
◎機器 （株）高研

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14

アステック（株） 03-3816-3525

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-39-7 http://www.atelocollagen.com

ユニゾ高田馬場4丁目ビル　１F

03-3366-0811 コーンズテクノロジー（株）
http://www.astechcorp.co.jp/indexChem.html 〒550-0005 大阪市西区西本町1-13-40

アイデム第二ビル7階

（株）池田理化 06-6532-1012

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１－８－６　　　　　 http://www.cornestech.co.jp/

神田ＫＳビル　

03-5256-1811 コンフレックス（株）
http://www.ikedarika.co.jp 〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング6F

（株）エービー・サイエックス 03-6380-8290

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 http://www.conflex.co.jp/

0120-318-551

http://www.sciex.jp ジーエルサイエンス（株）
〒163-1130 東京都新宿西新宿6-22-1

エムアイケミカル（株） 新宿スクエアタワー30階

〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧６丁目７－２４ 03-5323-6617

072-781-1000 http://www.gls.co.jp

http://www.mi-chemical.com

シスメックス（株）
（株）エリカ　オプチカル 〒651-2241 神戸市西区室谷1-1-2

〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1 078-991-2212

0776-66-8804 http://procube.sysmex.co.jp

http://www.ericaop.com

柴田科学（株）
（一財）化学物質評価研究機構 〒340-0005 埼玉県草加市中根1-1-62

〒344-0064 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地 048-933-1579

0480-37-2601 http://www.sibata.co.jp

http://www.cerij.or.jp/

（株）島津製作所
河淳（株） 〒604-8445 京都市中京区西ノ京桑原町１

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-15-1 075-823-1352

03-3669-2801 http://www.an.shimadzu.co.jp 

http://www.kawajun.jp/

ジャパンハイテック（株）
KURABO 〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-2-405

〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-5 043-226-3012

寝屋川テクノセンター ３F http://www.jht.co.jp

072-820-3079

http://www.kurabo.co.jp/bio/ 昭和電工（株）
〒105-8432 東京都港区芝公園2-4-1

（株）クロマニックテクノロジーズ 03-3459-5104

〒552-0001 大阪市港区波除6-3-1 http://www.shodex.com

06-6581-0885

http://chromanik.co.jp （株）シンリョウ
〒171-0043 東京都豊島区要町３－３６－３

（株）ケー・エー・シー 0120-7-11296

〒110-0005 東京都台東区上野1丁目4-4 http://www.shinryo.jp/

藤井ビル３Ｆ

03-5807-7162 （株）ダイセル
www.kacnet.co.jp 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1

JR品川イーストビル

03-6711-8222

https://www.daicelchiral.com/
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（株）大日本精機 （株）日本医化器械製作所
〒617-0833 京都府長岡京市神足棚次８番地　　　　　 〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町3番9号　　

075-951-1112 06-6765-0223

http://www.dnseiki.co.jp http://www.nihonika.co.jp/

（株）ダイフク 日本分光（株）
〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5

汐留芝離宮ビルディング 042-646-4111

03-6721-3530 http://www.jasco.co.jp/

http://www.audit-pr.daifuku.jp/

（株）パーキンエルマージャパン
（株）タカゾノ 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 

〒105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 横浜ビジネスパークテクニカルセンター4F

芝パークビルB館１４階 045-339-5862

03-3578-3700 http://www.perkinelmer.co.jp

http://www.takazono.co.jp/

（株）バイオクロマト
（株）汀線科学研究所 〒251-0053 神奈川県藤沢市本町1-12-19

〒192-0045 東京都八王子市大和田町3-12-7 0466-23-8382

042-660-0212 http://www.bicr.co.jp

http://www.shorelinesci.jp

バイオタージ・ジャパン（株）
東京化成工業（株） 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4　６F

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-2 03-5627-3123

03-3668-0489 http://www.biotage.co.jp/

http://www.TCIchemicals.com/ja/jp/

（株）バイオメディカルサイエンス
東ソー（株） 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39

〒105-8623 東京都港区芝３－８－２　　　　　　　　　 03-3513-5242

03-5427-5180 http://www.bmsci.com

http://www.separations.asia.tosohbioscience.com

浜松ホトニクス（株）
（株）トーショー 〒430-8587 浜松市中区砂山町325番地の6

〒144-0033 東京都大田区東糀谷３－８－８ 053-459-1113

03-3745-1331 http://www.hamamatsu.com

http://www.tosho.cc/

（株）日立ハイテクノロジーズ
富山産業（株） 〒105-8717 東京都港区西新橋1-24-14

〒531-0072 大阪市北区豊崎4丁目3番6号 03-3504-7211

06-6371-2637 http://www.hitachi-hightech.com/jp

http://www.toyama.co.jp/ 　　　　　　　/products/science/

（株）中村超硬 （株）ＶＩＰ　グローバル
〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-16-1 〒532-0011 大阪市淀川区西中島　５丁目７－１７　　　　

06-6821-7771 06-6304-9515

http://www.nakamura-gp.co.jp/ http://www.vip-global.co.jp

中山商事（株） ファーマコセル（株）
〒317-0075 茨城県日立市相賀町17-9 〒850-0862 長崎市出島町1-43

0294-22-5291 D-FLAG 305号

http://www.nakayama-co.jp 095-895-7431

http://www.pharmacocell.co.jp/

ナカライテスク（株）
〒604-0855 京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498 富士シリシア化学（株）

075-211-2746 〒487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町2-1846

http://www.nacalai.co.jp 0568-51-2511

http://www.fuji-silysia.co.jp

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1　 藤森工業（株）

物質・材料研究機構 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿1-23-7

029-859-2777 03-6381-4227

http://nanonet.mext.go.jp/ http://www.zacros.co.jp/



分子・物質合成プラットフォーム 日本ジェネリック製薬協会
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町３－３－４

0564-55-7431 日本橋本町ビル７F

http://mms-platform.com/ 03-3279-1890

http://www.jga.gr.jp

松浪硝子工業（株）
〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2-1-10 日本マイクロバイオファーマ（株）

072-433-1163 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目3番1号

http://www.matsunami-glass.co.jp 03-6265-1767

http://www.microbiopharm.com/

三田理化工業（株）
〒531-0076 大阪市北区大淀中２－８－２　　　　 （株）伏見製薬所

06-6458-0971 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町２－３－１

http://www.racoon.co.jp/ 03-6361-9121

http://www.fushimi.co.jp/

（株）メルシー
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-10-13 医薬品関連 計 ６社

0120-007-668

http://www.merci-net.co.jp

◎文献情報検索システム
山善（株）
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-22 （株）アフィニティサイエンス

リクルート新大阪ビル3F （株）京都コンステラ・テクノロジーズ
06-6304-5839 〒141-0031 東京都品川区西五反田1－11－1

www.yamazenc.co.jp アイオス五反田駅前

〒604-8225 京都市中京区蟷螂山町481

（株）湯山製作所 京染会館4階

〒561-0841 大阪府豊中市名神口３－３－１　　　　　　 03-6417-3695　　

06-6332-2580 075-241-9672

http://www.yuyama.co.jp http://www.affinity-science.com/

http://www.k-ct.jp

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1

生物科学研究棟S411 レギュラトリーサイエンス財団
048-467-9547 〒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

（株）　ワイエムシィ
〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 ウェイブファンクション

075-342-4503 〒102-0083 東京都千代田区麹町３－５－２

http://www.ymc.co.jp BUREX麹町

03-3239-8339

機器展示 計 ５３社 http://www.wavefun.com/japan/

（公財）ＭＲ認定センター

◎医薬品関連 〒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

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA) 03-3279-2500

〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 http://www.mre.or.jp

新霞ヶ関ビル

03-3506-9454 クロムソードジャパン（株）
http://www.pmda.go.jp 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-10-10

03-6262-3323

http://www.chromsword.co.jp

〒771-0182 徳島市川内町平石夷野224-18 （一財）材料科学技術振興財団
088-665-7367 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見1-18-6

03-3749-2525

JFEテクノリサーチ（株） http://www.mst.or.jp/

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号

0120-643-777

http://www.jfe-tec.co.jp

　　　extr_photonics/live_cell_superresolution_img/

ケンブリッジ・アイソトープ・ラボラトリー
　　　　　　　　　　　　/大塚製薬（株）

http://www.riken.jp/research/labs/rap/ 

理化学研究所
　生細胞超解像イメージング研究チーム

（一財）医薬品医療機器



ＳＣＨＲÖＤＩＮＧＥＲ シュプリンガー・ネイチャー
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1

丸の内トラストタワーN館17階 千代田ファーストビル東館

03-6860-8316 03-4570-6710

http://www.schrodinger.com http://www.springer.com、http://www.natureasia.com

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 （株）テクノミック
〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門4-3-13 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目16番10号

ヒューリック神谷町ビル2 階 オークビル京橋

03-6402-6228 03-3538-2531

https://ds.rois.ac.jp/ http://www.technomics.co.jp/

ノーザンサイエンスコンサルティング（株） （株）東京化学同人
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-47 〒112-0011 文京区千石3-36-7

ヒューリック札幌NORTH33ビル 3F 03-3946-5311

011-223-7456 http://tkd-pbl.com

http://www.northernsc.co.jp

（株）南江堂
文献情報検索システム 計 ９社 〒113-8410 東京都文京区本郷3－42－6

03-3811-7140

http://www.nankodo.co.jp/

◎書籍
（株）南山堂

イメックスジャパン（株） 〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－11

〒603-8425 京都市北区紫竹下緑町22 03-5689-7855

イメックスジャパンビル3F http://www.nanzando.com/

075-406-5251

http://www.imexjapan.co.jp （一社）日本試薬協会
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目4番18号

（株）科学新聞社 昭和薬貿ビル3階

〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-13 03-3241-2057

03-3434-3741 http://ww.j-shiyaku.or.jp

http://www.sci-news.co.jp

（株）ニホン・ミック
（株）化学同人 〒530-0045 大阪市北区天神西町6-7

〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入 ファインアートビル

075-352-3373 06-6365-1560

http://www.kagakudojin.co.jp http://www.nihon-mic.co.jp/

カクタス・コミュニケーションズ（株） （株）廣川書店
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-4-1 〒113-0033 東京都文京区本郷3－27－14

TUG-I ビル4F 03-3815-3651

03-6261-2290 http://www.hirokawa-shoten.co.jp/

http://www.cactus.co.jp

（株）廣川鉄男事務所
（株）京都廣川書店 〒113-0032 東京都文京区弥生２－２－３

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-6-12 03-5615-8705

東観小川町ビル5F http://hirokawa-tp.co.jp/

03-5283-2045

http://www.kyoto-hirokawa.co.jp/ ベンサム サイエンス
Executive Suite Y-2,P.O.Box 7917, 

（株）じほう 　　　　　　　　　　Saif zone, sharjah, U,A,E

〒101-8421 東京都千代田区猿楽町1－5－15 +971-6-5571132

猿楽町SSビル http://www.benthamscience.com

03-3233-6331

http://www.jiho.co.jp/ （株）薬事日報社
〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1番地

03-3862-2141

http://www.yakuji.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/

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 １９社


