
会社名 住所 電話/FAX 主な展示品 目玉商品

飛鳥メディカル株式会社
京都府京田辺市興戸地蔵
谷1番地　D-egg2階

0774-65-2233
0774-65-2288

半導体レーザー、炭酸ガ
スレーザー、ビデオオト
スコープ

株式会社アスコ
名古屋市北区西味鋺2-
710

052-901-1366
052-901-1382

書籍、サプリメント インターズー書籍、ヴェルキュア

アニマル オルソ ジャパン
犬山市大字羽黒字長田
44-3

0568-66-8611
0568-66-8612

既製品の胸腰椎用コル
セット、頸椎用装具、2
輪・4輪の車イス、介護用
カート

「おさんぽソックス」　「AOJ・3Dプリ
ンタモデル」

いなばペットフード株式会社
東京都江戸川区西葛西5-
2-3　ネクステージ西葛西7
階

03-3804-5117
03-3878-0178

“CIAOエネルギーちゅーる”

株式会社ウチダ
名古屋市名東区高針4-
907

052-703-6210
052-702-2719

愛犬猫商品

株式会社Ｍ＆Ｔ
広島県福山市西深津町5
丁目19-36

084-927-6606
084-927-6607

血管シーリングシステ
ム、顕微鏡

縫合糸

MEFサージテック株式会社
千葉県流山市南流山6-
24-13　タカオビル1F

04-7159-1990
04-7179-5202

鋼製手術器具 鋼製手術器具 新商品

エルムメディカル
名古屋市東区出来町3丁
目2-4-3

052-778-7873
052-778-7874

エルベ社：電気メス
(VIO300D、VIO3)、コマー
スキッチン社(OsiriX)

エルベ社：VIO3

有限会社オーキッド
静岡県周智郡森町一宮
6017-1

0538-86-6185
0538-89-6055

cafeline 小動物用各種カ
テーテル

経皮腎瘻カテーテル、アクティブド
レーン

株式会社OPUS
東京都国分寺市西恋ヶ窪2
丁目5番地25

042-401-0395
042-401-0752

・フラットパネルディテクタ
(AR装置)　　・歯科用1/0
センサー　・感熱プリント
紙

株式会社オカモト
埼玉県さいたま市浦和区
高砂2-13-19　浦和第二大
栄ビル2階

048-831-1887
048-834-6268

エリザベスカラー、ヒー
ター

カラー

株式会社オサダメディカル
東京都品川区西五反田5-
17-5

03-3492-2874
03-3492-3021

歯科ユニットOPU-D、
ポータブルレントゲン　デ
キシコ、スケーラー
11WV、ドリル40mV2、歯

OPU-D  歯科ユニットの新型機種

カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
東京都千代田区富士見2-
7-2　ステージビルディング
8階

03-6380-8630
03-6380-8644

内視鏡外科カメラシステ
ム一式。モニター・カメラ
一体型のコンパクト機器
と腹腔鏡手術基本セット
を展示いたします。

腹腔鏡下不妊手術や腹腔鏡下生
検にご使用いただける「ラパロベー
シックセット」を展示いたします。手
術室の限られたスペースで使用で
きるコンパクトな機器ですが、幅広
い手技にお使いいただけます。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区港南2-16-6 03-6719-9536
FDM方式3Dプリンター
「L-DEVO」を動態展示
(実際に出力)いたしま
す。併せてCTのDICOM

FDM方式3Dプリンター「L-DEVO」

株式会社キリカン洋行
東京都港区港南5-4-12-
7F

03-6718-4300
03-6718-4324

外科器具、電気メス 整形外科用ロッキングプレートFixin

株式会社グロース
静岡県三島市芝本町12-6
Mishima Trust Building 305

055-994-9215
055-994-9216

大変ご好評いただいてい
る整形外科用ロッキング
プレート「ＴＩＴＡＮ　ＬＯＣＫ
（タイタンロック）」。今回、

整形外科用ロッキングプレート「ＴＩＴ
ＡＮ　ＬＯＣＫ」

コデン株式会社 東京都豊島区巣鴨1-4-16
03-5981-8611
03-5981-8878

ビデオ・オトスコープ「ア
ニマルックAL-1,2,3」、耳
の模型

アニマルックAL-3、耳の模型

コニカミノルタジャパン株式会社
名古屋市中区栄2-4-1　広
小路栄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階

0570-008-871
0570-008-873

デジタルX線画像診断シ
ステム　Unitea-α、
REGIUS ΣⅡA、AeroDR
Premium1417SA

AeroDR Premium1417SA

さくらメディカル
岐阜県美濃市松森215-1
インタースクウェアⅠ-503

0575-29-9128
0575-29-8168

ベッセルシーリングシス
テム・オゾン発生器
OZONE-V

シスメックスTMC株式会社
神戸市西区室谷1-3-2神
戸ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ　ｼｽﾒｯｸｽ㈱ｿ
ﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内

078-992-6921
078-992-6922

動物用多項目自動血球
計数装置　pocH-100iV
Diff

動物用多項目自動血球計数装置
pocH-100iV Diff

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
東京都千代田区西神田3-
5-2

03-4411-6681
03-4411-6064

整形外科、神経系、医療
器械

シンメディコ株式会社
千葉県松戸市五香南1-
12-10

047-369-7799
047-369-7099

手術器具(鋼製小物) 中山式イボ取り器

株式会社すとろーはうす
神戸市中央区京町67
KANJUビル7階C号室

078-335-5616
078-335-5130

エリザベスウエア(犬猫
用術後服)、皮膚保護服

エリザベスウエア(犬猫用術後服)、
皮膚保護服

千寿製薬株式会社
大阪市中央区平野町2-4-
9　武田平野町ﾋﾞﾙ7階

06-6226-1771
06-6222-2307

獣医眼科資料 眼科教本ほか

株式会社ＴＡＣ設計室 名古屋市東区筒井3-17-5
052-932-1156
052-932-1158

動物病院の設計・コンサ
ルティング、事業継承

建築無料相談、無料プランニング

千葉商事株式会社 東京都文京区向丘2-22-2
03-3821-3765
03-3824-1838

ステンレスケージ、診察
台、滅菌器

ステンレスケージ、診察台、滅菌器

東亜テクノ株式会社
三重県伊賀市生琉里
3121-9

0595-26-1789
0595-26-1790

ICU・麻酔器用酸素濃縮
器、ペット用酸素ハウス
(在宅酸素)、外科手術用
鋼製器具

テルコム製Ｈ-１６型酸素濃縮器、
微細血管用モスキート止血鉗子

株式会社東京メニックス
埼玉県所沢市小手指町2-
1442-8

04-2923-8841
04-2923-8864

ICU、シンク、診察台など ICU-MENIOSのオプションとして、モ
ニタリングシステムを参考出品いた
します。

東芝医療用品株式会社
東京都文京区湯島2-18-6
夏目ビル3階

03-5805-1221
03-3816-5171

動物病院向け超音波診
断装置

動物病院向け超音波診断装置

http://www.asuka-med.com/
http://animalorthojapan.jp/
http://www.inaba-foods.jp/
http://www.mandt-net.com/
http://www.mefst.com/
http://okid.jp/
http://www.opus-healthcare.co.jp/
http://osada-group.jp/
http://www.karlstorz.com/
http://canon.jp/3dp-sp
http://www.kirikan.com/
http://www.coden.co.jp/
http://konicaminolta.com/
http://www.sysmex-tmc.co.jp/
http://shinmedico.jp/
http://www.strawhouse.co.jp/
http://www.senju.co.jp/about/business/animal.html
http://www.kktac.jp/
http://www.t-menix.com/
http://www.toshiba-iryouyouhin.co.jp/
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東洋装具医療器具製作所
東京都町田市根岸2-26-
40

042-793-1002
042-794-9040

動物用装具 動物用装具

中北薬品株式会社
愛知県名古屋市東区大松
町8-26

052-935-4636
052-935-8285

アンチノール（サプリメン
ト）

株式会社名古屋イノコシ
名古屋市中区千代田3-
18-16

052-322-2731
052-322-2732

レジスター

株式会社日本医広 東京都葛飾区立石2-14-1
03-5698-3491
03-5698-3495

動物用光線治療器　アニ
マート

動物用光線治療器　アニマート

株式会社日本動物高度医療センター事業開発部
神奈川県川崎市高津区久
地2-5-8

044-850-1320
044-850-1321

見守りシステム「クリアボ
2」　2画面・大画面表示
対応

日本全薬工業株式会社
名古屋市名東区高針台2-
303

0120-54-4815
0120-54-4817

ネクスガードスペクトラ、
ブロードライン、療法食

ネクスガードスペクトラ、ブルーバッ
ファロー社療法食

株式会社パラディアム
東京都あきる野市秋川1-
7-7

042-532-5919
042-532-5920

サプリメント、水素点滴 抗腫瘍サプリ　メカラクト

株式会社バレックスイメージングジャパン
東京都中央区新川1-8-6
秩父ビル7階

070-3877-6557
03-3537-6020

動物用デジタルレントゲ
ンシステム

高精細エキゾチックアニマル画像
およびシステムのご紹介

株式会社日立製作所
東京都台東区東上野二丁
目16番1号

03-6284-3666
03-6284-3665

超音波診断装置 動物用超音波診断装置を展示いた
します。

株式会社VIPグローバル
大阪府大阪市淀川区西中
島5-7-17

06-6304-9515
06-6305-2888

血行促進用管理医療器
具

「コスモスウェーブ」5分で5kmの懸
命歩行に匹敵する、むくみ解消の
医療器具です。先生方ご自身の体
調管理にお役立てください。

株式会社ヒューベス 埼玉県狭山市水野432-4
04-2935-7644
04-2935-7645

HUMAX診察台、ワン
ツーカラー他 ケアシリー
ズ

・デザインがかわいく安心で使いや
すい“ワンツーケアーシリーズ”
・EPA登録の医療施設用衛生管理
製品“HBクワット-MC”

株式会社ファームプレス
東京都新宿区高田馬場2-
4-11　KSEビル2階

03-5292-2723
03-5292-2726

小動物に特化した書籍
および雑誌

小動物外科シリーズ　皮膚外科：症
例集

フクダエム・イー工業株式会社
名古屋市中区千代田2-
14-13　鵜飼ﾋﾞﾙ4階

052-251-6841
052-251-6849

生体情報モニタ、聴診シ
ステム、心電計、血圧計

生体情報モニタ

富士フイルムメディカル株式会社
名古屋市中区栄1-12-17
富士フイルムビル4階

052-221-7871
052-203-4875

(フラットパネル)CALNEO
SmartⅤ、(生化学分析装
置)富士ドライケム
NX500V、

犬CRP、膵リパーゼのNX500V、新
型フラットパネルCALNEO
SmartV、
TBA測定可能AV10V

株式会社ペティエンスメディカル
東京都町田市森野1-27-
14　サカヤビル2階

042-860-7462
042-860-7463

動物病院専用で各種サ
プリメント、低アレルゲン
トリーツ「ペティッツシリー
ズ」、スキンケア製品

「学会限定価格(新製品など)」にて
特別案内させていただきます。
ぜひブースへお越し願います。

ペットコミュニケーションズ株式会社
大阪市中央区瓦町1-6-10
JPビル3F

06-6228-0873
06-6228-0872

動物病院向け顧客管理
ソフト「Ahmics(アーミック
ス) V4」
獣医療向け高機能3D画

「Ahmics(アーミックス) V4」
「Ahmics-VAZE」　「谷浦式CTポジ
ショナー」

ミズホ株式会社
東京都文京区本郷3-30-
13

03-5684-3032
03-5684-3035

整形外科インプラント、
鋼製小物

新製品トイカッタブルプレートシステ
ム
M1.1、M1.3ステンレス製スクリュー
およびカッタブルプレートと専用イン
ストゥルメントを開発しました。

株式会社三輪器械
名古屋市中区丸の内3-
23-16

052-962-3001
052-962-3031

麻酔器・患者監視装置・
動物内視鏡・電気メス・
顕微鏡など

株式会社ムラコメディカル 東京都文京区本郷3-25-9
03-3814-8477
03-3814-8477

小動物用麻酔器、LED照
明灯

シリコン呼吸バッグ

メディア株式会社
愛知県名古屋市千種区今
池5-24-32

052-732-0311
052-732-0539

プラズマ滅菌器、クラスB
オートクレーブ、洗浄剤

ガス滅菌に変わる最新のプラズマ
滅菌器

株式会社メディアート
東京都豊島区池袋1-8-7
サン池袋Ⅰ2階

03-5953-7011
03-5953-7012

デジタルサイネージ(院
内情報番組)

デジタルサイネージ(院内情報番
組)

有限会社友愛メディカル
埼玉県川口市戸塚南2-
25-12

048-291-0655
048-298-5886

手術器具、眼科診断機
器

メーヨヘガール持針器T/Cチップ付
14cm　12本限り特価5000円

ライカ マイクロシステムズ株式会社
東京都新宿区高田馬場1-
29-9

03-6758-5680
03-5155-4336

M320-V 『獣医科でもマイクロサージャリー
が広まっています』
コンパクトな獣医科向け手術用顕
微鏡 M320-V 新発売

有限会社ランタック
一宮市丹陽町伝法寺高畑
3807

0586-76-7046
0586-76-7093

超音波(GE)、麻酔器（ア
コマ)

手術用合成吸収糸　モノディオック
ス　特別価格

株式会社ワハ
大阪府泉佐野市高松南1-
2-43

072-464-8952
072-464-8953

セミナー、本、DVD 最大75％offのセール(本・DVD)

http://www.toyosogu.com/
http://www.nakakita.co.jp/
http://www.nihoniko.co.jp/
https://www.jarmec.jp/
http://paladium.co.jp/
http://www.vareximaging.com/
http://www.hitachi.co.jp/
http://www.vip-global.co.jp/
http://www.huves.co.jp/
http://www.pharm-p.com/
http://fujifilm.jp/business/.com
http://petience.com/
http://www.ahmics.com/
http://www.mizuho.co.jp/
http://www.kk-miwa.co.jp/
http://www.muraco.jp/
http://www.media-inc.co.jp/
http://www.leica-microsystems.co.jp/
http://www.rantac.jp/
http://www.improveinternational.jp/

