cc/

http://www.ics-expo.jp/biojapan/main/
http://saiseiexpo.jp/

原田車両設計（株）
富山産業（株）
〒531-0072 大阪市北区豊崎4丁目3番6号
06-6371-2637
http://www.toyamas.co.jp

〒470-0224 愛知県みよし市三好町中島２４
中島ビル
0561-34-6638
http://www.hvd.co.jp/

ナカライテスク（株）

（株）日立ハイテクノロジーズ

〒604-0855 京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498
075-211-2746
http://www.nacalai.co.jp

〒105-8717 東京都港区西新橋1-24-14
03-3504-7211
http://www.hitachi-hightech.com

中山商事（株）

（株）ＶＩＰ グローバル

〒317-0075 茨城県日立市相賀町17-9
0294-22-5291
http://www.nakayama-co.jp

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 ５丁目７－１７
06-6304-9515
http://www.vip-global.co.jp

◎医薬品関連

（株）ファスマック
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3088
ケーオービルA棟4階
046-281-9901
http://www.fasmac.co.jp/

富士シリシア化学（株）
〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル23階
052-587-0451
http://www.fuji-silysia.co.jp

藤森工業（株）

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
新霞ヶ関ビル
03-3506-9490
http://www.pmda.go.jp

神奈川県
（ヘルスケア・ニューフロンティア推進局・衛生研究所）
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通り１
045-285-0187
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p795742.html

〒160‐0023 東京都新宿区西新宿1-23-7
03-6381-4226
http://www.zacros.co.jp

プレシジョン・システム・サイエンス（株）
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88
047-303-4801
http://www.pss.co.jp/

三田理化工業（株）
〒531-0076 大阪市北区大淀中２－８－２
06-6458-0971
http://www.racoon.co.jp

シスメックス(株)
〒651-2241 神戸市西区室谷1-1-2
研究開発センター
078-991-2212
http://procube.sysmex.co.jp

日本ジェネリック製薬協会
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町３－３－４
日本橋本町ビル７F
03-3279-1890
http://www.jga.gr.jp

日本マイクロバイオファーマ（株）
（株）メルシー
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-13
0120-007-668
http://www.merci-net.co.jp

〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目3番1号
03-6265-1767
http://www.microbiopharm.com/

医薬品関連 計 ５社
山善（株）
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-22
リクルート新大阪ビル3F
06-6304-5839
http://www.yamazenc.co.jp

（株）湯山製作所
〒561-0841 大阪府豊中市名神口３丁目３－１
06-6332-2580
http://www.yuyama.co.jp

（株） ワイエムシィ
〒108-0014 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284
YMC烏丸五条ビル
075-342-4503
http://www.ymc.co.jp/index_j.html

◎文献情報検索システム
アガサ（株）
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎1-2
FtFビル2F
http://agathalife.com

（株）アフィニティサイエンス
（株）京都コンステラ・テクノロジーズ
〒141-0031 東京都品川区西五反田1－11－1
アイオス五反田駅前
〒604-8225 京都市中京区蟷螂山町481京染会館4階
03-6417-3695 075-241-9672
http://www.affinity-science.com/
http://www.k-ct.jp

（株）ＹＫＣ
〒600-8106 東京都千代田区五番町12-4-402
03-3239-8431
http://www.ykcgroup.com

和光純薬工業（株）
〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
0120-052-099
http://www.wako-chem.co.jp

機器展示 計 ５６社

（一財） 医薬品医療機器
レギュラトリーサイエンス財団
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目１２番１５号
長井記念館
03-3400-5634
http://www.pmrj.jp

インフォコム（株）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前２－３４－１７
住友不動産原宿ビル
03-6866-3860
http://infocom-science.jp

（公財）ＭＲ認定センター

（株）化学同人

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3番4号
日本橋本町ビル9階
03-3279-2500
http://www.mre.or.jp

〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入る
075-352-3373
http://www.kagakudojin.co.jp

（一財）材料科学技術振興財団

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2
日本ビル１０階
03-6868-3348
http://www.editage.jp

英文校正エディテージ
〒157-0067 東京都世田谷区喜多見1-18-6
03-3749-2525
http://www.mst.or.jp

ＳＣＨＲÖＤＩＮＧＥＲ

（株）京都廣川書店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館17階
03-6860-8316
http://www.schrodinger.com

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-5-15
荒井ビル４F
03-5283-2045
http://www.kyoto-hirokawa.co.jp

（国研）日本医療研究開発機構

（株）クマノミ出版

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1
読売新聞ビル22階
070-6641-2207
http://www.amed.go.jp

〒617-0837 京都府長岡京市久貝2－7－29－109
075-950-1005
http://www.kumanomi.co.jp

（一財）日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）

〒227-0054 横浜市青葉区しらとり台35-11-4F-5号
045-985-3471
http://100dreams-club.jimdo.com

クリア サウンズ
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２－１２－１５
長井記念館５階
03-5466-1812
http://www.japic.or.jp/

ノーザンサイエンスコンサルティング（株）
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-47
ヒューリック札幌NORTH33ビル 3F
011-223-7456
http://www.northernsc.co.jp/

（株）菱化システム
〒131-0045 東京都墨田区押上１－１－２
東京スカイツリー２９Ｆ
03-6830-9724
http://www.rsi.co.jp/kagaku/cs/index.html

文献情報検索システム 計 １１社

（株）じほう
〒101-8421 東京都千代田区猿楽町1－5－15
猿楽町SSビル
03-3233-6331
http://www.jiho.co.jp

WDBアイシーオー（株）
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2
日本ビル6F
03-6895-5120
http://www.wdbico.com

（株）テクノミック
〒104-0031 東京都中央区京橋1-16-10
オークビル京橋7F
03-3538-2531
http://www.technomics.co.jp

◎書籍
（株）東京化学同人
(株)Ｕｇａ＆Ｃｏ
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩5-10-6
090-6536-0596
http://uga.tokyo

〒112-0011 文京区千石3-36-7
03-3946-5311
http://www.tkd-pbl.com

（株）南江堂
（株）エリメントHRC
〒143-0023 東京都大田区山王2丁目5番10号
大森野村証券ビル４F
03-6809-9920
http://www.element-hrc.com

（株）科学新聞社
〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-13
03-3434-3741
http://ｗｗｗ.sci-news.co.jp

〒113-8410 東京都文京区本郷三丁目42番6号
03-3811-7140
http://www.nankodo.co.jp/

（株）南山堂
〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－11
03-5689-7855
http://www.nanzando.com

（株）ニホン・ミック
〒530-0045 大阪府大阪市北区天神西町6-7
ファインアートビル
06-6365-1560
http://www.nihon-mic.co.jp/

（株）廣川書店
〒113-0033 東京都文京区本郷3－27－14
03-3815-3652
http://www.hirokawa-shoten.co.jp/

Ｂｅｎｔｈａｍ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ
〒270-1505 千葉県印旛郡栄町竜角寺台3－16－14
080-3534-1654
http://www.benthamscience.com

（株）薬事日報社
（株）医薬ジャーナル社
〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1番地
〒101-0061 東京都千代田区三崎町３－３－１ Tkiビル
03-3862-2141 03-3265-7681
http://www.yakuji.co.jp
http://www.iyaku-j.com

（株）有隣堂
〒244-8585 横浜市戸塚区品濃町881-16
045-825-5901
http://www.yurindo.co.jp

（株）羊土社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-5-1
03-5282-1211
http://www.yodosha.co.jp/

（株）ラシュラン
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-13
092-292-9280
http://www.rushrun.jp

ワイリー・ジャパン（株）
〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
フロンティア小石川ビル4階
03-3830-1232
http://www.wiley.co.jp

書籍 計 ２２社

新技術 ･ 新製品セミナー、ワークショップ
新技術 ･ 新製品セミナー
会場：パシフィコ横浜・展示ホール（展示会場内）
テーマ：高速液体クロマトグラフ並びに周辺機器、及びその他の分析機器
3 月 28 日（月）～ 29 日（火）展示会場内セミナー会場
3 月 28 日（月）
番号

発表時間

発

表

タ

1

9:30～ 9:50

知ってびっくり！ 6 社コアシェル C18 カラムの性能差

2

9:55～10:15

C18 カラムでの問題「分離不十分」「保持しにくい」を解決！

ナカライテスク（株）

3

10:20～10:40

LC で高極性成分を分析するためのテクニック

ジーエルサイエンス（株）

4

10:45～11:05

耐アルカリ性を実現する新たなエンドキャッピングとその効果 （株）
クロマニックテクノロジーズ

5

11:10～11:30

今までのカラムと何が違う？コアシェルカラムの基礎の基礎

（株）
クロマニックテクノロジーズ

6

11:35～11:55

SFC カラムといえば DAICEL DCpak シリーズ

（株）ダイセル

休

イ

ト

ル

会

社

名

（株）
クロマニックテクノロジーズ

憩

7

13:30～13:50

簡単、速い、綺麗なサンプル前処理法から最新 LC カラム情報まで 日本ウォーターズ（株）

8

13:55～14:15

7 番目の耐溶剤型キラルカラム（I シリーズ）の開発・上市

9

14:20～14:40

スピンカラムによる微量サンプル中のリン脂質除去

ジーエルサイエンス（株）

10

14:45～15:05

HPLC の更新をお考えの皆様へ―ノウハウいらずの分析法移管

日本ウォーターズ（株）

11

15:10～15:30

HPLC や LC/MS で感度を上げるためのノウハウ

ジーエルサイエンス（株）

（株）ダイセル

3 月 29 日（火）
12

9:30～ 9:50

ICH Q3D に対応するための各種分析手法のご紹介

（株）島津製作所

13

9:55～10:15

CERI のリピドミクス―革新的な測定技術のご紹介

（一財）化学物質評価研究機構

14

10:20～10:40

2L-ChiralTLC とスマホでわかる簡単光学純度測定法

（株）ダイセル

15

10:45～11:05

こんな質量検出器がほしかった！質量情報をより手軽に取得可能

（株）日立ハイテクノロジーズ
（株）日立ハイテクサイエンス

16

11:10～11:30

質量分析の威力をすべての分析へ―ACQUITY QDa 検出器

日本ウォーターズ（株）

テーマ：薬学研究に使用されるその他の機器・システム・機材
（実験動物用機器、環境調節装置、汎用研究機器等）
3 月 29 日（火）展示会場内セミナー会場
3 月 29 日（火）
番号

発表時間

17

11:35～11:55

発

表

タ

イ

ト

ル

IMS 分解能 300 のイオンモビリティ分光質量分析による
異性体分離の現状
休

会

社

名

（株）汀線科学研究所

憩

18

13:30～13:50

個別化医療における非侵襲での代謝挙動追跡の可能性

（株）汀線科学研究所

19

13:55～14:15

発生器型粒子数標準による無菌製薬管理

（株）汀線科学研究所

日本薬科機器協会ワークショップ
会場：パシフィコ横浜・展示ホール（展示会場内）
3 月 27 日（日）
番号

発表時間

発

表

タ

イ

ト

ル

1

9:30～11:30

2

13:30～14:00

調剤業務の自動化・ロボット化における現状と今後の展開について （株）湯山製作所

3

14:15～15:15

医薬品の温度管理、今のままで保証できていますか？

注射剤調製教育実習システムを用いた薬学生、新人薬剤師への
教育

会

社

東北大学病院薬剤部
三田理化工業（株）

タイムマシーン（株）

名

