
あ行 さ行 な行

アークレイマーケティング(株) ザルトリウス・ジャパン(株) 日本アルコール販売(株)

アイエスケー(株) 三興化学工業(株) (株)日本医化器械製作所

(株)アイシス (株)三商 日本インテグリス(株)

アイ・エル・ジャパン(株) (株)サンプラテック 日本ウォーターズ(株)

アイ・エム・アイ(株) 三洋化成工業(株) 日本エイドー(株)

アイシン精機(株) (株)三和化学研究所 日本エンバイロケミカルズ(株)

(株)アイディエス サンワサプライ(株) 日本ケミファ(株)

アクティブ・モティフ(株) Cytiva 日本光電九州(株)

ＡＧＣテクノグラス(株) ＣＳＴジャパン(株) 日本ジェネティクス(株)

アサヒプリテック(株) ジーエルサイエンス(株) 日本製紙クレシア(株)

朝日ライフサイエンス(株) シーホネンス(株) 日本ターナー(株)

旭化成ケミカルズ(株) シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株) 日本電子(株)

旭化成コマース(株) ジーンフロンティア(株) (株)日本バイオテスト研究所

アジア器材(株) (株)Ｊ.Ｋ.インターナショナル 日本ビーシージー製造(株)

アジェナバイオサイエンス(株) ＪＳＲ(株) 日本フリーザー(株)

アジレント・テクノロジー(株) 塩野義製薬(株) 日本分光（株）

(株)アステック シグマアルドリッチジャパン(合) 日本ベクトン・ディッキンソン(株)

アズワン(株) シグマ光機(株) 日本ポール(株)

アゼアス(株) システム・インスツルメンツ(株) 日本メディポート(株)

㈱アタゴ シスメックス(株) (株)日本ローパー

アヅマックス(株) シスメックスＣＮＡ(株) ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン(株)

アトー(株) シネックスインフォテック(株) (株)ノルメカエイシア

(株)アドバンス (株)シノテスト

アドバンテック東洋(株) シャープエレクトロニクスマーケティング(株)

(株)アナリティクイエナ ジャパン 柴田科学(株) は行

アブカム(株) (株)島津製作所 (株)バイオクラフト

アフィメトリクス・ジャパン(株) JX日鉱日石エネルギー(株) バイオ・ラッドラボラトリーズ(株)

(株)アンテグラル (株)硝英製作所 (株)パーキンエルマージャパン

アリーアメディカル(株) (株)常光 パナソニックコンシューママーケティング(株)

(株)アベシン 昭和化学工業(株) ＰＨＣ(株)

アボット ジャパン(株) ショーシンＥＭ(株) 原田産業(株)

(株)アムコ 白井松器械(株) パラマウントベッド(株)

アムズシステムサイエンス (株)新鋭工業福岡 パリ・ジャパン(株)

アルフレッサファーマ(株) 信越化学工業(株) ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ(株)

家田貿易(株) 新日本理化(株) バンティコ(株)

(株)医学生物学研究所 信和アルコール産業(株) ビーエム機器(株)

IKAジャパン(株) 水ｉｎｇ(株) ビオメリュー・ジャパン㈱

石川島検査計測(株) (株)スギヤマゲン 日立アロカメディカル(株)

(株)イナ・オプティカ 住化エンバイロメンタルサイエンス(株) 日立工機(株) ライフサイエンス機器事業部

乾商事(株) 住商ファーマインターナショナル(株) (株)日立ハイテクサイエンス

(株)イムコア 住友化学(株) (株)日立ハイテクノロジーズ

(株)イメージワン 住友スリーエム(株) (株)日立ハイテクフィールディング

イルミナ(株) 住友ベークライト(株) (株)日立メディコ

岩下エンジニアリング(株) スリーエム ヘルスケア(株) (株)平山製作所

イワキ(株) 生化学工業(株) ファディア(株)

インタクト(株) 正晃テック(株) フィンガルリンク(株)

エア・ブラウン(株) 積水化学工業(株) (株)フィリップス エルクトロニクス ジャパン ヘルスケア事業部

(株)エイアンドティー 積水メディカル(株) フクダ電子(株)

栄研化学(株) セティ(株) 富士ゲル産業(株)

(株)エー・アンド・ディ (株)セルフリーサイエンス 富士フイルムメディカル(株)

(株)エービー・サイエックス (株)セロテック 富士フイルム(株)

エッペンドルフ・ジャパン(株) セントラル科学(株) 富士フィルム和光純薬(株)

エプソン販売(株) (株)セントラル科学貿易 富士レビオ(株)

エフ・シー・アール・アンド バイオ(株) セントラル硝子(株) フタバメディカル(株)

エムエス機器(株) ソーダニッカ(株) フナコシ(株)

(株)エムエステクノシステムズ ソニーマーケティング(株) フマキラー・トータルシステム(株)

エムエステクノス(株) (株)ソフィア・サイエンティフィック ブルームビルド（株）

エム・シー・メディカル(株) 古河ケミカルズ(株)

ヱルマ販売(株) 古野電気(株)

(株)LSIメディエンス プロメガ(株)

(株)エルメックス た行 ベックマン・コールター(株)

応研商事(株) 第一三共(株) ヘモネティクスジャパン(株)

オー・ジー(株) タイキ薬品工業(株) (株)ベリタス

オージー技研(株) ダイソー(株) ベルトールドジャパン(株)

大塚化学(株) タイテック(株) (株)ヘレナ研究所

大塚製薬(株) 太平化学産業(株) ホシザキ沖縄(株)



沖縄パナソニック特機株式会社 ダイワボウ情報システム(株) (株)ホギメディカル

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス(株) (株)タウンズ 北海道システムサイエンス(株)

オペロン バイオテクノロジー(株) 高杉製薬(株) (株)堀場製作所

(株)オネスト九州 タカラバイオ(株) ホロジックジャパン(株)

オムロンコーリン(株) 宝ヘルスケア(株)

オムロンヘルスケア(株) タカラベルモント(株)

オリエンタルインスツルメンツ(株) (株)竹虎 ま行

オリエンタル技研工業(株) ダコ・ジャパン(株) マイクロ化学技研(株)

オリンパス(株) (株)ダルトン マイクロバイオ(株)

オルガノ(株) チッソ(株) マイサイエンス(株)

チェスト(株) 松浪硝子工業(株)

か行 ＤＳファーマバイオメディカル(株) 丸善薬品産業(株)

カールツァイスマイクロスコピー(株) (株)ＤＮＡチップ研究所 （株）丸菱バイオエンジ

(株)カイノス テクノクリーン(株) (株)三浦プロテック

川澄化学工業(株) (株)テクノメディカ 三井製薬工業(株)

(株)キアゲン デンカ(株) 三菱ガス化学(株)

(株)キーエンス 東亜合成(株) 三菱商事フードテック(株)

キコーテック(株) (株)東機貿 三菱電機住環境システムズ(株)

(株)キャニオン 東京化成販売(株) ミナト医科学(株)

キヤノンマーケティングジャパン(株) 東京硝子器械(株) 美浜(株)

キヤノンメディカルシステムズ（株） 東京貿易機械(株) 明星産商(株)

九州沖通信機(株) 東京理化器械(株) ミルテニーバイオテク(株)

九州リオン(株) (株)同仁化学研究所 武藤化学(株)

九動(株) 東ソー(株) 村中医療器(株)

協同硝子(株) 東洋紡(株) 明治乳業(株)

(株)共立理化学研究所 DOWAメタルマイン(株) メディソン・メディカル(株)

協和メデックス(株) (株)東和コーポレーション メトラー・トレド(株)

極東製薬工業(株) (株)トーホー メルク(株)

キンバリークラーク・ヘルスケア・インク (株)特殊免疫研究所 メディカルシステム(株)

久保田商事(株) (株)トップ (株)免疫生物研究所

(株)グライナー・ジャパン (株)トミー精工 モレキュラーデバイス ジャパン(株)

(株)クライミング トミーデジタルバイオロジー(株)

倉敷化工(株) 富田製薬(株) や行

倉敷紡績(株) (株)ヤガミ

クリーンケミカル(株) (株)ヤクルト

栗田工業(株) な行 ヤマサ醤油(株)

(株)グロービック (株)ナカメディカル 山善(株)

(株)くろがね工作所 (株)ニコン 山善製薬(株)

ケニス(株) (株)ニコン インステック ヤマト科学(株)

(株)ゴードー 西日本長瀬(株) (株)大和工場

コーニングインターナショナル(株) 日油(株) (株)ユヤマ

コージンバイオ(株) ニチユビルド(株)

(株)コクサン (株)ニチリョー ら行

国産化学(株) (株)ニチレイバイオサイエンス ライカマイクロシステムズ(株)

(株)コスモスビード (株)日研生物医学研究所 ライフテクノロジーズジャパン(株)

コスモ・バイオ(株) ニッコー・ハンセン(株) (株)ライフミン

小林クリエイト(株) (株)ニッシリ ラジオメーター(株)

コニカミノルタ株式会社 日新ＥＭ(株) (株)レアメタリック

さ行 日水製薬(株) ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) 日星産業(株) ロンザジャパン(株)

(有)サイトローブ 日鉄鉱業(株)

サクラファインテックジャパン(株) ニットーボーメディカル(株) わ行

(株)サカエ 日東電工CSシステム(株) ワケンビーテック(株)

サラヤ(株) ニプロ(株) (株)ワールドフュージョン

ザルスタット(株) (株)ワイエムシイ


