


※都合により、 出展品目が変更になる場合がございますので、 予めご了承ください。 　※メーカー名敬称略

（株）シグマソリューションズ

パナソニック メディコムネットワークス（株）

（株）ＥＭシステムズ 無床診療所向け電子カルテ （ＭＲＮ） 調剤薬局向け電子薬歴 （ReceptyNEXT）

電子薬歴一体型レセコン （Elixir）

診療所用医事一体型電子カルテシステム (Medicom-HRⅡ) Pacs 一体型電子カルテシステム (ｐｌｉｓｓｉｍｏ) 保険薬局用電子薬歴システム (PharnesⅡ-MX）

（株）メディング 診察券発行機　フラット薬袋　ID カード　標準薬袋　お薬手帳　お薬手帳カバー　キャラクター商品

キヤノンライフケアソリューションズ（株） フラットパネル （CXDI-70C Wireless） 眼底カメラ （CR-2 PLUS AF）

パナソニック ヘルスケア（株）

キヤノンライフケアソリューションズ（株）

高園産業（株）

（株）ユヤマ

薬剤鑑査支援システム （ATTELNO） PTP シート全自動薬剤払出機 （Tiara ハーフユニット） 水剤定量分注機 （LiQ ～） 訪問薬局支援システム (P-pass） 

全自動散薬分包機　軟膏調剤製剤機 （なんこう練太郎 NR-120）

全自動散薬分包機錠剤カセット付 （YS-93SRz-TC） 抗がん剤調整支援システム （Chemo ROAD） インフューザーポンプ注入アシスト機 （YS-MX-IP-50）　

一包化錠剤鑑査支援装置 （TabSight） 安全キャビネット　電子カルテシステム （Brain Box VⅡ） カレンダーパック払出機

全自動散薬分割分包機 （E-FAS） PTP シート直接装填錠剤供給ユニット （E-Drop）　

自動錠剤包装機 （ATC-200-BJ） 一包化薬監査支援システム （EJ-TOMS）

診断機器・検査機器

調剤機器

コンピューター関連機器　待合関連

消耗品

スペシャルプライスコーナー最新モデル薬局

注目の商品･人気の商品をご来場者された
お得意様限定にて特別販売を実施します。
商品も多数ご用意しておりますので、
是非この機会にご検討ください。

フクダ電子による救命体験コーナーを
会場にて実施します。 ご来場された皆様に
自由に参加して頂けるコーナーとなっており
ますので、 是非お誘い合わせのうえ、
ご参加ください。

「褥瘡､がんに関する在宅医療の新制度」
－4 極連携が医療現場を活性化する－
スリーエム ヘルスケア株式会社
マーケティングオペレーション部マネジャー
高水　勝氏

調剤２大大手メーカーによる模擬薬局を
作ります。 薬剤師様が安心できる空間を
ご提供いたします。

　【プレゼンテーション】
　株式会社ユヤマ
　「最新調剤機器のご紹介と在宅への
　　　　　　　　　　　　　　　取り組みについて」
　高薗産業株式会社
　「最新の調剤機器を用いた効果的で
　　　　　　　　　　安全な調剤業務のご提案」

お子様にも楽しんで頂け
るキッズコーナーをご用
意しております。 お子様
とご一緒に、 是非お越し
ください。

フクダ電子救命体験コーナー スペシャルセミナー

キッズコーナー

※実施時間調整中 （30 分 /１回講演のみ）

日立メディカルコンピュータ（株） 電子カルテ （Hi-SEED AS） 電子薬歴 （Pharma-SEED AS）

島津メディカルシステムズ（株） 無床診療所向け統合型電子カルテシステム （SimCLINIC T3）

グローリー（株） ボイスガード

（株）ビー・エム・エル 電子カルテ （Qualis）

（株）竹虎
腰部固定帯 （ランバック） 膝関節固定バンド （ガードラー OA プラス）

足関節固定バンド ( ソフラウルファーフリー） （ウルファー CM） （ウルファー TFCC） （ウルファーアーチ）

日本ライトサービス（株） 高気圧酸素カプセル （HBA スペース 72H） 微弱電流治療器 （ＮＥＵBOX）

（株）テクノリンク 低周波治療器 （スーパーテクトロン HX606）

ミナト医科学（株） 低周波治療器 （ポラリスカイネ PO-３i /PO-S） ウォーターベッド （アクアタイザー QZ240） 能動型自動間欠牽引装置 （スーパートラックＳＴ-2ＣＬ）

コニカミノルタヘルスケア（株） DR システム （Aero DR） CR システム （REGIUSΣ Unitea α） 超音波診断装置 （SONIMAGE613） パルスオキシメータ （PLUSOX-1）　

東芝メディカルシステムズ（株） 超音波診断装置 （Xario200） 医事会計／電子カルテ一体型システム （TOSMEC Aventy）

富士フイルムメディカル（株） CR システム （C＠RNACORE） FPD 装置 （CALNEO） 内視鏡システム （Advancia） 超音波画像診断装置 （FAZONE CB）

（株）日立メディコ 超音波診断装置 （Noblus） （F37） 画像ビューア装置 （NV-Light） 超音波骨密度測定装置 （AOS-100SA）

（株）日本医広 キセノン治療器 （AUVE）

オムロンコーリン（株）

（株）スミロン 臭気 ・ 感染対策商品 （エコムシュウ）

ロシュ・ダイアグノスティックス（株） HbA1c 分析装置 （cobas b101） 胸痛マーカー迅速検査 （cobas h232）

タカラベルモント（株） 電動診察台　椅子型診察台 （イクスフィールクレア）

（株）協栄メディカルサービス 超音波診断装置 （LOGIQ-iM） 超音波診断装置 （Vscan）

血圧脈波検査装置 （BP-203RPEⅢ） 骨密度測定装置 （A-1000EXPⅡ） 自動血圧計 （HBP-9021） 自動血圧計 （HBP-1300）　

携帯心電計 （HCG-901） パルスオキシメータ （HPO-1600-FP）

フクダ電子北海道販売（株）
解析付心電計 （FCP-8800） 血圧脈波検査装置 （VS-3000） 超音波画像診断装置 （UF-760） 自動血球計数ＣＲＰ測定装置 （LC-６６７)　

AED ／自動体外式除細動器 （ハートスタート FRx） 小型電極式グルコース測定装置 （アントセンス） スパイロメータ （SP-370）

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス（株）
HbA1c ・ 微量アルブミン定量分析器 （DCA バンテージ ) 尿小型分析器 （クリニテック ステータス プラス）　

グルコース分析器 （スタットストリップ エクスプレス ９００）

テルモ（株）

血糖測定システム （メディセーフフィット） 血糖測定リーダー （メディセーフフィットボイス） グルコース分析装置 （メディセーフフィットプロ）

インスリン用注射器ディスポーザブル針 ( ナノパスニードルⅡ34G) 歩行強度計 ( メディウォーク ) 活動量計 (MT-KT01ZZX) 弾性ストッキング ( ジョブスト )

ヒッププロテクター （マモリーナ） 転倒予防くつ下 （アップウォーク） 電子血圧計 （エレマーノ血圧計 H55） パルスオキシメータ （ファインパルス）　

白十字（株） 調剤薬局向け衛生材料ＦＣシリーズ　感染対策商品　創傷被覆材料 （モイスキンパッド） （モイスキンシート）

永倉精麦（株） もっちり麦

ニプロ（株） 安全対策製品　口腔外科用品　小包装製品ラインナップ

ニチバン（株） フィルムドレッシング材　サージカルテープ　止血絆

エムアイケミカル（株） 軟膏容器　投薬瓶　点滴容器　噴霧容器　薬杯　スポイド　散薬瓶　けんだくん　カバーリング

（株）金鵄製作所 薬袋　投薬瓶　軟膏容器　点眼容器　噴霧容器　お薬手帳　診察券

スリーエム ヘルスケア（株） 聴診器　サージカルテープ　スキンケア製品　ウンドケア製品

日東メディカル（株） 創傷被覆材　医療用テープ　医療用フィルム　非固着ガーゼ

大同化工（株） 軟膏ミキサー （KN-250F） 調剤便利グッズ

企画コーナー紹介


