
◎機器 （株）ケー・エー・シー
〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2-1-20

アステック（株） 03-5807-7162

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

03-3366-0811

http://www.astechcorp.co.jp （株）ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14

馬野化学容器（株） アクロス新川ビルアネックス3F

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲２丁目７番１号 03-3351-7931

06-6453-1331 https://www.knf.co.jp/jp/

http://www.yamayu-umano.co.jp

（株）高研
英弘精機（株） 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8 03-3816-3525

03-3469-6715 https://atelocollagen.com/

https://eko.co.jp

神戸市／神戸医療産業都市推進機構
SCIEX 〒650-0047 神戸市中央区港島南町6-3-5

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 神戸医療イノベーションセンター（KCMI）2階213

御殿山トランスタワー21F 078-569-5922

0120-318-551 https://www.fbri-kobe.org/cluster/insilico/

https://sciex.jp/

サカセ化学工業（株）
（株）エス・ティ・ジャパン 〒910-0147 福井県福井市下森田町3-5

〒103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町1-14-10　 0776-56-1122

03-3666-2658 https://www.sakase.com/

http://stjapan.co.jp

ジーエルサイエンス（株）
（株）エリカ　オプチカル 〒163-1130 東京都新宿西新宿6-22-1

〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1 新宿スクエアタワー30階

0776-66-8804 03-5323-6617

http://www.ericaop.com/ https://www.gls.co.jp/

（株）沖データ （株）ジー・サーチ
〒108-8551 東京都港区芝浦4-11-22 〒108-0022 東京都港区海岸3丁目9番15号

OKIビジネスセンター1号館5階 LOOP-Xビル9階

03-6453-7562 03-3452-1244

https://www.oki.com/jp/printing https://www.g-search.jp/

関東化学（株） （株）島津製作所
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

室町東三井ビルディング 075-823-1352

03-6214-1090 https://www.an.shimadzu.co.jp/

https://www.kanto.co.jp/

（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
キコーテック（株） 〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通6-209-1

〒562-0035 大阪府箕面市船場西三丁目10-3 0533-66-2129

072-730-6790 http://www.jpte.co.jp/

https://www.kiko-tech.co.jp/

昭和電工（株）
（株）クロマニックテクノロジーズ 〒105-8432 東京都港区芝公園2-4-1

〒552-0001 大阪市港区波除6-3-1 昭光サイエンス（株）

06-6581-0885 03-3459-5104

http://chromanik.co.jp http://www.shodex.com/
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展示会社一覧表

http://www.astechcorp.co.jp/
http://www.yamayu-umano.co.jp/
https://eko.co.jp/


（株）セルシード （株）日本医化器械製作所
〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10 〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町3-9

テレコムセンタービル東15F 八光ビル7F

03-6380-7490 06-6765-0223

https://www.cellseed.com http://www.nihonika.co.jp

（株）ダイセル 日本ウォーターズ（株）
〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 〒140-0001 東京都品川区北品川1-3-12

JR品川ｲｰｽﾄビル 第5小池ビル

03-6711-8222 03-3471-7191

https://www.daicelchiral.com/ https://www.waters.com

（株）ダイセル医療関連事業戦略部 日本ビュッヒ（株）
〒108-0075 東京都港区港南1-8-23 〒110-0008 東京都台東区池之端２－７－１７

Shinagawa HEART 11F IMONビル3階

03-6711-8163 03-3821-4777

https://www.daicel.com/research/actranza.html www.buchi.com/jp-ja

（株）大日本精機 日本分光（株）
〒617-0833 京都府長岡京市神足棚次８番地　　　　　 〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5

075-951-1112 042-646-4111

http://www.dnseiki.co.jp https://www.jasco.co.jp

（株）タカゾノ  日本分析工業（株）
〒105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８

芝パークビルＢ館１４階 042-557-2331

03-3578-3701 http://www.jai.co.jp/

http://www.takazono.co.jp

（株）パーキンエルマージャパン
（株）DFC 〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町134

〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端1-25 YBPテクニカルセンター4階

宇治ベンチャー企業育成工場２号棟 045-339-5862

0774-45-2503 http://www.perkinelmer.co.jp/

https://dfc-kyoto.co.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

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町４－１０－２ 第二萬富ビル６Ｆ

03-3668-0489 03-5627-3123

https://www.tcichemicals.com/ja/jp/ http://www.biotage.co.jp

東京理化器械（株） （株）バキューブランド　サイエンティフィック　ジャパン
〒112-0002 東京都文京区小石川　1-15-17 〒136-0071 東京都江東区亀戸4-30-8

TN小石川ビル6F 03-5836-6217

03-6757-3376 http://www.vacuubrand.co.jp

https://ssl.eyela.co.jp/

浜松ホトニクス（株）
東ソー（株） 〒431-2103 浜松市北区新都田1-8-3

〒105-0014 東京都港区芝３－８－２　　　　　　　　　 053-484-1301

03-5427-5180 www.hamamatsu.com

https://www.tosoh.co.jp

ハリオサイエンス（株）
（株）トーショー 〒110-0008 東京都台東区池之端3-1-25

〒144-0033 東京都大田区東糀谷３－８－８ 03-5832-9571

03-3745-1331 https://www.harioscience.com

http://www.tosho.cc/

（株）日立ハイテク
富山産業（株） 〒105-6411 東京都港区虎ノ門1-17-1

〒559-0034 大阪市住之江区南港北一丁目19-31 虎ノ門ヒルズ　ビジネスタワー

06-6625-8544 03-3504-7211

https://www.toyamas.co.jp https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/

https://www.waters.com/
https://www.daicel.com/research/actranza.html


（株）ＶＩＰ　グローバル ◎文献情報検索システム
〒532-0011 大阪市淀川区西中島　５丁目７－１７　　　　

06-6304-9515 （株）アフィニティサイエンス
http://www.vip-global.co.jp 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-11-1

アイオス五反田駅前

富士シリシア化学（株） 03-6417-3695

〒487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町2-1846 https://affinity-science.com/

0568-51-2511

http://www.fuji-silysia.co.jp/ Wavefunction,Inc.
〒102-0083 東京都千代田区麹町３－５－２

三田理化工業（株） BUREX麹町

〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2 03-3239-8339

06-6458-0971 http://www.wavefun.com/japan

https://www.racoon.co.jp/

エスエーティーティー（株）
メルク（株） 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-12

〒153-8927 東京都目黒区下目黒１－８－１ 水道橋ビル8階

アルコタワー5F 03-5259-3390

03-6756-8242 https://satt.jp

www.merckmillipore.jp

（公財）ＭＲ認定センター
山善（株） 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3番4号

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-22 日本橋本町ビル9階

リクルート新大阪ビル3F 03-3279-2500

06-6304-5839 https://www.mre.or.jp

http://www.yamazenc.co.jp

（学）医学アカデミー薬学ゼミナール
（株）湯山製作所 https://www.yakuzemi.ac.jp/

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号　　　　　

06-6868-5152 エナゴ／ユレイタス
http://www.yuyama.co.jp/ 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10

第2電波ビル4階

（株）ワイエムシィ 03-5050-5374

〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町２８４番地　 https://www.enago.jp/

ＹＭＣ烏丸五条ビル　　　　

075-342-4503 クロムソードジャパン（株）
www.ymc.co.jp 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-10-10

03-6262-3323

（株）ＹＫＣ http://www.chromsword.co.jp

〒102-0076 東京都千代田区五番町12-4　４F 

03-3239-8431 コンフレックス（株）
https://www.ykcgroup.com/ 〒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

機器展示 計 ５０社 03-6380-8290

http://www.conflex.co.jp/

◎医薬品関連 サイエンス・テクノロジー・システムズ（株）

〒112-0004 東京都文京区後楽2-23-7

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA) 宮田ビル4F

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 03-5805-5171

新霞が関ビル https://www.ph-iportfolio.com/

http://www.pmda.go.jp/

ＳＣＨＲÖＤＩＮＧＥＲ
日東薬品工業（株） 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1

〒617-0006 京都府向日市上植野町南開３５－３ 丸の内トラストタワーN館13階

075-921-5303 03-6860-8316

https://www.nitto-pharma.co.jp/ https://www.schrodinger.com/

医薬品関連 計２社

https://www.yakuzemi.ac.jp/
http://www.ymc.co.jp/


AMED iD3 キャタリストユニット （株）クマノミ出版
〒113-0024 東京都文京区西片2-18-18 〒617-0837 京都府長岡京市久貝2－7－29－109

西片事務所 075-950-1005

03-5844-6762 http://www.kumanomi.co.jp

http://www.id3catalyst.jp/

（株）じほう
（株）ナード研究所 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-1-1

650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目4番1号 三井住友銀行高麗橋ビル

https://www.nard.co.jp/ 06-6231-7061

https://www.jiho.co.jp/

ノーザンサイエンスコンサルティング（株）
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2-2 Springer

札幌センタービル 〒105-6005 東京都港区虎ノ門4-3-1

011-223-7456 城山トラストタワー5階

https://www.northernsc.co.jp/ 03-4533-8086

https://www.springer.com/

バイオバンク・ジャパン（東京大学医科学研究所）
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1 Taylor & Francis Group

03-5449-5122 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-54-4

https://biobankjp.org/ JHVビル9階

https://taylorandfrancis.com/

（株）モルシス
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-19-9 （株）テクノミック

ジオ八丁堀7階 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目16番10号

03-3553-8030 オークビル京橋7F

https://www.molsis.co.jp/ 03-3538-2531

https://www.technomics.co.jp/

文献情報検索システム 計 １５社
（株）東京化学同人
〒112-0011 東京都文京区千石3-36-7

◎書籍 03-3946-5311

http://www.tkd-pbl.com

メドプロ　クリニカル・リサーチ
〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号 （株）南江堂

ウィン青山942号 〒113-8410 東京都文京区本郷3－42－6

https://www.medpro.co.jp 03-3811-7140

https://www.nankodo.co.jp/ 

（株）科学新聞社
〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-13 （株）南山堂

03-3434-3741 〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－11

https://sci-news.co.jp/ 03-5689-7855

http://www.nanzando.com/

（株）化学同人
〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入ル東前町408 （一社）日本試薬協会

075-352-3373 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-18

https://www.kagakudojin.co.jp 昭和薬貿ビル3階

03-3241-2057

エディテージ（カクタス・コミュニケーションズ） http://www.j-shiyaku.or.jp

〒101-0061 千代田区神田三崎町2-4-1

TUG-Iビル4F （株）ニホン・ミック
03-6868-3348 〒530-0045 大阪市北区天神西町6-7

https://www.editage.jp ファインアートビル

06-6365-1560

（株）紀伊國屋書店 http://www.nihon-mic.co.jp/

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3

阪急三番街 （株）廣川書店
06-6372-5821 〒113-0033 東京都文京区本郷3－27－14

https://www.kinokuniya.co.jp/ 03-3815-3651

http://www.hirokawa-shoten.co.jp/

https://www.springer.com/
https://www.medpro.co.jp/


（株）廣川鉄男事務所 ◎企業・病院説明コーナー
〒113-0032 東京都文京区弥生2-2-3

03-5615-8705 【関東病院グループ】上尾中央医科病院グループ（AMG）
http://hirokawa-tp.co.jp/ 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座　1-10-3-58

048-773-1116

ベンサム・サイエンス・パブリッシャーズ http://www.achs.jp/yakuzaibu/

〒270-1505 千葉県印旛郡栄町竜角寺台3－16－14 

社会医療法人駿甲会　コミュニティーホスピタル甲賀病院

（株）薬事日報社 〒425-0088 静岡県焼津市大覚寺二丁目３０－１

〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1-10-2 054-631-7214

03-3862-2141 http://www.sunkohkai.or.jp/

https://www.yakuji.co.jp/

株式会社ケーエスケー
（株）羊土社 〒540-0029 大阪市中央区本町橋1-20

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-5-1 06-6941-1220（人事部）

03-5282-1211 http://www.web-ksk.co.jp

https://www.yodosha.co.jp

沢井製薬株式会社　人事部
ワイリー・パブリッシング・ジャパン 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-2-30

〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 06-6165-5717

小石川桜ビル4階 https://www.sawai.co.jp

03-3830-1240

htpps://www.wiley.com 戸田中央医科グループ【TMG】
〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-22-3（本部所在地）

書籍 計２１社 048-441-1621

https://www.tmg.or.jp

徳洲会グループ
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-3-1

東京堂千代田ビルディング14階

03-3262-3133

https://www.tokushukai.or.jp

社会医療法人　祐生会　みどりヶ丘病院 
〒569-1121　 大阪府高槻市真上町三丁目13番1号

072-685-6265

https://www.midorigaoka.hospital/

三重大学医学部附属病院　薬剤部
〒514-8507 三重県津市江戸橋2-174

059-232-1111（内線5331）

http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pharmacy/

IMSグループ本部事務局人事部
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-3-2

03-3965-5977

ims.gr.jp/group/

企業・病院説明コーナー 計 ９社

http://www.achs.jp/yakuzaibu/
http://www.sunkohkai.or.jp/
http://www.web-ksk.co.jp/
https://www.yodosha.co.jp/
https://www.sawai.co.jp/
https://www.tmg.or.jp/
https://www.tokushukai.or.jp/
https://www.midorigaoka.hospital/
http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pharmacy/
https://ims.gr.jp/group/

