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次のヒントになる会社

取扱商品一覧

電子材料
機能化学品
精密化学品
試験・計測装置
環境関連　
(省エネ・水関連・工業用)
ナノテクノロジー
医療
バイオテクノロジー

1505/BD

お問い合わせ先
部　門 担当市場

電子材料部 エレクトロニクス、自動車
機能化学品部 塗料・インキ、ゴム・タイヤ、粘接着剤、パーソナルケアー、ハウスホールドケア、フィルム、樹脂
精密化学品部 医農薬、航空・宇宙、化学、食品衛生検査
電子機器部 自動車、エレクトロニクス、航空・宇宙、精密機械、半導体
ライフサイエンス部 バイオ・研究、水、食品検査
営業開発部 エレクトロニクスケミカル、環境、医療

部　門 チーム 事業所 電話番号

電子材料部

EME 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 8 0 7
EMS 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 8 0 8
EMW 大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 1
EMC 名古屋 052 - 2 1 1 - 2 2 0 6

機能化学品部
PCE 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 4
PCW 大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 0
PCA 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 4

精密化学品部
FCA 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 4
FCF 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 4

電子機器部
TME 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 5
TMW 大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 3
TMC 名古屋 052 - 2 1 1 - 2 2 0 6

ライフサイエンス部
LSE 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 0
LSW 大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 4
EB 大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 4

営業開発部

NT 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 0

ES
東　京 03 - 3 5 4 5 - 3 9 9 3
大　阪 06 - 6 2 8 2 - 4 0 0 2

ME 東　京 03 - 3 5 4 5 - 5 7 2 0

http://www.arbrown.com にもお問い合わせサイトがございます。

本　　　　社	 /	東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング 〒 104-0061　TEL	O3-3543-8831 代表　FAXO3-3543-8865
大  阪  支  店 / 大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイワビル	 〒 541-0056　TEL	O6-6282-4000 代表　FAXO6-6282-4005
名 古 屋 支 店 / 名古屋市中区栄 2-3-6  NBF 名古屋広小路ビル	 〒 460-0008　TEL	O52-211-2206 代表　FAXO52-211-2235



Product List 1

市場
商品 用途 / 特長 メーカー名

業界 商品分野

エレクトロニクス

化学品

シリコーン樹脂

接着・シール材、ポッティング材、放熱グリース･ 接着剤
東レ・ダウコ一二ング㈱

半導体 /LED 用エンキャップ材、ダイアタッチ、層間絶縁膜
放熱用シート・パッド 富士高分子工業㈱
シリコーンゲルガスケット Resin Designs, LLC (U.S.A.)

HumiSeal® コンフォーマルコーティング材 Chase Corporation (U.S.A.)

エポキシ樹脂
アンダーフィル材、トップコート材、放熱接着剤 サンスター技研㈱
電子部品用封止材、粉体塗料

ペルノックス㈱
ポリウレタン樹脂 電子部品用封止材
高純度アルミ ワイヤーボンド用 住友化学㈱
チタニアハイコート 防汚・防砂コート材 サスティナブル・テクノロジー㈱
フッ素系特殊処理加工 各種有機系材料への親水、ガスバリヤー、耐薬品性向上 高松帝酸㈱
無機系コーティング材 電子部品用絶縁コーティング ㈱石田化学研究所
ポリエステル樹脂「バイロショット」 電子部品用封止剤 東洋紡㈱
輻射放熱材料 電子部品・電子機器放熱 合同インキ㈱、ペルノックス㈱
ダイナソルブ シリコーン、ウレタン樹脂溶解剤 Dynaloy, LLC. (U.S.A.)
ＩPA －ＳＥ 電子工業用 ㈱トクヤマ
エルノバ フッ素系洗浄剤

旭化成ケミカルズ㈱
エリーズ 水・準水系洗浄剤
メタクレン 塩素系洗浄剤 ㈱トクヤマ
トリクロロエチレン 塩素系洗浄剤 旭硝子㈱、関東電化工業㈱
NS クリーン、スカイクリーン 炭化水素系洗浄剤 JX 日鉱日石エネルギー、㈱武蔵テクノケミカル
各種可燃性溶剤 溶剤 東ソー㈱
各種溶剤試薬品 溶剤 純正化学㈱　

ヒートシンク 輻射放熱ヒートシンク 電子部品・電子機器放熱 A BLUE Co., Ltd. (KOREA)

ウｴハー ダイヤモンドコーティングシリコンウェハー MEMS・各種センサー研究開発 Advanced Diamond Technologies, Inc. (U.S.A.)

フィルター ネオセプター 丸隔離膜電極装置、食品・医療品精製、排水処理装置等 ㈱アストム

機械・装置

スクリーン印刷機 スクリーン印刷用装置 ニューロング精密工業㈱
フレーム（炎）処理装置 各種基材の接着性、親水性向上用前処理装置 タイムオートマシン㈱

ディスペンサー シリコーン、エポキシ、ポリウレタン定量吐出装置
武蔵エンジニアリング㈱、兵神装備㈱、㈱ナカリキッドコントロール、
㈱サンエイテック

コンフォーマルコーティング塗布装置
セレクティブコーティング装置 アルファーデザイン㈱、ノードソン・アドバンスト・テクノロジー㈱
自動式基板ディッピング塗布装置 ㈱あさひ総研

各種洗浄装置 金属、メタルマスク版洗浄用他カスタマー仕様装置
特機工業㈱、ジャパン・フィールド㈱、シャープマニファクチャリン
グシステム㈱、
サクラ精機㈱、OKI コミュニケーションシステムズ㈱

計測器・試験機

衝撃試験装置 規格試験、耐久試験用 / 空圧強制落下方式 Benchmark Electronics, Inc. (U.S.A.)
ランダム落下試験機 様々な小型部品の破壊試験に対応 Heina (FINLAND)
衝撃試験装置 小型電子部品から大型製品衝撃試験用 / ハイパフォーマンス

Lansmont Corporation (U.S.A.)衝撃計測・解析装置 衝撃波形記録解析用 / 小型 USB 接続
包装関連試験装置 包装開発用 / 輸送環境データ記録、包装落下試験
電磁式振動加振器 小型試験品用 / 小型ハイパワー振動試験装置 Vibration Test Systems, Inc. (U.S.A.)
小型電磁式加振器 モーダル解析用 / 各種小型振動試験装置 Labworks Inc. (U.S.A.)

超低周波大振幅振動加振器 地震周波数帯域加振用 / ロングストローク式振動試験装置
APS Dynamics, Inc. (U.S.A.)、SPEKTRA Schwingungstechnik 
und Akustik GmbH (GERMANY)

高精度特殊センサー サーボ加速度センサー、傾斜センサー、角加速度センサー Columbia Research Laboratories, Inc. (U.S.A.)
振動コントローラー 第 4 世代ネットワーク振動コントローラー

Crystal Instruments Corporation (U.S.A.)
FFT アナライザー / ポータブルデータレコーダー FFT 解析、データレコーディング用 / ポータブル、スタンドアローン
インパルスハンマー及び加速度センサー モーダル解析、振動計測用 / 電圧出力式、小型、高感度 Dytran Instruments Inc. (U.S.A.)
環境データ・レコーダー 輸送環境記録解析用 /DC 周波数応答、高速サンプリング Instrumented Sensor Technology, Inc. (U.S.A.)
回転衝撃試験装置 ハードディスク開発用 / 水平 , 回転衝撃 GHI Systems Incorporated (U.S.A.)
PＩＮ D 試験装置 電子部品内微少異物粒子検出用 / 視覚、音、センサー検出方式 B & W Engineering Corporation (U.S.A.)
動電型三方向同時 / 切換振動試験装置 各種振動試験用 / 静圧油圧軸受方式 ㈱振研
電気サーボモーター式試験装置 輸送・包装・貨物試験用 / 電気サーボモーター式 国際計測器㈱
遠心定加速度試験装置 遠心定加速度試験用 ㈱コクサン
デバイス検査システム IC テスト・プローブピン検査用 / ソケットタイプ エア・ブラウン㈱
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Product List ２

市場
商品 用途 / 特長 メーカー名

業界 商品分野

自動車

化学品

反応性ポリウレタンホットメルト樹脂 電子機器・車体接着剤 ㈱クライベリット ジャパン
エルノバ フッ素系洗浄剤

旭化成ケミカルズ㈱
エリーズ 水・準水系洗浄剤
メタクレン 塩素系洗浄剤 ㈱トクヤマ
トリクロロエチレン 塩素系洗浄剤 旭硝子㈱、関東電化工業㈱
NS クリーン、スカイクリーン 炭化水素系洗浄剤 JX 日鉱日石エネルギー、㈱武蔵テクノケミカル
各種可燃性溶剤 溶剤 東ソー㈱
各種溶剤試薬品 溶剤 純正化学㈱

機械・装置 各種洗浄装置 金属、メタルマスク版洗浄用他カスタマー仕様装置
特機工業㈱、ジャパン・フィールド㈱、シャープマニファクチャリン
グシステム㈱、
サクラ精機㈱、OKI コミュニケーションシステムズ㈱

計測器・試験機

衝撃試験装置 規格試験、耐久試験用 / 空圧強制落下方式 Benchmark Electronics, Inc. (U.S.A.)
衝撃試験装置 小型電子部品から大型製品衝撃試験用 / ハイパフォーマンス

Lansmont Corporation (U.S.A.)衝撃計測・解析装置 衝撃波形記録解析用 / 小型 USB 接続
包装関連試験装置 包装開発用 / 輸送環境データ記録、包装落下試験
電磁式振動加振器 小型試験品用 / 小型ハイパワー振動試験装置 Vibration Test Systems, Inc. (U.S.A.)
小型電磁式加振器 モーダル解析用 / 各種小型振動試験装置 Labworks Inc. (U.S.A.)

超低周波大振幅振動加振器 地震周波数帯域加振用 / ロングストローク式振動試験装置
APS Dynamics, Inc. (U.S.A.)、SPEKTRA Schwingungstech-
nik und Akustik GmbH (GERMANY)

高精度特殊センサー サーボ加速度センサー、傾斜センサー、角加速度センサー Columbia Research Laboratories, Inc. (U.S.A.)
振動コントローラー 第 4 世代ネットワーク振動コントローラー

Crystal Instruments Corporation (U.S.A.)
FFT アナライザー / ポータブルデータレコーダー FFT 解析、データレコーディング用 / ポータブル、スタンドアローン
インパルスハンマー及び加速度センサー モーダル解析、振動計測用 / 電圧出力式、小型、高感度 Dytran Instruments Inc. (U.S.A.)
環境データ・レコーダー 輸送環境記録解析用 /DC 周波数応答、高速サンプリング Instrumented Sensor Technology, Inc. (U.S.A.)
回転変動解析装置 回転変動・捩り計測解析用 / 高速カウンティング、等角サンプリング VISPIRON ROTEC GmbH (GERMANY)
タイヤ、サスペンション設計、評価、タイヤ試験機 タイヤに関するエンジニアリングサービス、試験機を提供 Dufournier SAS(FRANCE)
動電型三方向同時 / 切換振動試験装置 各種振動試験用 / 静圧油圧軸受方式 ㈱振研
電気サーボモーター式試験装置 輸送・包装・貨物試験用 / 電気サーボモーター式 国際計測器㈱
ＡＥＢシステム評価システム　自動車用 自動車が衝突対象であり EuroNCAP 仕様に準拠 ADAC (GERMANY)
ＡＥＢシステム評価システム　歩行者、自転車用 歩行者、自転車が衝突対象であり EuroNCAP 仕様に準拠 4a engineering GmbH (AUSTRIA)
フィルム式圧力分布計測システム 圧力分布計測解析用 / フィルム式圧力センサー Tekscan, Inc. (U.S.A.)
回転信号転送器 回転信号転送用 / 増幅率１：１ Jordil Technic Sàrl (SWITZERLAND)

航空・宇宙

化学品

球形マグネシウム粉、アルミニウム粉、各種バインダー ロケット用固体推進薬添加剤 Island Pyrochemical Industries Corporation (U.S.A.)

ニトロ化合物 ロケット用固体推進薬添加剤
Copperhead Chemical Corporation,Island 
Pyrochemical(U.S.A.)

火薬類 各種火薬製造用材料、火工品 Island Pyrochemical Industries Corporation (U.S.A.)
エポキシ樹脂硬化剤 航空機用コンポジット樹脂硬化剤

昭和化工㈱
硬化剤 エポキシ樹脂用硬化剤

計測器・試験機

衝撃試験装置 規格試験、耐久試験用 / 空圧強制落下方式 Benchmark Electronics, Inc. (U.S.A.)
衝撃試験装置 小型電子部品から大型製品衝撃試験用 / ハイパフォーマンス

Lansmont Corporation (U.S.A.)
衝撃計測・解析装置 衝撃波形記録解析用 / 小型 USB 接続
電磁式振動加振器 小型試験品用 / 小型ハイパワー振動試験装置 Vibration Test Systems, Inc. (U.S.A.)
小型電磁式加振器 モーダル解析用 / 各種小型振動試験装置 Labworks Inc. (U.S.A.)

超低周波大振幅振動加振器 地震周波数帯域加振用 / ロングストローク式振動試験装置
APS Dynamics, Inc. (U.S.A.)、SPEKTRA Schwingungstech-
nik und Akustik GmbH (GERMANY)

高精度特殊センサー サーボ加速度センサー、傾斜センサー、角加速度センサー Columbia Research Laboratories, Inc. (U.S.A.)
振動コントローラー 第 4 世代ネットワーク振動コントローラー

Crystal Instruments Corporation (U.S.A.)
FFT アナライザー / ポータブルデータレコーダー FFT 解析、データレコーディング用 / ポータブル、スタンドアローン
インパルスハンマー及び加速度センサー モーダル解析、振動計測用 / 電圧出力式、小型、高感度 Dytran Instruments Inc. (U.S.A.)
環境データ・レコーダー 輸送環境記録解析用 /DC 周波数応答、高速サンプリング Instrumented Sensor Technology, Inc. (U.S.A.)
PＩＮ D 試験装置 電子部品内微少異物粒子検出用 / 視覚、音、センサー検出方式 B & W Engineering Corporation (U.S.A.)
動電型三方向同時 / 切換振動試験装置 各種振動試験用 / 静圧油圧軸受方式 ㈱振研
電気サーボモーター式試験装置 輸送・包装・貨物試験用 / 電気サーボモーター式 国際計測器㈱
遠心定加速度試験装置 遠心定加速度試験用 ㈱コクサン
フィルム式圧力分布計測システム 圧力分布計測解析用 / フィルム式圧力センサー Tekscan, Inc. (U.S.A.)
回転信号転送器 回転信号転送用 / 増幅率１：１ Jordil Technic Sàrl (SWITZERLAND)
デバイス検査システム IC テスト・プローブピン検査用 / ソケットタイプ エア・ブラウン㈱
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Product List 3

市場
商品 用途 / 特長 メーカー名

業界 商品分野

エレクトロニクス

ケミカル
フィラー

ナノダイヤモンド 放熱用・機械特性向上用フィラー Carbodeon Ltd Oy (FINLAND)
ナノ酸化物粒子 放熱用・機械特性向上用・光学特性向上用フィラー Tecnología Navarra de Nanoproductos S.L. (SPAIN)
シェイパル（窒化アルミニウム） 放熱用フィラー ㈱トクヤマ
高純度合成球状シリカ 電子材料封止樹脂用充填剤 エムアールシーユニテック㈱

化学 化学品

無機系コーティング材 厨房機器・バス・トイレタリー用防汚コーティング ㈱石田化学研究所
無機系コーティング材 耐熱コーティング（絶縁・防腐食） ガンマーケミカル㈱
分散加工受託 コーティング他 公進ケミカル㈱
トール油脂肪酸 潤滑剤用ベースオイル Arizona Chemical Company (U.S.A.)
ミラポール　カチオンポリマー 亜鉛電気めっき光沢剤 ソルベイ日華㈱
チアゾリン系殺菌剤原料 殺菌剤（塗料、接着剤、工業用水処理用途） Hangzhou Shangyou Chemistry Co., Ltd．(CHINA)
チオシアネート系殺菌剤原料 殺菌剤（塗料、接着剤、工業用水処理用途） Aquapharm Chemicals Private Limited (INDIA)
リグニンスルホン酸塩 顔料分散、セメント、アスファルト乳化、バッテリー電解液用途 MeadWestvaco Corporation (U.S.A.)
各種難燃剤、難燃コーティング材 樹脂、ゴム、塗料、木材用難燃剤及び難燃コーティング材 ㈱フェクト
塩化ビニル用安定剤、木材防腐防虫剤、特殊コンパウンド 樹脂、ゴム、各種化学品原料 東京ファインケミカル㈱
金属ナノ微粒子 各種機能性コーティング材用原材料 石原産業㈱
ローディアソルブ IRIS 環境対応低毒性非可燃性有機溶媒 ソルベイ日華㈱
アゾ化合物、ヒドラジン、ヒドラゾン、カルバジド 各種化学品添加、医薬品中間体 ㈱日本ファインケム

塗料・インキ 化学品

シリコーン樹脂 添加剤、樹脂改質用材料、消泡材、シラン 東レ・ダウコーング㈱
ナノ酸化物粒子 放熱用・機械特性向上用・光学特性向上用フィラー Tecnología Navarra de Nanoproductos S.L. (SPAIN)
ナノダイヤモンド 放熱用・機械特性向上用フィラー Carbodeon Ltd Oy (FINLAND)
サーフィノール / オルフィン / ソルバイン / シャリーヌ 特殊界面活性剤、塩ビ・酢ビエマルジョン、シリコーンアクリル用 日信化学工業㈱
ミニュシル (MIN-U-SIL) 石英微粉末、塗料用充填剤 U.S. Silica Holdings, Inc. (U.S.A.)
ダワノール 塗料、家庭用クリーナ ダウ・ケミカル日本㈱
各種樹脂 塗料、インキ用樹脂の受託製造 大竹明新化学㈱
環境対応型を含む各種可塑剤 可塑剤 NAN YA Plastics Corporation　(TAIWAN)
エポキシ樹脂 塗料用バインダー樹脂 NAN YA Plastics Corporation　(TAIWAN)
SSG コート 塗料・インキ用バインダー樹脂、添加剤 ニットーボーメディカル㈱
蛍光染料・顔料 塗料・インキ用着色剤 DAY-GLO COLOR CORP. (U.S.A.)
酸化チタン 塗料・インキ用白色着色剤 Kerala Minerals & Metals Ltd., (INDIA)
酸化チタン 塗料・インキ用白色着色剤 TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED. (INDIA)
アゾ系顔料 塗料、インキ用着色剤 Zeya Chemicals (HAIMEN) Co., Ltd. (CHINA) 
フタロシアニン系顔料 塗料、インキ用着色剤 Mallak Specialties PVT. LTD. (INDIA)
バイオレット顔料 塗料、インキ用着色剤 Pidilite Industries Limited (INDIA)
濃グリセリン アルキド樹脂用原料 VANCE Bioenergy SDN.BHD (MALAYSIA)
粉体塗料用各種添加剤 艶消し、硬化促進など A.H.A Internatinal Co.Ltd (CHINA)
トール油脂肪酸 アルキド樹脂原料 Arizona Chemical Company (U.S.A.)
トール油ロジン ロジン変性フェノール樹脂用原料 Arizona Chemical Company (U.S.A.)
ペイントドライヤー 単体および混合ドライヤー、環境対応品 Patcham (FZC)(U.A.E.)
塗料・インキ用各種添加剤 顔料分散、消泡、レべリング性付与など Patcham (FZC)(U.A.E.)

ゴム・タイヤ
化学品

ミニュシル (MIN-U-SIL) 石英微粉末、ゴム用充填剤 U.S. Silica Holdings, Inc. (U.S.A.)
環境対応型を含む各種可塑剤 可塑剤 NAN YA Plastics Corporation　(TAIWAN)
ゴム用発泡剤 シリコーン他のゴム用発泡剤マスターバッチ ㈲今井ゴム
機能性コーティング材 有機・無機ハイブリットコーティング材 ㈱フェクト
テルペン系樹脂　ロジン系樹脂　石油系樹脂 ゴム用配合剤 Arizona Chemical Company (U.S.A.)

計測器・試験機 タイヤ、サスペンション設計、評価、タイヤ試験機 タイヤ関係エンジニアリングサービス、タイヤ専用試験機 Dufournier SAS(FRANCE)

粘接着剤 化学品

各種可塑剤 可塑剤 NAN YA Plastics Corporation　(TAIWAN)
エポキシ樹脂 粘接着剤用樹脂 NAN YA Plastics Corporation　(TAIWAN)
テルペン樹脂　ロジンエステル　AMS レジン 粘接着剤用粘着付与剤 Arizona Chemical Company (U.S.A.)
アルキルボラン・アミン錯体 難接着用重合開始剤 BASF ジャパン㈱
DOTP　テレフタル酸ジオクチル 環境対応型可塑剤 UPC(TAIWAN)
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市場
商品 用途 / 特長 メーカー名

業界 商品分野

パーソナルケア
＆

ハウスホールドケア
化学品

沈降シリカ 研磨剤 MADHU SILICA PVT. LTD. (INDIA)
蛍光染料・顔料 化粧品用蛍光着色剤 DAY-GLO COLOR CORP. (U.S.A.)
濃グリセリン 化粧品用保湿剤 VANCE Bioenergy SDN.BHD (MALAYSIA)
アニオン系界面活性剤および両性界面活性剤 洗浄剤用活性剤 Zhejiang Zanyu Technology Co., Ltd. (CHINA)
ホスホン酸 液体洗剤 ソルベイ日華㈱
アクリル系、ポリエチレンエマルジョン 床ワックス、塗料用樹脂エマルジョン用途 Interpolymer Corporation (U.S.A.)
アクリル系、ポリエチレンエマルジョン 化粧品用皮膜材 Interpolymer Corporation (U.S.A.)

製紙・ペーパー加工 化学品 沈降シリカ 製紙用配合材 MADHU SILICA PVT. LTD. (INDIA)

建築・土木 化学品

シリコーン樹脂 建築・土木・一般工業用シーリング、コーキング、コーティング 東レ・ダウコーニング㈱
ウレタン、エポキシ樹脂 建築・土木・一般工業用シーリング、コーキング、コーティング サンスター技研㈱
機能性コーティング材 有機・無機ハイブリットコーティング材 ㈱フェクト
チタニアハイコート 防汚・防砂コート材 サスティナブル・テクノロジー㈱
SSG コート 無機・有機ハイブリッドコーティング材 ニットーボーメディカル㈱
赤外線吸収顔料 遮熱コーティング 石原産業㈱
トール油脂肪酸 アスファルト用乳化剤 Arizona Chemical Company (U.S.A.)

フィルム・樹脂 化学品
機能性コーティング材 有機・無機ハイブリットコーティング材 ㈱フェクト
蛍光染料・顔料 樹脂用蛍光着色剤 DAY-GLO COLOR CORP. (U.S.A.)
酸化チタン 樹脂用着色剤 Kerala Minerals & Metals Ltd., (INDIA)
酸化チタン 樹脂用着色剤 TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED. (INDIA)

文具・玩具・嗜好品 化学品
蛍光染料・顔料 蛍光着色剤 DAY-GLO COLOR CORP. (U.S.A.)
酸化チタン 白色着色剤 Kerala Minerals & Metals Ltd., (INDIA)
酸化チタン 白色着色剤 TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED. (INDIA)

医農薬

受託サービス
有機合成技術による受託製造サービス GMP 対応　医薬品製造

Novasep (FRANCE)カラム等によるキラル分割、高純度化サービス GMP 対応
バイオ技術による受託製造サービス GMP 対応　ウイルス、ワクチン、コンジュゲート、抗体製造
受託キラル分割、高純度化サービス 結晶化等の技術によるキラル化合物製造 Reuter Chemische Apparatebau KG. (GERMANY)

化学品

Prof.Sharpless asymmetric dihydroxylation li-
gands

医農薬中間体
Shasun Pharmaceuticals Limited (INDIA)

Prof.Jacobsen chiral epoxide and diol 医農薬中間体
トリフルオロメチル化合物 医農薬中間体
各種有機合成化合物 医農薬中間体 DSL Chemicals (Shanghai) CO., Ltd. (CHINA)
リグニンスルホン酸塩 農薬水和剤用途 Borregaard S.E.A. Pte Ltd. (NORWAY)
ピリメタミン マラリア用治療原薬 福寿製薬㈱
医薬品添加剤 ノイシリン、フジカリン 富士化学工業㈱
ジェネリック医薬品 DMF 登録 韓国、台湾、欧州のメーカー

食品検査
機械・装置 ATP 測定器 食品衛生検査 Neogen Corporation (U.S.A.)

ミルクチェッカ― ウシ乳房炎検査器 オリエンタルインスツルメンツ㈱

試薬
ミルクドクターシリーズ 生乳抗生物質検査試薬

エア・ブラウン㈱
アグリスティック 農産物残留農薬検査試薬
アグディア社製品 植物病害検査試薬 Agdia INC. (U.S.A.)

環境 / 水 機械・装置
水質の測定 水質測定用試薬・機器 LaMotte Company (U.S.A.)
超音波藻類制御装置 湖・ダム・人口湖等に繁殖する藻類の抑制 LG SOUND B.V. (NETHERLANDS)
水位・水質・溶存酸素測定器 高精度、長期モニタリング水位水質計、溶存酸素モニタリング In-Situ Inc. (U.S.A.)

フィルター トラックエッチドメンブレン（TEM） 環境・医療・培養・工業用用途 it4ip s.a. (BELGIUM)

環境 / 省エネ 機械・装置
工業用ビデオスコープ（工業用内視鏡） 配管・隙間・暗所の細部内観察録画用 Medical Intubation Technology Corporation (TAIWAN)
工業炉・ボイラー用ガス燃費向上装置　（省エネ） 超合金強力磁石により都市ガス燃焼効率を高める装置 Acme Aqua. International L.L.C. (U.S.A.)
超音波藻類制御装置 冷却塔 , 貯水・プール等に繁殖する藻類の処理 LG SOUND B.V. (NETHERLANDS)
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市場
商品 用途 / 特長 メーカー名

業界 商品分野

バイオ研究・基礎研究

消耗品

各種バイアル・ホモジナイザー 医薬研究、分析、検査用ガラス器材 Wheaton Industries Inc. (U.S.A.)
液体シンチレーション計測用バイアル ベータ線計測 Zinsser Analytic GmbH (GERMANY)
DCN90 理化学用洗浄剤 Decon Laboratories Limited (U.K.)
各種フィルター及び関連製品 濾過滅菌、微粒子除去用フィルター Pall Corporation (U.S.A.)
液体窒素、液体ヘリウム保存容器 生物試料の低温保存用他 Chart Industries, Inc. (U.S.A.)
細胞数計測用スライド ディスポーザブル血球計算盤 NanoEnTek Inc. (KOREA)
マイクロスライド アッセイ用スライドガラス Thermo Fisher Scientific Inc. (U.S.A.)

機械・装置

細胞数計測装置 / セルイメージングシステム オートセルカウンター / セルイメージング
NanoEnTek Inc. (KOREA)

POC (Point of Care) システム 臨床検査装置
赤外線レーザー穿孔システム iPS, ES 細胞等の胚細胞操作補助

Hamilton Thorne, Inc. (U.S.A.) 
精子運動解析システム 精子数、運動能、形態学的解析システム
母乳成分測定装置 母乳成分測定 Miris AB (SWEDEN)
相互解析装置 タンパク質・高分子の相互作用解析

ANT Technology, Co., Ltd. (TAIWAN)
ゲル撮影装置 簡易型ゲル撮影装置
DNA 解析装置 DNA フラグメントアナライザー BiOptic Inc. (TAIWAN)
ナノ粒子誘導加熱解析装置 磁性ナノ粒子を用いたハイパーサーミア研究装置

nanoTherics Ltd. (U.K.)
遺伝子導入装置 接着細胞用遺伝子導入
自動分注装置 ユニスペンス自動分注装置

Wheaton Industries Inc. (U.S.A.)
培養装置 大型培養装置
スターラー マグネチックスターラー
ホモジナイザー用スターラー オーバーヘッドスターラー
遠心分離器 / 高機能ドライバス / 分光光度計 卓上型高速遠心分離器 / ドライバス / 分光光度計 Medclub Scientific Co., Ltd. (TAIWAN)
攪拌装置・シェーカー 卓上型攪拌装置・シェーカー Grant Instruments (Cambridge) Ltd. (U.K.)

試薬

分子生物学研究用キット・試薬 クローニング /PCR/Transcription/Micro Array Epicentre (an Illumina company, USA)  (U.S.A.)
HRP 用発色基質 ELISA・Blotting 用試薬 Scy Tek Laboratories, Inc. (U.S.A.)
タンパク質・抗体の安定化剤 試薬・体外診断薬開発

SurModics, Inc. (U.S.A.)
化学発光基質・促進剤 試薬・体外診断薬開発
生体試料 ヒト生体試料 Biomnis SELAS (FRANCE)
標準微生物 ATCC® 由来標準菌株 Microbiologics Inc. (U.S.A.)
滅菌チェック試薬 バイオロジカルインジケーター Mesa Laboratories, Inc. (U.S.A.)

受託サービス BAC ライブラリー受託作成 植物・動物・微生物の DNA ライブラリー Amplicon Express, Inc. (U.S.A.)
全ゲノム SNP 解析 SNP 解析 SNP Genetics, Inc. (KOREA)

ナノテクノロジー関連
素材

ナノダイヤモンド 放熱フィラー・添加剤・研磨・めっき / コーティング・潤滑用途 Carbodeon Ltd Oy (FINLAND)
ナノ酸化物粒子 各種コーティング・太陽電池 / 燃料電池向け研究開発・フィラー・添加剤 Tecnología Navarra de Nanoproductos S.L. (SPAIN)
ダイヤモンドコーティングシリコンウェハー・ 
AFM プローブ（カンチレバー）

MEMS・各種センサー研究開発・AFM Advanced Diamond Technologies, Inc. (U.S.A.)

機械・装置 ナノ粒子合成装置 ラボ用ナノ粒子合成 Tethis S.p.A. (ITALY)

フィルター トラックエッチドメンブレン（TEM） 環境・医療・培養・工業用用途 it4ip s.a. (BELGIUM)

大学・官庁 計測器・試験機

衝撃試験装置 規格試験、耐久試験用 / 空圧強制落下方式 Benchmark Electronics, Inc. (U.S.A.)
衝撃試験装置 小型電子部品から大型製品衝撃試験用 / ハイパフォーマンス

Lansmont Corporation (U.S.A.)
衝撃計測・解析装置 衝撃波形記録解析用 / 小型 USB 接続
電磁式振動加振器 小型試験品用 / 小型ハイパワー振動試験装置 Vibration Test Systems, Inc. (U.S.A.)
小型電磁式加振器 モーダル解析用 / 各種小型振動試験装置 Labworks Inc. (U.S.A.)

超低周波大振幅振動加振器 地震周波数帯域加振用 / ロングストローク式振動試験装置
APS Dynamics, Inc. (U.S.A.)、SPEKTRA Schwingungstech-
nik und Akustik GmbH (GERMANY)

衝撃・振動センサー 衝撃・振動計測用 / 電荷出力式加速度センサー Columbia Research Laboratories, Inc. (U.S.A.)
振動コントローラー 第 4 世代ネットワーク振動コントローラー

Crystal Instruments Corporation (U.S.A.)
FFT アナライザー / ポータブルデータレコーダー FFT 解析、データレコーディング用 / ポータブル、スタンドアローン
インパルスハンマー及び加速度センサー FFT 解析、振動計測用 / 電圧出力式、小型、高感度 Dytran Instruments Inc. (U.S.A.)
動電型三方向同時 / 切換振動試験装置 各種振動試験用 / 静圧油圧軸受方式 ㈱振研
電気サーボモーター式試験装置 輸送・包装・貨物試験用 / 電気サーボモーター式 国際計測器㈱
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