ニュースリリース （6月6日配信）
会期：2018年6月27日[水]～29日[金]

10時～18時（最終日のみ17時まで）

会場：東京ビッグサイト
主催：リード エグジビション ジャパン㈱

～ 新しい治療の道を拓く！ ～

“細胞・再生医療研究”向け製品が多数出展
再生医療の実現に加え、創薬の応用も期待されているiPS細胞。厚生労働省は先日、大阪大学が申請
していたiPS細胞を使った心臓病の臨床研究計画を条件付きで了承。 iPS細胞を使った治療が新たなス
テージに入ります。
また、がん治療に対する最先端の治療法として近年注目されている免疫細胞療法。患者本人の免疫細胞
を活性化することで、大きな副作用もなく優れた治療効果が期待でき、他のがん治療との併用も可能で
あることから、新たな治療法として広がりを見せています。
弊社リード エグジビション ジャパン（株）は、2018年6月27日（水）から３日間、東京ビッグサイト
にて「BIO tech2018～第17回バイオ・ライフサイエンス研究展」を開催いたします。本展にはこうし
たiPS細胞やがん細胞、免疫細胞を扱う研究者必見の、最新の画像解析装置や高機能培養装置、細胞保
存容器など、細胞・再生医療研究に役立つ製品・サービスが展示します。ぜひご取材ください！

展示製品紹介（一部抜粋・予定）
長い歴史を持つINTEGRAのPIPETBOYや
FIREBOYは研究室の必需品です

Organ-on-a-chip / オンチップ細胞培養
NEW

デモあり

デモあり

（株）ASICON

デモあり

人間工学に基いたPIPETBOYは、
ピペット操作が軽快で幅広い容量範囲
にわたり正確なコントロールが可能です。
FIREBOYは多重の安全設計の
バーナーで、ガスシリンダーを使えばガス
配管が無い場所でも使用が可能です。

多臓器間の相互作用に着目し，
肝臓による薬物，毒素の代謝と腎臓
における作用の観察を可能です。
灌流環境により，静置培養では検出
できない流体の進行方向に依存した
毒作用を示すこと等に成功しています。

IMACEL

INTEGRA Biosciences

ディープフリーザー・LAB8s
デモあり

エルピクセル（株）
AIを活用したライフサイエンス研究者
向け画像解析プラットフォームです。
IMACELは、研究者が研究に没頭
できる環境をつくり、研究が1日でも
1秒でも加速できるように新しい機能
や体験を生みだしていきます。

（株）カノウ冷機
-80℃ディープフリーザー、90～365
リットルまで5機種ございます。環境に
配慮したノンフロン設計でフロン排出
抑制法対象外のため管理コスト・
メンテナンスコストも削減できます。

マイクロピラー

免疫反応解析
（株）Cancer Precision Medicine
ELISPOTおよびMHCテトラマー
染色を用いた抗原特異的な免疫
反応解析は、免疫治療による効果の
測定に有用です。
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NEW

（株）九州セミコンダクターKAW
ハイアスペクトレシオに対応した
ピラー鋳型です。

高速冷却遠心機 himac CR30NX

セルディスク
NEW

デモあり

デモあり

（株）グライナー・ジャパン
細胞を大量に培養できる多層式培養
容器。4段、8段、16段、40段のライン
アップ、さらに通常の接着細胞表面
処理TCの他に細胞高接着の表面処理
Advanced TCをご用意しています。

CR30NX

VIOLET FLOW

医療用アテロコラーゲン
日本初

NEW

（株）高研
再生医療での実績も多く、医療機器
として30年近くの臨床使用実績が
あるアテロコラーゲン。

デモあり
世界初

デモあり

NEW

サーパス工業（株）
独自の技術を搭載したチューブポンプで、
流量・圧力表示が標準装備でござい
ます。また、高精度流量コントロール
システムを搭載しております。
パソコンからモニタリング、ログ及び流量
コントロールが可能です。

デモあり
世界初

（株）ジェイテックコーポレーション
当社独自で確立した技術
「CELLFLAOT®（３次元浮遊
培養技術）」を研究現場で活用
できる装置です。
iPS細胞やES細胞などの幹細胞の
培養だけでなく、オルガノイド培養でも
注目されている技術です。

ソニーイメージングプロダクツ
&ソリューションズ （株）

上海メディシロン生物医薬（有）
単回投与毒性、反復投与毒性、生殖発生
毒性、免疫毒性、癌原性、遺伝毒性、
安全性薬理、TK測定等の各試験を受託
します。PK測定では臨床試験ヒトサンプル
の測定も行います。昨年は米国FDAからの
GLP調査も受けました。

オペレーター不要の全自動セットアップと
小型化を実現した日本発のセルソーター。
コンタミネーションフリー＆メンテナンスフリー
のソーティングチップを採用し、384/96
ウェルへのシングルセルソーティングにも対応。

TissueFAXS SL Slide Loader

Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV,
ParvoB19) Ver.2・Virus Test Kit
(EBV, CMV, WNV) Ver.2
デモあり

VIOLET FLOW 500 is a Large
Stokes Shift (LLS) dye optimized
for multicolor Flow Cytometry.
Excitation with the violet laser
and emission in the green region
(FITC channel).

Cell Sorter SH800S

毒性試験、薬物動態試験

NEW

CYANAGEN SRL

CellPet®3D-iPS®（回転浮遊培養装置）

Free Wing 無脈流チューブポンプ
NEW

工機ホールディングス（株）
（旧日立工機(株)）

世界初
デモあり

タカラバイオ（株）
再生医療等製品や特定細胞加工物
の品質管理向けキット。リアルタイムPCR
により9種のウイルス試験が約60分で検出
できます。酵素とプライマープローブのセット
ですぐに検査にご利用いただけます。
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TISSUEGNOSTICS ASIA PACIFIC LTD.
The system provide automatic
scanning of BF and fluorescence
slides.Combined with TG
integrated high-speed cameras
it provides High Throughput for
slides with a speed and
versatility in the top range.

細胞培養液分析装置スタットプロファイルプライム

ビーマトリックスゼラチン
NEW

NEW

新田ゼラチン（株）

世界初

9項目を1分で、4検体を6分で測定
可能。ゼロメンテナンスカートリッジと
自動QCによる高い作業効率。
他機種とのデータ相関が良好なため、
R&Dから生産まで継続したGMP準拠
をサポートします。

GMP対応、ウイルス不活化、DMF
登録、低エンドトキシン、USP/EP/JP。
高ゼリー強度、低ゼリー強度、非ゲル化
タイプ。豚皮由来。

マイクロPMT

ベンチトップ・マルチピペッター EDR-384SR
NEW

NEW

バイオテック（株）

デモあり

Microlab VANTAGE
NEW
デモあり

日本初

pco.edge
世界初

ハミルトン・カンパニー・ジャパン（株）

デモあり

次世代型ハイスループットワークステー
ション。次世代型の垂直設計を採用
した、小さなフットプリントでも、大容量化・
連続処理を可能とするハイスループット
スクリーニング向け分注システムです。

NEW

Pfanstiehl Inc.

福島県立医科大学

細胞外フラックスアナライザー XFシリーズ

マイクロ流路の試作及び量産
デモあり

PCO社の冷却sCMOSカメラシリーズ
は、高解像度(5.5MP)、高量子効率
(>80%)、高フレームレート(100fps
)が特長で、ゲノムシーケンス、分子/
細胞分析、微弱蛍光検出に
理想的なイメージングカメラです。

大切な細胞をGMP準拠の細胞保管
設備で、長期かつ安全に保存管理
いたしました。また、Master cell
bankやWorking cell bankの分散
保管を専用保管設備（GMP認証予
定）で承ります。

高純度・低エンドトキシングレードの
精製白糖。

NEW

PCO IMAGING ASIA PTE. LTD.

細胞保管

Sucrose - HPLE grade
NEW

浜松ホトニクス（株）
従来品からさらなる小型化を果たした
高感度小型光センサです。医療機器
やバイオ関連機器の小型化やポータ
ブル化に貢献します。

安全キャビネット、クリーンベンチに楽々
設置出来る、業界最小クラスの自動
分注機です。
培養細胞の培地交換や自動化が
困難なHEK細胞等の洗浄工程でも
多数実績があります。

日本初

ノバ・バイオメディカル（株）

プライムテック（株）

フコク物産（株）
・試作はフォトリソ技術を用いたシリコン
ウエハーをトランスファー成形にて製作
可能（4インチ・８インチタイプ 有り）
１個～1000個レベル迄、試作対応
可能です。
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細胞のエネルギー代謝経路を無侵襲・
経時的にプロファイリング。細胞の機能
的代謝の解析を行うことが可能です。
がん、幹細胞、免疫学、糖尿病、肥満、
神経変性疾患、循環器疾患等に
新たな洞察をもたらします。

全自動ウェスタン Wes

Xyltech BOF-01
NEW

（株）ブルボン再生医科学研究所

世界初

世界初

デモあり

オンフィーダー条件下でヒト多能性幹細胞
の性質を維持したまま増殖を抑える、新しい
コンセプトの研究用基礎培養液です。
3日間培地交換なしで、iPS／ES細胞の
維持培養が可能となります。

Dual function micro-pipettes HETTLITEPRO

NEW

デモあり

Variable by nature, optional
exchnageable knob to change into
a fixed volume. Steel alloy for
body - protects internal
components from damage if
dropped. Dual O-ring technology
for best tip fit.

デモあり
世界初

インクジェット式 １細胞プリンター
Single Cell Printer
NEW

NEW

デモあり

世界初のInkJet方式によるシングル
セル自動注入装置
・96、384ウェルに高速注入
・50μℓの少量の細胞液で対応可能
・細胞サイズによって選別可能
・滅菌されたディスポカートリッジを使用

世界初

シングルセル解析用マイクロウェルチップ
NEW

世界初

精密射出成形で高精度なウェルチップ
を実現！特に、ボトム部分の高精度
化により、キャプチャー効率の向上を
可能としています。

世界初

バイオサンプルの回収および配送に
おいて、世界をリードする企業として、
マーケンは150カ国、49,000以上の
治験実施医療機関に定温輸送
サービスを提供しています。

（株）モルシス
Partek FlowはRNA-seq, Single
Cell RNA-seq, DNA-seq, ChIPseqなど幅広いアプリケーションに対応
したNGSデータ解析ソフトウェアです。
イルミナやサーモフィッシャーなどのNGS
で出力したデータに対応しています。

Nano Q ナノサイズ磁気ビーズ

（株）ワークス

デモあり

マーケン・リミテッド

NGSデータ解析ソフトウェア Partek Flow

（株）マイクロジェット

デモあり

ウェスタンブロットをすべての面で圧倒する
世界初の全自動ウェスタン装置です。
たった３時間で25レーンのデータを取得
します。分子量は2-440 kDaをカバー。
再現性が高く完全定量データを得られます。

バイオサンプルの回収・配送サービス

HETTICH

NEW

プロテインシンプル ジャパン（株）

デモあり

（株）和貴研究所
ナノサイズ磁気ビーズ
(バイオメディカル用)

※招待券掲載情報、製品社・製品検索、出展企業ＨＰから引用。当日の出展製品は変更になる可能性もございます。予めご了承ください。

注目！

がんプレシジョン医療の展望

シカゴ大学 医学部内科・外科 教授／
個別化医療センター 副センター長 中村 祐輔

遺伝医学の世界的権威！
シカゴ大学 中村祐輔教授
来日講演が決定！

講演の詳細はＷＥＢ
をご覧ください！

※敬称略。講師、プログラムが変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職･所属を省略している場合がございます。

■■ 展示会、セミナーの取材事前登録はＷＥＢから＞＞＞http://www.bio-t.jp/shuzai/ ■■

※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。

本リリースの問合せ先 主催者：リード エグジビション ジャパン（株） BIO tech事務局
広報担当：：八木

TEL：03-3349-8509 FAX：03-3349-4922 Mail：yagi@reedexpo.co.jp
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