■ 過去 7 年間の出展企業（2013~2019 年）
（株）島津製作所
（株）堀場製作所
アジレント・テクノロジー（株）
オリンパス（株）
サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）
レニショー（株）
日本ウォーターズ（株）
（株）エービーサイエックス
シグマアルドリッチジャパン（同）
（株）資生堂
メタロジェニクス（株）
（株）イニシアム
MPR アソシエイツ・インク
興研（株）
（株）ケイティーバイオ
KISCO（株）
（株）TOPU バイオ研究所
キーコム（株）
日本精工（株）
（株）アド・サイエンス
関東化学（株）
エレコン科学（株）
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株）
ベルトールドジャパン（株）

BIO JAPAN

（株）SCREEN ホールディングス
バイオアソシエイツ（株）／フォーミュラトリクス・ジャパン（同）
多摩川精機（株）
巴工業（株）
住友ベークライト（株）
（一社）日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS)
（一社）日本臨床検査薬協会（JACRI）
（株）エル・イー・テクノロジーズ
（株）協同インターナショナル
（株）朝日ラバー
Biocosm（株）
アジェナ・バイオサイエンス（株）
いわき商工
クオンタムバイオシステムズ（株）
（一社）バイオ産業情報化コンソーシアム
（株）DNA チップ研究所
（株）リッチェル
プレクセラ・バイオサイエンス（株）
メタノミクスヘルス（BASF グループ）
（株）RD サポート
（株）アプリオリ
（株）じほう
（株）バイオシス・テクノロジーズ
（株）ハイペップ研究所
（株）東芝ヘルスケア社
（有）太陽エージェンシー
ifia/HFE JAPAN- 国際食品素材／添加物展・会議 ヘルスフードエキ
スポ NOK（株）
NPO 法人 サイバー絆研究所

PHOTONIS
SilcoTek Corporation

コニカミノルタ（株）
サイエンスソフトウェア（株）
セイコー・イージーアンドジー（株）
フード・フォーラム・つくば
ブルカー・ダルトニクス（株）
英弘精機（株）
京セミ（株）
金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ヘルスケア医学研究室
高電工業（株）
国連支援交流協会「日本の食文化と健康」支部
東京理科大学
日本ブレイディ（株）
日本写真印刷（株）
日本補完代替医療学会 未病体質研究会
農研機構 食品総合研究所
農林水産省
BASF ジャパン（株）
（特非）バイオチップコンソーシアム

（株）安川電機
国立研究開発法人 科学技術振興機構
システムバイオロジー研究機構
東京医科歯科大学
奈良先端科学技術大学院大学
（株）ブラスト
ファーマコセル（株）
（株）テクノスルガ・ラボ
（公財）かずさ DNA 研究所
（株）東京インスツルメンツ
深江化成（株）
（株）タニタ
日立化成テクノサービス（株）
（株）テックサイエンス
台湾マーテック（株）
（株）リガク
ブルカー・エイエックスエス（株）
メディカテック（株）
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
金陵電機（株）
富士フイルム（株）
コーンズテクノロジー（株）
ノーザンサイエンスコンサルティング（株）
コスモ・バイオ（株）
（株）リプロセル
マトリックスサイエンス（株）
エクリプス ビジネスメディア
バイオディスカバリー（株）
BioJapan 2016 / 再生医療 JAPAN 2016
横浜バイオ医薬品研究開発センター（YBIRD）
（株）オプトメカトロ
日本臨床プロテオーム研究会
（公社）日本生化学会
（一社）再生医療イノベーションフォーラム
（株）エムティーアイ
（株）メタジェン
TNO オランダ応用科学研究機構
京都大学大学院 医学研究科 「医学領域」産学連携推進機構
順天堂大学大学院医学研究科 整形外科・運動器医学講座
国立研究開発法人 理化学研究所
東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室
「日本を健康にする！」研究会
農林水産省 農林水産技術会議事務局
日本総合健診医学会第 45 回大会
ワイアード
アイティメディア社
（株）バイオネット研究所
アルバック成膜（株）
CST ジャパン（株）
（一財）化学物質評価研究機構
東亜ディーケーケー（株）
日本老化制御研究所
エルピクセル（株）
オンコセラピー・サイエンス（株）
（株）日立ハイテクノロジーズ
（株）ワイエムシィ
（株）生体分子計測研究所
（株）フォーディクス
（株）エル・エム・エス
（株）ワールドフュージョン
（株）アルティフ・ラボラトリーズ
高砂電気工業（株）
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ（株）
（株）プロテイン・エクスプレス

IRMAIL

（株）アイテス
（株）羊土社
日本ジーンウィズ（株）
（株）エマージングテクノロジーズ
（株）高研
（株）セツロテック
（株）アルバック
CEM Japan（株）
テクノポート（株）
（国研）宇宙航空研究開発機構

（株）システム計画研究所
ブリヂストンスポーツ（株）
アカデミスト（株）
（株）ASICON
アドバンテック東洋（株）
（株）アプロサイエンス
アンドール・テクノロジー Ltd
（株）インナーリソース
（株）クリムゾン インタラクティブ ジャパン
ＮＴサイエンス（同）
（株）エンテックス
（株）オプティマ

Gwydion Inc.
KM3 Scientific Corporation

（特非）研究実験施設・環境安全教育研究会
佐竹化学機械工業（株）
（有）シーアンドアイ
JNC（株）
JPK インスツルメンツ AG
シチズンファインデバイス（株）
湘南ヘルスイノベーションパーク
情報計算化学生物学会（CBI 学会）
昭和電工（株）
スペクトリス株式会社マルバーン・パナリティカル事業部
スリーアールソリューション（株）
トーリ・ハン（株）
（株）ナード研究所
（公社）日本生物工学会
日本電子（株）

Biotechnology and Pharmaceutical Industries Promotion
Office, Ministry of Economic Affairs, Taiwan.
Hanil Scientific Inc.

ブルカージャパン（株）
文科省ナノテクノロジープラットフォーム 分子・物質合成プラット
フォーム
ムロオカ産業（株）
ライコニック ジャパン（株）
（株）ライトストーン
（株）リコー
早稲田大学
旭栄研磨加工（株）
英弘精機（株）
（学）東京理科大学
（株）エル・イー・テクノロジーズ
（国研）理化学研究所
医化学創薬（株）
NOK（株）
（特非）バイオ計測技術コンソーシアム
ネオアーク（株）
（株）じほう
（株）エムエステクノシステムズ
（一社）日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）
（株）花市電子顕微鏡技術研究所
BD コンサルティング（同）
（一社）日本臨床検査薬協会
BioJapan / 再生医療 JAPAN 2019
ifia/HFE JAPAN2020 国際食品素材 / 添加物展・会議 / ヘルスフー
ドエキスポ
第 92 回日本生化学会大会
（国研）量子科学技術研究開発機構
ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン（株）
（一社）日本再生医療学会
創薬のひろば
（株）Jiksak Bioengineering
日研ザイル（株） 日本老化制御研究所
（公財）木原記念横浜生命科学振興財団
（株）NeU
（株）HERO
エムエス・ソリューションズ（株）
エーエムアール（株）
Biocosm（株）
（株）ＨＱＣ ＴＯＫＹＯ
（株）クオリティデザイン
みんなの試作広場

