2019 年 7 月 3 日［水］▶ 5 日［金］ 東京ビッグサイト（西・南・青海展示棟）で開催
医 薬 品・ 化 粧 品・ 再 生 医 療 分 野 日 本 最 大 の 国 際 見 本 市

海外出展製品

仕入れガイド
会場での訪問ブースの選定にご活用ください

医薬品原料

研究・開発技術

バイオ医薬
関連技術

製造・包装技術

再生医療
関連技術

主催：リード エグジビション ジャパン（株）

世界 30ヵ国から 1,280 社が出展！
4 つの展示会・1 つの同時開催展で構成した医薬品の研究開発から製造技術まで全
てを網羅した商談展です。新製品や日本初上陸の海外製品などが世界中から多数
出展します。
本ガイドブックは、海外出展社の情報を一冊にまとめました。海外製品の買い付
けの為の事前検討やアポイント面と設定に是非お役立てください。
※出展社数・出展国数は、2019 年 4 月 12 日時点の同時開催展・共同出展社を含む最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。

本展は 商談･技術相談 のための 展示会 です
来 場 対象者

商談内容

下記 の 研究者･技術者 など

●医薬品 メーカー
●化粧品 メーカー
●洗剤 メーカー
●化学 メーカー
●診断薬 メーカー
●大学･研究機関 …など

出展社
下記 のメーカー、商社 など

◆

製品・技術 の 導入

●製造･包装機械

◆

課題 についての
技術相談

●エンジ/IT/物流

◆

見積り・納期 などの
打合せ

●測定･検査装置
●研究機器･試薬
●創薬･バイオシーズ
●医薬品

原料

…など
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本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。 ※ 青海･南展示棟は、東京ビッグサイトの別棟として新設された会場です。
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交通のご案内 Access to the venue
りんかい線 Rinkai Line
東京テレポート駅

Tokyo Teleport Station

下車
徒歩約 2 分
2 min. by walk

東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall

経路 From near stations
〈 最寄駅からの
会場へのアクセス〉
所要時間は、交通状況により前後します
至：大崎
至：新木場
りんかい線
東京テレポート 駅

6 min. by walk

青海 展示棟

ゆりかもめ Yurikamome Line

Aomi Station

4分

4 min. by walk

お台場海浜公園駅

Odaiba Kaihinkoen Station

下車
徒歩約

6分

6 min. by walk
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Tokyo Teleport Station

東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall
東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall

青海（あおみ）駅
至：新橋

徒歩

Tokyo Big Sight Aomi Hall徒歩7分

無料 巡回バス

2

交通案内の詳細は
ゆりかもめ「青海駅」

2019年3月に「国際展示場正門駅」から改称

東京ビッグサイト駅

徒歩 約

4 min. by walk

Aomi Station
▶ www.interphex-japan.jp

※4

至：豊洲

徒歩3 分

4

分

ビッグサイト

西 展示棟 南 展示棟

西ホールと青海展示棟間で、頻繁にシャトルバスを運行します。
（所要時間：5 分）
Free shuttle bus (Duration : 5min.)

至 大崎
To Osa

（所要時間 5 分）
ゆりかもめ
※4

（所要時間
約
分 2分）

2 min. by walk

国際展示場 駅

青海展示棟

分

りんかい線「東京テレポート駅」

徒歩 4 分

下車
徒歩約

Odaiba
Kaihinkoen
Station
（所要時間
2分）

ビッグサイト
徒歩 約

あおみ

青海駅

ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」

徒歩2 分

www.tfbsbio.com/
Viral Vector Manufacturing and Biosafety in Asia

■ページの見方と活用ポイント
TFBS is well positioned in Asia to provide a comprehensive

Biosafety, Bioassay and
Manufacturing
Biosafety, Bioassay and

service of biosafety, preclinical/clinical sample analysis,
Manufacturing
海外製品買付けの為の事前検討やアポイントメント設定にお役立てください。
viral vector and cell bank manufacture and testing
TFBS Bioscience, Inc.

1

（日本）
2Unchained Labs（株）
技術者同席

新製品・新技術

4

バイオ医薬
EXPO 2019
BP

小間番号 A10-50

世界初・日本初

スクリーニング機器・装置、 バイオ医薬品受託製造 (CMO)、タンパ
ク質発現・精製・生産受託、 安全性・品質評価受託、 凝集体評価シ
ステム・機器

http://www.unchainedlabsjp.com
STUNNER : 世界初 微量 DLS+ UV/VIS を 2ul で測定

3

バイオ医薬品の創薬スクリーニングから安定性評価、プロセス開発
&QC における最新のトレンド、 海外製薬企業のお客様の事例、 そし
て Unchained labs 社によるソリューションについてご紹介します。

【図の番号と一緒にご確認ください】

STUNNER スタナー
微量＆ハイスループット DLS+ UV/VIS

STUNNER

1

ポイント 1：会場案内図でブース位置をご確認ください。
ポイント 2：出展社のブース環境をご覧いただけます。
ポイント 3：出展社の PR ポイントです。
772161_IPJ2019guide_01 - コピー.indd

1

2019/04/19

10:45:56

ポイント 4：取扱製品の一部をご紹介します。

■他の製品検索、出展社へのご連絡はこちらから
出展社・製品検索サイト↓

https://www.interphex-japan.jp/eguide/

【出展社製品・検索サイトの魅力ポイント】
①本ガイドブックの掲載製品以外の、たくさんの魅力的な海外製品を確認いただけます。
②「マッチングシステム」より、出展社と事前にアポイントメントを設定できます。
③さまざまなカテゴリーで絞り込んで、検索いただけます。

医薬・化粧品・洗剤の
製造・包装 技術・サービスが出展

出展社情報
会場：西展示棟・南展示棟

インターフェックス ジャパン 2019
ADARE PHARMACEUTICALS（アメリカ）

小間番号 W18-001

技術者同席

その他受託サービス

WWW.ADAREPHARMA.COM
製剤化の課題に対し、お手伝い致します！

AdvaTab Orally Disintegrating Tablets

" 多粒子：ペレット、ミニタブレットコアセルベーション技術による AdvaTabタブレットには、水分が少なく、すばやく崩壊するマトリックスに均一
API 用苦味マスキング 遅延放出、 パルス放出または結腸標的放出を に分散している薬物粒子が含まれています。嚥下が困難な患者に最適です。
調整するための、 機能性コーティングマトリックス錠 "

CHUNG MEI BIOPHARMA CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

http://www.chungmei.com.tw/
Be healthy together, be happy every day.

THROUGH F.C TABLETS
Temporary relief of constipation.

（Sennosides）

EIRGENIX INC.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

その他受託サービス

www.eirgenix.com
バイオ受託開発製造のリーディングカンパニー
Ｒ＆Ｄサービス、プロセス開発、 PIC / S GMP 準拠製造を提供致し
ます。その他にも、 前臨床段階から商業段階までの生物製剤に関す
る CMC 文書を提供致します。
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EG12014（Trastuzumab Biosimilar）
Phase III
HER-2 型乳がんと転移性胃がん

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
EM-TECHNIK EAST ASIA LTD.（台湾）
技術者同席

小間番号 W18-53

新製品・新技術

ポンプ、 バルブ・継手、フィーダー・搬送装置、 空調設備・フィル
ター、 計量 / 計数機

https://www.em-technik.com/en
高品質のコネクタと継手の世界的大手メーカー

1＋ クレビスの無いコネクタ

長年にわたる、 EM-TECHNIK GROUP のコネクターバルブ類の研
究開発の経験は、 既に業界の先行指標となり、 私達はご希望の実現
のために、お客様のニーズを満たす様々な製品を提供しています。

シリーズのコネクターを操作するのは非常に簡単で、手で締めるだけで、ツールなしで密封を完成することがで
きます。 これにより、組立時間が大幅に短縮されます。 ツールなしで信頼に足る完全な漏れ防止ができます。

emtechnik

EVEREST PHARM, INDUSTRIAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

造粒機・コーティング機・打錠機、ラボスケール対応機器、 その他
原料加工関連機器

様々な分野における、 医薬品 CMO 開発を提供しています。

IWELL TABLETS EVEREST

日本の厚生労働省承認済み。 最高品質で、 革新的且つ特許取得済 成分：ジヒドロキシアルミニウムアラントイナート 50mg メタケイ酸アルミン酸
みの製品、医薬品及び栄養補助食品。錠剤、ペレット充填カプセル、 マグネシウム 450mg 適応症：胃潰瘍消化性潰瘍胃酸過多慢性 / 急性胃炎
液体充填ハードカプセル及び密封療法。
Everest Pharm

FAREVA（フランス）

小間番号 W18-10

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託

www.fareva.com
医薬品原薬高活性階合成薬無菌結晶滅菌薬品固形経口製剤 高活性

Contract Development and Manufacturing in Europe ofDrug Substance: High Potent（OEB4, 5 and 6） , sterile.
- Drug Product: High Potent（OEB4, 5 and 6） , sterile. GMP certified, FDA audited
3

High Potent API: OEB 4,5,6
Process and Analytical development; particles engineeringGMP Pilot and commercial manufacturing
Support of clinical and commercial phasesGlobal Regulatory Affairs expertiseGMP, FDA, Safebridge

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
GAMMATOM SRL（イタリア）

小間番号 W21-28

技術者同席

滅菌・殺菌・除染装置 / サービス

www.gammatom.it
高精度ガンマ線照射

Gamma Sterilization

高い浸透力や等温特性があり、 残留物がないガンマ線照射による滅
菌は、 広範囲の医薬品に適用性があることを示しております。

高い浸透力や等温特性があり、残留物がないガンマ線照射によ
る滅菌は、広範囲の医薬品に適用性があることを示しております。

GEA グループ（ドイツ）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 S3-4

世界初・日本初

造粒機・コーティング機・打錠機
連続生産システム・製造ロボット

http://www.gea.com/ja/applications/pharma/index.jsp
画期的な高性能タブレットコーティング技術

ConsiGma Coater

The ConsiGma coater from GEA is a revolutionary, high
The ConsiGma coater from GEA is a revolutionary, high performance tablet coating technology
performance tablet coating technology that gently and
that gently and accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablet cores.
accurately deposits controlled amounts of coating materials
on tablet cores.

GFM GESELLSCHAFT FUER MICRONISIERUNG GMBH（ドイツ）

小間番号 W18-30

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託

www.gfm-bremen.de
粉砕・微粉砕パートナー

微粉砕プロセス開発

GfM は医薬品原薬微粉砕のパートナーです。 1985 年以来、微粉

砕、混合、微粒子分級をプロセス開発からバリデーションまで行う受
託製造のスペシャリストです。
4

数グラムでの微粉砕検討及びサンプル提供から実生産ス
ケールアップ及びプロセスパラメーター評価まで対応。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
HWANG’S PHARMACEUTICAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託、 医薬品部外品・化粧品 製造受託

https://www.hwangs.com.tw
We Creat the Difference.
Standing from customer’s point of view, producing with
professions, presenting the differece.

Maxbone-S powder for oral solution
"H.S."
To relieve pains caused by
degenerative arthritis.

JIANGSU HUALAN NEW PHARMACEUTICAL MATERIAL CO., LTD.（中国）

小間番号 W3-21

技術者同席

容器

www.hlnpm.com
採血管・凍結乾燥用に使用するラミネートゴム栓

ゴム栓

Hualan はラミネートゴム栓を中国市場に初めて売り出した企業です。 Hualan は製薬・バイオ医薬業界に向けて独自開発したゴム加工製品を提
中国のほとんどの地元有力企業や多国籍企業へ提供しています。

供しています。また、新規のお客様のニーズにお応えすることも可能です。

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

健康、 生命およびサービスに捧げます。

ACET Granules 3g

高品質の製品を手ごろな価格で提供可能にする為、 完成品の輸出や
受託製造を提供します。

5

気道の粘液分泌の粘性を下げます。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
JORNEN MACHINERY CO., LTD.（中国）
新製品・新技術

小間番号 W6-3

世界初・日本初

包装機、カートナー・梱包機・帯掛機、アンプル・シリンジ・バイア
ル・真空採血管、 パッケージ・ラベル・シール

www.jornen.com
革新的な医薬品用ブリスターパック

Blister Machine

1985 年以来、ブリスターパックとカートニング用の包装機器に力を
入れてきました。

革新的なブリスター包装機。タブレットやカプセル、ア
ンプルなどに適し、頻繁な型の変更にも対応可能です。

Jornen

LFA Machines（イギリス）

小間番号 W2-21

造粒機・コーティング機・打錠機、 各種加工技術、 工場設備・備品

www.lfatabletpresses.com/
高品質カスタマイズ打錠ツール / 金型

打錠用金型

様々な材質、 型に対応高品質の打錠金型をご用意しております、 是
非ブースにお立ち寄りください。

様々な材質、 型に対応高品質の打錠金型。

LFA Machines

（株）
（ドイツ）
LTS ローマン テラピー システメ
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 W17-26

世界初・日本初

医薬品・治験薬 製造受託、 包装受託、 その他受託サービス

https://ltslohmann.de/en
TTS, MAP and OTF - compelling therapeutic alternatives
TTS - compelling therapeutic alternatives OTF - thin films
with great effectsMAP - Micro Array Patches - the next
generation TTSSee samples at our booth, discuss
applications & product ideas with us
6

TTS - Transdermal & Topical Therapeutic
Systems - compelling therapeutic alternatives.
TTS - an compelling therapeutic alternative. An alternative to standard dosage forms, potential y
improving the side-effect profile of your compound, enhancing the ease of application and compliance.

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
MALAYSIAN RUBBER EXPORT PROMOTION COUNCIL（MREPC）（マレーシア）

小間番号 W19-78

クリーンウェア・手袋・マスク・ワイパー

http://mrepc.com/
マレーシアクリーンルーム手袋 - あなたと製品を守ります。
マレーシアはゴム手袋の世界最大の輸出国です。マレーシアのクリー
ンルーム用手袋は国際基準を満たしており、 多様な材料、 仕様、 仕
上げ、かつ低価格にてご提供致します。

Cleanroom Glove
マレーシア製のクリーンルーム用手袋は国際基準を満たしています。
多様な材料、仕様、仕上げ、かつ低価格にてご提供致します。

NINGBO MEIBISHENG AUTO-GATE CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 W23-9

世界初・日本初

クリーンルーム・クリーンベンチ・エアシャワー・アイソレーター

www.nbmbs.com
Medical gates and automatic door systems
We are the manufacturer of medical gates and automatic
door systems 15 years.

Medical gates and automatic door
systems
We are the medical gates and automatic
door systems manufacturer since 2003.
MBSafe

OHSONG PHARM. CO., LTD.（韓国）

小間番号 W19-9

医薬品・治験薬 製造受託、 包装受託、 その他受託サービス

www.ohsongpharm.com/
CMO,CDMO, 開発 , 生産 , マーケティングまでの医薬品総合サービス
医薬品の開発、 承認、 生産、 マーケティングに関連する総合的な
サービスを提供致します。

7

ペニシリン注射剤
ペニシリン専用の独立工場 完全に分離されたペニシリン専用工場で JGMP の規定
に合わせて製造されたペニシリン注射剤を日本有数の製薬会社に供給しています。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
PCI PHARMA SERVICES（イギリス）

小間番号 W17-35

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託

www.pciservices.com

50 年以上の実績と卓越した専門知識

Manufacturing Services

PCI は開発の初期段階から製品発売までの統合的なフルサービスを提 PCI Pharma Services は、専門家による取り扱いが要求される高薬理活性
供、数多くの製薬会社の信頼できるパートナーです。

製剤をも含む治験薬や市販薬の総括的なフル製造サービスを提供しています。

PEI LI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託、 その他受託サービス

www.peili.com.tw
PMDA 公認の高薬理活性製剤専用の製造棟と製品
PMDA の現場検査にて承認を受けました。高薬理活性製剤専用の製
造棟と製品群は 2017 年に PMDA に認可されました。共同開発また

は受託製造サービスを承っております。高薬理活性なソフトカプセル
といった特別な製品にフォーカスしています。

Generic Drug Development, Contract
Manufacturing, Co-development
PMDA の現場検査にて承認済。初のジェネ
リック医薬品開発。高薬理活性な医薬品開発。

PHARM-TECH（TIANJIN）CO., LTD.（中国）

小間番号 W5-21

技術者同席

包装機、 充填機・計数充填機

www.pharm-tech.com.cn/
縦ピロー包装機のエキスパートとしてあらゆるカスタマイズ化を実現
させます。

マルチレーンスティック包装機

・マルチレーンスティック包装機（製薬・食品業界向け）
・マルチレー
ン集計 / 計量 複合型包装機・N-N 複合型包装機・高速カートナー・
リーフレット自動折り機

様々な充填物に対応可能な製薬・化学食品
業界向けの包装機です。
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pharm-tech
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
PLANAR MOTOR INC.（カナダ）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 W10-22

世界初・日本初

物流機器・資材、 包装機、 充填機・計数充填機、カートナー・梱包
機・帯掛機

www.planarmotor.com
Revolutionary Clean Planar Robots for Filling and
Packaging
XBOT System: independently controllable movers with 6
degrees of freedom. They require no lubrication nor
generate any contaminants, and are ideal for
pharmaceutical filling or packaging applications.

Planar Motor XBOT Robotic System
XBOT System: independently controllable movers with 6 degrees of freedom. They require no lubrication
nor generate any contaminants, and are ideal for pharmaceutical fil ing or packaging applications.
Planar Motor Incorporated

PMS日本支社 - スペクトリス（株）PMS事業部（アメリカ）

小間番号 W24-3

世界初・日本初

パーティクルカウンター・集塵機、その他滅菌・クリーン化製品・技術

http://pmeasuring.com/jp
環境モニタリングのグローバルエキスパート（1972 年創業）
微粒子 / 微生物によるコンタミネーションリスクを理解し、 医薬品製
造・クリティカルエリアの使用に特化した、 革新的な環境モニタリン
グシステムおよび機器をご用意しております。是非ブースにお立ち寄
り下さい。

FacilityPro 環境モニタリングシステム
FacilityPro は、微粒子モニタリングと微生物サンプリングの一括制御・データ管理を可能にした画期的な環

境モニタリングシステムです。外部の環境センサー（温湿度・風速等）のデータを取り込むことも可能です。

Particle Measuring Systems

PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

乾燥・加熱・冷却機、 各種加工技術、ポンプ、 バルブ・継手、 その
他供給・輸送関連機器

http://www.prince-pharm.com.tw
ビタミン B1 誘導体

Fursultiamine Hydrochloride
APIs
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

www.purzer.com.tw/en/
Excellent service and Great quality, your best choice

SENIN ORAL SOLUTION
API: GINKGO FLAVONE GLYCOSIDE Package: 60 ml/bottleIndication:
Poor peripheral circulation and blood flow to the brain

ROMMELAG FLEX - FLECOTEC AG（ドイツ）

小間番号 W9-48

クリーンルーム・クリーンベンチ・エアシャワー・アイソレーター

www.rommelag.com
シングルユース容器のソリューションを提供

FLECOZIP （フレコジップ）

Flecotec システムにより、 Rommelag は作業員と製品双方を汚染

Flecozip は、有害物や微粉塵など作業環境管理の必要

から確実に保護する素晴らしいシステムを実現することができました。 な製品を安全に取り扱うために考案されたシステムです。
このシステムにより、多くの作業分野にて防護装備を着用する必要 Rommelag FLEX
がなくなりました。

SIKA（ドイツ）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 W16-7
世界初・日本初

測定機器・流量計・テスター・センサー、 その他測定・検査・分析
装置、 分析・試験受託、 その他受託サービス

www.toyoshingo.co.jp
世界初！ロケットコントローラーを装備。最速の温度校正器を展示

温度校正器（TP プレミアム）

ジーカ温度校正器はコンパクトで高精度、操作性に優れております。 ◆標準温度を発生（証明書 / 体系図付）◆ -55～1300℃の各機種◆現場に持ち込めるコンパクト設計◆優れた安定性
圧力校正器は改良型ポンプによるスムーズな昇圧とワイドな調整範 と温度コントロール◆速い温度昇降スピード◆ユーザー専用アダプターを加工◆ ISO/GMP/HACCP の要求に対応
囲が魅力です。 信頼と実績の 118 年ドイツ品質をご紹介いたします。 SIKA
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
SINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD.（韓国）

小間番号 W19-34

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託、 医薬品部外品・化粧品 製造受託、 その
他受託サービス

www.sinilpharm.com
パップ剤の開発から製造まで幅広くご支援致します。

リバスタッチパッチ

9mg & 18mg
Denuvo Patch

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

www.sinphar.com.tw/
Oncology & Aseptic pharmaceuticals available

Oncology injection
Paclitaxel, Docetaxel, Carboplatin,
Epirubicin, Irinotecan, Oxaliplatin

SYNMOSA BIOPHARMA CORP.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

医薬品・治験薬 製造受託

http://www.synmosa.com.tw/EN/
ホルモン製剤、 呼吸系製剤、 浣腸剤などの受託製造の製薬会社。
受託製造台湾 PIC/s GMP より GMP 調査適合製造所定量噴霧吸入
剤、ドライパウダー 吸入剤ホルモン製剤（独立製造棟）発泡錠浣腸
剤顆粒剤 / 散剤点鼻剤
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CDMO/OEM/ODM
製造所は全て PIC/s GMP 適合 1. ホルモン製剤（独立製造棟）2. 定量噴霧吸入剤 / ドラ
イパウダー吸入剤（EU/US GMP 適合）3. 浣腸剤 4. 点鼻剤 5. 発泡錠 6. 顆粒剤 / 散剤

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
TA SHEH BIOTECH CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

製薬用水 製造装置・システム、 その他滅菌・クリーン化製品・技術、
外観検査・画像検査装置、アンプル・シリンジ・バイアル・真空採血
管、 包装受託

http://www.shengzou.com/
台湾がゴム製医薬品ストッパーで第 1 位にランクイン

Rubber Stopper

40 年以上の経験 高品質の医薬品包装用ゴム栓を製造します。 11mm - 32mm injection, lyophilized, biological stoppers. Customized stoppers as per your drawing
100％は ExxonMobil USA によって供給されます。 出荷前の品質 request. Chlorobutyl, Bromobutyl, Isoprene Formulations. ISO 9001 & 15378 Certified. Ready to Sterilize
保証のための 100％自動外観検査
Ta Sheh

TIANDA TIANFA TECHNOLOGY CO., LTD.（中国）

小間番号 W23-40

新製品・新技術

計量 / 計数機

WWW.TDTF.CN

30 年間の信頼の実績

溶解テスター

CHP/USP 基準を満たした RC806D 溶出
テスターです。
TIANDA TIANFA TECHNOLOGY
CORP.,LTD

TTY BIOPHARM CO., LTD.（台湾）

小間番号 W19-18

技術者同席

各種加工技術

http://eng.tty.com.tw/
リポソーム製品とマイクロスフェア製剤のリーディングカンパニー

TTY Biopharm は、リポソーム製品とミクロスフェア製剤の商業開発

と製造に取り組んでいます。細胞毒性医薬品製造工場における米国
FDA、 EMA および PMDA の査察により承認されています。
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Pegylated Liposomal Doxorubicin
多国籍企業や世界的に供給されている製品
を対象とした、 CDMO 企業です。

TTY Biopharm
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
UNITED BIOPHARMA INC.（台湾）
技術者同席

小間番号 W19-18

新製品・新技術

医薬品・治験薬 製造受託、 医薬品部外品・化粧品 製造受託、 分
析・試験受託、 バイオ医薬品 製造受託

联合生物製薬 : 革新 / 実行を原動力に活躍する台湾の明日を担う企業
联合生物製薬モノクローナル抗体の開発と製造のための包括的な技
術プラットフォームを保有しています。

UB-421/ Innovative HIV Infectious
Disease Therapeutic Monoclonal Antibody
UB-421 is an Fc-aglycosylated, non-T cell depleting, humanized IgG1 that targets domain 1 of CD4
receptor on CD4+ T cell surface, blocking entry of HIV into the cells via a competitive binding inhibition.

VA-Q-TEC AG（ドイツ）
技術者同席

小間番号 W11-20

新製品・新技術

容器

www.va-Q-tec.com
常に正しい温度設定で

va-Q-one

va-Q-tec は、断熱およびコールドチェーンロジスティクスの分野におけ

高性能で経済的なシングルユース定温輸送パッケージです。96 時間以上の
る高効率のハイテク製品およびソリューションの大手プロバイダーです。 温度管理輸送が可能です。６つのサイズと３つの温度帯を用意しています。

va-Q-tec

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES（アメリカ）

小間番号 W6-7

技術者同席

アンプル・シリンジ・バイアル・真空採血管、 容器

www.westpharma.com
薬物投与経路最適化

Smart Dose

Simpilfy the Journey with integrated solutions for every
molecule, at any stage.
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The first combination product that incorporates theSmartDose platform
technology approved by the US Food and Drug Administration（FDA）

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
X&Y INTERNATIONAL CORPORATION LTD.（中国）

小間番号 W20-33

技術者同席

クリーンウェア・手袋・マスク・ワイパー

www.xing-ye.com
Main Supplier of Cleanroom and Medical Consumables
We have hundreds of cleanroom and medical consumables
and supplies, including: cleanroom wipes,disposable
coveralls,shoes,caps, face masks and swabs.

Cleanroom Coverall
Cleanroom Coverall; reusable; sterile
option available.

ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 W8-3

世界初・日本初

アンプル・シリンジ・バイアル・真空採血管、 容器

www.chinagongdong.com
Zhejiang Gongdong Medical Technology Cp.,Ltd
Gongdong Medical was established in 1985,For 30 years,
we have been focusing on the development and production
of disposable medical devices, as well as medical testing
supplies.

アルファ・ラバル（株）
（スウェーデン）
技術者同席

新製品・新技術

Vaginal syringes
Volume: 3g,4g 5g, filling the drug

小間番号 W20-83

世界初・日本初

分離・精製装置、 乾燥・加熱・冷却機、 バイオ医薬製造技術

www.alfalaval.jp
熱交換 / 分離 / 流体制御をコアとするソリューションプロバイダー
遠心分離機、 熱交換器、 流体機器の分野における独創的なノウハウ
やテクノロジーを駆使し、 数々の技術革新を市場にもたらしてきまし
た。約 100ヵ国のネットワークを持ち、 世界中に約 20 の生産拠点を
有しています。
14

医薬業界仕様のハイジェニックコンデンサー
コンパブロック
アルファ・ラバルのコンパブロックには正に“Magic Box”と呼ぶにふさわしい機能があります。それは、
医薬用途に適合した小型なコンデンサというだけでなく、完全なドレナビリティが確保できる構造です。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
イマ エスピーエー（イタリア）
技術者同席

小間番号 W8-46

新製品・新技術

連続生産システム・製造ロボット、 充填機・計数充填機、アンプル・
シリンジ・バイアル・真空採血管

ima.it
製剤プロセスとパッケージングの世界にようこそ。

タブ充填・打栓システム

製剤及びパッケージング 4.0 を進めているイマ社プロジェクトの IMA
Digital の世界を体験いただけます。イマグループが貴社のビジネス
の将来に何をもたらしていくかを体験ください。

安全かつ丁寧な操作によりオペレーターの介在を最小限にし、自
動的に不適合な製品を排除する自動タブ充填・打栓システムです。

INJECTA

エルプロ（スイス）

小間番号 W11-20

技術者同席

計量 / 計数機、 AI・IoT、 製造・物流・品質管理向けシステム、 医
薬品規制対応ソリューション

www.elpro.com
費用対効果抜群のコールドチェーン モニタリング ソリューション
データの送受信にソフトウェア不要。 PDF レポート内に生データが埋
め込まれています。 GDP ガイドライン / 21 CFR Part11 / CSV な
ど各種 GMDP 要件に適合逸脱管理が容易となり、 GDP への準拠が
可能です。

LIBERO （リベロ）PDF 温度ロガー
PDF ロガー／インジケータ ソフトウェア不
要、データ格納 PDF 自動作成
ELPRO BUCHS AG

ゲミュージャパン（株）
（ドイツ）

小間番号 W18-48

技術者同席

その他原料加工関連機器、 バルブ・継手、 製薬用水 製造装置・シ
ステム、 測定機器・流量計・テスター・センサー

www.gemu-group.com
世界初の技術を生み出す , サニタリーバルブのマーケットリーダー

GEMÜ はマーケットリーダーとして最先端の技術を提供し続けており
ます。独 ACHEMA で革新アワードを受賞した充填バルブ , シングル
ユース・バルブ , ブロックバルブなど , GEMÜ が誇る優れた製品群を
是非ご覧ください！
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サニタリーダイアフラムバルブ
厳しいサニタリー性が要求されるプロセスにおいて ,GEMÜ のサニタリーダイアフラムバルブは性能を
発揮します . 当製品は製薬・食品・飲料マーケットにおいて , 世界トップシェアの信頼と実績を誇ります .

GEMU
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
信東生技（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

www.sintong.com.tw
The only BFS Aseptic Filling Production Line in Taiwan
We have the Blow-Fill-Seal（BFS）Aseptic Filling
Production Line. The size of single dose plastic ampoule is
available from 0.5ml to 20ml.

Cephalosporins
We have an isolated manufacturing
site for Cephalosporins.
Taiwan Biotech Co., Ltd.

生達化学製薬（株）
（台湾）

小間番号 W19-18

医薬品・治験薬 製造受託

http://www.standard.com.tw/en/
原薬から製剤までの垂直統合の優位性を保つ

エソメプラゾール OD 錠 10mg, 20mg

当社のすべての製品は国際基準と継続的な改善に基づいています。

錠剤開発、 受託生産

（株）正賢プラント（韓国）

小間番号 S1-25

技術者同席

撹拌機・粉砕機、 混合機・混練機、 配管システム・材料、 滅菌・殺
菌・除染装置 / サービス

www.junghyun.co.kr
顧客満足のためのプラント· エンゲネリング

モバイルベッセル
移動が容易なデザイン , 顧客オーダーメード
デザイン
（株）ジョンヒョンプラント
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
青島精鋭機械製造（有）
（中国）

小間番号 W22-9

新製品・新技術

バルブ・継手

ESG 精鋭バルブ、世界の為により良いバルブを

ダイヤフラム バルブ
長寿命 安定な操作 優れた密封
青島精鋭機械製造（有）

蘇州クレステック印務有限公司（中国）

小間番号 W1-4

新製品・新技術

バーコード・合成シンボル関連製品、 パッケージ・ラベル・シール

crestec.com.cn
大きな添付文書を極限まで小さく折ることができます

添付文書の折加工技術

小さく折ったあと、 糊付けするタイプやテープで留めるタイプなどサ
ンプルを準備しております

最大でジャバラ 24 回折など対応可能です

大扇産業（株）
（フランス）
新製品・新技術

小間番号 W23-26

世界初・日本初

ラボスケール対応機器、 バイオ医薬製造技術、 滅菌・殺菌・除染装
置 / サービス

www.daisen-sangyo.co.jp
インラインパルス型電子線殺菌・滅菌機 25kGy 未満で 6 ログ減少

革新的インラインパルス型電子線滅菌・殺
菌機

1 時間 6 万ユニットの高速処理、 25kGy 未満で 6 ログ減少という高 1時間 6 万ユニットの高速処理、25kGy 未満で 6ログ減少という高い効率性、食品包装・医薬品・化粧品・水
い効率性、 食品包装・医薬品・化粧品・水処理と高い応用性、コン
パクトで既存インラインへの組込が簡単、 廃棄物ゼロ・低エネルギー
消費で環境へ配慮。
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処理と高い応用性、コンパクトで既存インラインへの組込が簡単、廃棄物ゼロ・低エネルギー消費で環境へ配慮

ITHPPーAlcen 社
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
中国化学製薬（株）
（台湾）

小間番号 W19-18

新製品・新技術

撹拌機・粉砕機、混合機・混練機、造粒機・コーティング機・打錠機

ccpc.com.tw
台湾で医薬用品と動物健康製品の最大な受託製造の製薬会社

メチルフェニデート
軽症うつ病，抗うつ性神経症に用いられる

南光化学製薬（株）
（台湾）

小間番号 W20-7

新製品・新技術

医薬品・治験薬 製造受託、 医薬品部外品・化粧品 製造受託、 その
他受託サービス

www.nangkuang.com.tw
台湾・日本・アメリカに適合したシリンジ製剤の製造所です。
台湾 PIC/S・日本 PMDA・アメリカ FDA より GMP 調査適合工場。
共同開発及び委受託製造に対応しております。

日本ビュッヒ（株）
（スイス）
技術者同席

イバンドロン酸
抗癌剤

小間番号 W13-13

新製品・新技術

分離・精製装置

http://www.buchi.com
新製品！スリム設計 & 安全性アップの 「分取クロマトPure」を展示

分取クロマトグラフィーシステム Pure

分取クロマトPure は非常にコンパクトでスリム設計（横幅 365mm） 分取クロマトPure は非常にコンパクトでスリム設計（横幅 365mm）でありながら、高水準の中圧分取から本
でありながら、 高水準の中圧分取から本格的な高圧分取まで対応可 格的な高圧分取まで対応可能なクロマトグラフィーシステムです。実機を展示しますのでぜひご覧ください。
能なクロマトグラフィーシステムです。 実機を展示しますのでぜひご ビュッヒ
覧ください。
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インターフェックス ジャパン 2019
（株）ヒュオンスグローバル（韓国）

小間番号 W20-21

医薬品・治験薬 製造受託

トタルヘルスケアーソリューションのお届きを目指す。

レボカルニチン

ヒューマンイノベーション：人の生命についてのソリューションのご提
示を目指しているトタルヘルスケアーグループ

アンプル（発売ー韓国） PFS 開発予定
（株）ヒュオンス ・
（株）ヒュメディクス

フリーマンテクノロジー リミテッド（イギリス）

小間番号 W14-8

技術者同席

測定機器・流量計・テスター・センサー、 計量 / 計数機

www.powderflow.com
粉体流動性測定の世界的リーダー

パウダーレオメータ FT4

フリーマンテクノロジーは、 パウダーレオメータ FT4 を使用した粉体
流分析における 20 年の経験を提供し、インラインセンサー（DFF）
は最先端の技術を使用して造粒プロセスを監視することができます。

FT4 は粉体流動性分析装置ですが、1 台の装置で動的測定、バルク測
定、せん断測定と多面的な流動性分析が可能な唯一の分析装置です。

フリーマンテクノロジー リミテッド

ロメラグ エンジニアリング（ドイツ）

小間番号 W9-48

世界初・日本初

包装機

BFS 技術の先駆者による高性能な無菌包装

BFS（Blow-Fill-Seal）machines

Rommelag R&D より最近の革新技術をご紹介します。ブローフィル

シール技術を用いた革新的な容器充填密閉システムの性能や利便性
をご体験ください。
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ブローフィルシール（BFS）技術により、容器成型、無菌
充填及び密閉の３つの工程を一度に行うことができます。

bottelpack
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

15 カ国から創薬・製剤・

バイオ医薬関連技術
医薬品原料を扱う企業が出展

出展社情報
会場：青海展示棟

インファーマジャパン 2019
ANGCHEN BRIGHTCHEM CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

インファーマジャパン
小間番号 A3-33

GMP- その他

化粧品原料、 その他 添加剤、 受託合成

www.angchenchem.com
API, CHIRAL COMPOUNDS AND INTERMEDIATES
SUPPLIER
API, CHIRAL COMPOUNDS AND INTERMEDIATES
SUPPLIERFROM SMALL SAMPLES UPTO COMMERCIAL
LOTS AVAILABLE

Nonivamide CAS NO. 2444-46-4

98% up
ANGCHEN BRIGHTCHEM

インファーマジャパン

BEE VENOM LAB LLC（グルジア）

小間番号 A2-54

API・原薬、中間体、天然抽出物・機能性素材、その他 医薬品原料

www.beevenomlab.com
アピトキシン . ハチ毒 . 蜂毒 チ毒 . 蜂毒粉末 . ハチ毒粉末 .
私たちは、 高品質ハチ毒生産で 17 年の実績を誇るトップ企業です

Bee Venom Powder ハチ毒
蜂毒 , ハチ毒 , 蜂毒粉末

CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG（ドイツ）
技術者同席

インファーマジャパン
小間番号 A6-61

新製品・新技術

賦形剤、 その他 添加剤

世界トップシェアのリン酸塩専門メーカー

DI-CAFOS® A150/ （三極対応）無水リ

100ヵ国以上に 6,000 社以上の顧客を持つグローバルカンパニーで
す。経口剤や注射剤、 バイオ医薬品等にご使用いただける、 幅広い
機能性と高品質を兼ね備えたリン酸塩を提供します。
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ン酸水素カルシウム

高速直打用にデザインされた DCPA です。粒子径分布が最適に設計されているため、非常に優
れた流動性を持ちます。また、比表面積が広く、圧縮成形性に優れ、高い錠剤硬度を実現します。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
CHONGQING FORDTEK BIOCHEMICAL CO., LTD.（中国）
技術者同席

インファーマジャパン
小間番号 A4-24

GMP- その他

ファインケミカル（化合物、誘導体、触媒など）、その他 医薬品原料

www.fordtek.com
信頼できるビタミン原料

ビタミン原料
中国製

CHUA TONGSAN SDN BHD（マレーシア）
新製品・新技術

世界初・日本初

GMP- その他

インファーマジャパン
小間番号 A5-62

GMP-Malaysia

その他受託サービス、 雑誌・新聞・書籍

www.timo.com.my
グミ、トローチ、 発泡性およびエマルジョンの栄養ハラール認定）
新しい ,1 番

ビタミングミ/トローチ
エネルギー、 免疫、 咳、 美容

1Q

DEPEW FINE CHEMICAL CO., LTD.（中国）

インファーマジャパン
小間番号 A7-49

API・原薬、 中間体、カスタム合成、 受託合成

www.depewchem.com
人の健康のために力を入れる。

リバーロキサバン

Provide fast and professional service

原薬受託合成（研究開発用）該当中間体を
受託合成 少量対応可能
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
F.I.S.- FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.（イタリア）
GMP- 日本

GMP- アメリカ

GMP- ヨーロッパ

インファーマジャパン
小間番号 A2-55

GMP- その他

API・原薬、 中間体、カスタム合成、 受託合成、 分析・合成機器

www.fisvi.com
Guard the Future

BIOCATALYTIC PROCESSES

FIS is the European leader in CDMO. 1800 Employees, 4
sites and more than 250 professionals in R&D. High Quality
APIs & Intermediates, early to late stage Custom
Development, Generic APIs, Veterinary.

Available from R&D lab scale to multi ton
commercial scale. For more info, please, contact us.

インファーマジャパン

FLAMMA SPA（イタリア）
技術者同席

新製品・新技術

GMP- 日本

小間番号 A3-34

GMP- アメリカ

GMP- ヨーロッパ

API・原薬、 中間体、 カスタム合成、ファインケミカル（化合物、

誘導体、 触媒など）、 化粧品原料

www.flammagroup.com
医薬品有効成分、 中間体の受託製造開発を行っています。

CDMO bsiness
Flamma は、製薬業界およびバイオテクノロジー業界向けに有効成分
や先進的な中間体を製造する、受賞歴のある受託製造開発業者です。
Flamma Group

インファーマジャパン
小間番号 A6-57

GB BIO-TECH CO., LTD.（中国）
中間体

en.gb-biotech.com/
私たちの解決案を成功させていただきます !

2,3,5,6-Tetrafluorophenol

私の使命は前沿いの科学と最高の技術資源をよく結びつけて応用す
るのがあなたの製品の価値の最大化です !
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CAS: 769-39-1

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
インファーマジャパン
小間番号 A5-49

GL BIOCHEM（SHANGHAI）LTD.（中国）
GMP- その他

GMP-China

カスタム合成、 化粧品原料、 受託合成、 その他受託サービス

www.glbiochem.com
ポリペプチド試剤、クライアントペプチド、 薬物ペプチドメーカー

薬物多ペプチド原料
品質が安定している

GUANGDONG YUEWEI EDIBLE FUNGI TECHNOLOGY CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

GMP- その他

インファーマジャパン
小間番号 A4-28

GMP-China

中間体、 天然抽出物・機能性素材、 化粧品原料、 その他 医薬品原
料、 剤形・製剤・分析

TRACEABILITY INDUSTRY CHAIN FROM STRAINS TO
PRODUCT

Ganoderma spore oil softgel
Total triterpenes 25g/100gAnimal experiment indicates that
the product has the function of strengthening immunity

HANGZHOU TOMSON FINE CHEM CO., LTD.（中国）
新製品・新技術

GMP- 日本

GMP- ヨーロッパ

インファーマジャパン
小間番号 A5-31

GMP- その他

API・原薬、 中間体

www.tsnpharma.com
原料薬と完成品薬メーカーと販売店

Sirolimus

当社は原料薬、完成品薬を生産して販売する中系企业です。アジア、 Sirolimus
ヨーロッパ、 アメリカ、 南米などの地域に専門的なネットワークシス
テムがあります。
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
HERBON INTERNATIONAL POLYSACCHARIDE BIOTECHNOLOGY（HEYUAN）CO., LTD.（中国）

インファーマジャパン
小間番号 A6-55

技術者同席

中間体、カスタム合成、ファインケミカル（化合物、 誘導体、 触媒
など）、 化粧品原料

デキストラン及びデキストラン硫酸ナトリウム塩のサプライヤーです。

Dextran

Herbon は分子量 1000Da～500KDa の範囲でのデキストランおよ

CAS 番号：9004-54-0 , 分子量範囲：
びデキストラン硫酸ナトリウム塩の製造を専門としております。 また、 1000Da～500KDa
顧客の要望に基づくオーダーメイドの解決策を提供致します。
Herbon International Polysaccharide
Biotechnology（Heyuan）Co. Ltd.

インファーマジャパン

HUVEPHARMA ITALIA SRL（イタリア）
技術者同席

GMP- 日本

GMP- その他

GMP-WHO approval

GMP- アメリカ

小間番号 A3-24

GMP- ヨーロッパ

API・原薬、中間体、カスタム合成、その他 医薬品原料、受託合成

www.huvepharma.it
API と中間生成物においてヨーロッパの急成長中の会社
" 我々は、 医師・獣医師、 及び、 芳香製品、 食品産業を対象とした
化学合成による APIｓと API 中間生成物の製造とマーケティングを専

門としています。更に、 研究開発サービスをも提供しております。

GMP- 日本

GMP- その他

#1508-65-2

抗コリン薬 API

Huvepharma Italia S.r.l.

インファーマジャパン
小間番号 A4-46

INIST ST CO., LTD.（韓国）
新製品・新技術

オ キ シ ブ チ ニ ン HCI CAS 登 録 番 号

GMP-KOREA

API・原薬

API10 品目日本登録実績のある CDMO 企業

デュロキセチン塩酸塩
うつ病・うつ状態 , 糖尿病性神経障害に伴う
疼痛 , 線維筋痛症に伴う疼痛
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
JINZHOU JIUTAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.（中国）
GMP- その他

インファーマジャパン
小間番号 A6-54

GMP-China

API・原薬

http://www.jiutaipharm.com
Chinese GMP Manufacturer

20% Chlorhexidine Gluconate
Solution
It can kill gram-positive bacteria,
gram-negative bacteria and fungus.

インファーマジャパン

KERRY CO., LTD.（アイルランド）
技術者同席

新製品・新技術

世界初・日本初

小間番号 A6-30

GMP- アメリカ

賦形剤、 DDS・関連サービス

http://www.sheffieldbioscience.com/
Discover how a small tablet contains a world of technology

Lactose
Excipient Filler

インファーマジャパン
小間番号 A4-49

MIDAS PHARMA GMBH（ドイツ）
技術者同席

GMP- ヨーロッパ

API・原薬

www.midas-pharma.com
医薬原料から最終製剤の製造と承認までの一貫したサービスを提供
医薬原料から最終製剤の製造と承認までの一貫したサービスを提供
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Active Pharmaceutical Ingredients

（APIs）

EU, US-FDA & PMDA approved
manufacturers

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
インファーマジャパン
小間番号 A6-34

MYUNG IN PHARM CO., LTD.（韓国）
GMP- 日本

GMP- その他

GMP-K-GMP, J-GMP

API・原薬

www.myunginph.co.kr
凍結乾燥製剤 , CMO、 PMDA 査察後 GMP 承認（2018.10.31）

新しい施設の API 合成

私たちは 凍結乾燥バイアルと中枢神経系 API から 低分子、 ペレット K GMP/ 承認 パイロット規模（100kg）から中大規模 1.5など 特殊な剤形の開発と専門知識を持つ受託メーカー
5tonまでトラゾドン - トリアゾラム - ハロペリドール – 等々。

インファーマジャパン

PQE GROUP（イタリア）

小間番号 A3-38

技術者同席

その他

http://www.pqe.eu/
ライフサイエンスにおけるコンサルティングサービスプロバイダー
データインテグリティや CSV 等、 品質・コンプライアンス関連のサ
ポート

データインテグリティ保証
デ ータインテグリティ、 CSV、 規 制 IT ソ
リューション

SENOVA TECHNOLOGY CO., LTD.（中国）
GMP- その他

インファーマジャパン
小間番号 A5-56

GMP-China

API・原薬、 中間体

APIs and advanced intermediates

APIs/Advanced Intermediates

APIs and advanced intermediates

CMO/CDMO products&service
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
SHANDONG LUHAI LANSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.（中国）
GMP- その他

インファーマジャパン
小間番号 未定

GMP-China

天然抽出物・機能性素材、 化粧品原料、 増粘剤・乳化剤、 その他
添加剤

www.lhlansheng.com
甲殻素シリーズの専門メーカー

キトサン
食品級のキトサン、 水溶性のキトサン、 農
業級のキトサン、 工業級のキトサン .

SHANGHAI WORLDYANG CHEMICAL CO., LTD.（中国）
技術者同席

世界初・日本初

GMP- 日本

インファーマジャパン
小間番号 未定

GMP- アメリカ

GMP- ヨーロッパ

中間体

https://www.wychemical.com/
Quality first! Service first! Reputation first!
Shanghai Worldyang Chemical Co., Ltd. is committing itself
to the fine chemical manufacturing and supplying. Our
products include Pyruvic acid, Perfluorinated products,
Organic silicon and so on.

1 H , 1 H , 2 H , 2 H Perfluorodecyltrimethoxysilane
It can be used as anti-fingerprint agent and coating material for advanced mobile phone
screen, camera lens, waterproofing agent for automobile glass and other products.

SHAOXING HANTAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.（中国）

インファーマジャパン
小間番号 A4-45

高薬理活性対応、 API・原薬、 中間体、 賦形剤

WWW.HANTAIPHARM.COM
API,intermeidate,Empty capsule,Vitamins,Plant Extracts
GMP/DMF available

Claithromycin
USP/EP/JP/CEP
nexchem pharmaceutical Co.,Ltd.
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
TATVA CHINTAN PHARMA CHEM PVT. LTD.（インド）
技術者同席

インファーマジャパン
小間番号 A4-54

GMP- その他

カスタム合成、ファインケミカル（化合物、 誘導体、 触媒など）、 そ
の他 医薬品原料、 受託合成

www.tatvachintan.com
相関移動触媒、 QUATS, 四級アンモニウム塩

QUATERNARY AMMONIUM,PHOSPHONIUM,PYRIDINIUM
SALTS,QUATERNARY HYDROXIDES,PTC,

相関移動触媒、 QUATS, 四級アンモニウム塩

PTC

TIANJIN JINGYE FINE CHEMICALS CO., LTD.（中国）

インファーマジャパン
小間番号 未定

中間体

High-tech enterprise integrating R&D, sales and production
Manufacturing of pharmaceutical intermediates and
phosgene derivatives, customer synthesis and contract
manufacture are our main business.

Side Chain for Meropenem
Intermediate for Penem

ZHEJIANG HAPPY CHEMICAL CO., LTD.（中国）
GMP- 日本

GMP- アメリカ

インファーマジャパン
小間番号 A5-53

GMP- ヨーロッパ

API・原薬、 中間体、ファインケミカル（化合物、 誘導体、 触媒な
ど）、 化粧品原料

高品質低コスト

医薬原薬
品質が優れている
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

インファーマジャパン 2019
（株）ケアプラスワン（韓国）

インファーマジャパン
小間番号 A6-32

API・原薬

韓国の優秀な製薬会社から生産された API を紹介する商社です。

アジルサルタン
医薬品原薬

サイノファーム台湾（台湾）
GMP- 日本

GMP- アメリカ

インファーマジャパン
小間番号 A3-29

GMP- ヨーロッパ

API・原薬、 中間体、カスタム合成、 受託合成

www.scinopharm.com.tw/JP/index.asp
原薬から製剤まで、ワンストップ受託サービス提供

受託

高活性原薬スペシャリストであるサイノファーム台湾では、 出発物質
から原薬、 注射剤までの受託研究開発・製造を手掛けます。 バイア
ルは細胞毒性、カートリッジ及びプレフィルドシリンジは高生理活性
製剤に対応可。

プロセス設計、 安全性評価、 分析法開発、
スケールアップ、 規格設定、 豊富な実績

ドーバー・ケミカル（アメリカ）
技術者同席

インファーマジャパン
小間番号 A6-61

新製品・新技術

その他

製造工程の洗浄時間を劇的に短縮します！

Chematic 454
腸溶性コーティング製造設備等の洗浄時間
を、 劇的に短縮します。
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
ADVANTAPURE NEWAGE INDUSTRIES（アメリカ）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-32

技術者同席

その他、コンポーネント

Eliminate Leaks with AdvantaPure Molded Tubing Manifolds

APST Unreinforced Silicone Tubing

Reduce risk of contamination and eliminate production
stoppages with AdvantaPure Single-Use systems made
from AdvantaSil silicone tubing and hose or AdvantaFlex
TPE tubing.

Platinum-cured silicone tubing for critical pharmaceutical, biopharm, cosmetic, and food
applications. Full BPOG standardized extractables test results available on request.

バイオ医薬 EXPO

BIOCS CO., LTD.（韓国）
技術者同席

小間番号 A10-29

新製品・新技術

保温・凍結保存容器、ポンプ、 バルブ、チューブ

www.biocs.co.kr/en
世界最軽量衛生配管及び付属品の可調整絶縁システム

Melamine Foam Insulation

メラミン発泡パイプ & フィッティング断熱材は軽量かつ、 洗浄性に
も優れているためクリーンルームに最適です。

メラミン発泡パイプ & フィッティング断熱材は軽量かつ、
洗浄性にも優れているためクリーンルームに最適です。

Pharma-sulation

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-55

DM BIO LTD.（韓国）
技術者同席

バイオ医薬品受託製造（CMO）、タンパク質発現・精製・生産受託、
安全性・品質評価受託、 その他受託サービス

http://www.dmbio.com/main/index.do?langType=JP
高品質、スピードとコストに優れたバイオ医薬品受託製造サービス

[ バイオ医薬品（抗体医薬品、組み換えタンパク質）受託製造サービ
ス ]・バイオ医薬品の原薬製造及び製剤化・シリンジ製剤の充填及び
包装・品質試験・工程開発・製造記録などの GMPドキュメント提供
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[ バイオ医薬品（抗体医薬品、 組み換えタン
パク質）受託製造サービス ]
バイオ医薬品の原薬製造及び製剤化シリンジ製剤の充填及び包装品質試験工程開発製造記録などの GMPドキュメント
提供 [ バイオ後続品パイプライン ]Herceptin BS CandidateHumira BS CandidateStelara BS Candidate

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
EQUILIBAR PRECISION PRESSURE CONTROLS LLC（アメリカ）
技術者同席

バイオ医薬 EXPO
小間番号 未定

世界初・日本初

ポンプ、 バルブ、チューブ

https://www.equilibar.com
バイオ医薬アプリケーション向けの斬新な流体制御弁

Equilibar サニタリー背圧弁

サニタリー、 バイオ医薬向けの革新的で Equilibar 社のバルブを見 Equilibar FDシリーズサニタリー背圧弁はバイオ医薬のプロセスで使われ正確な流量、
にお立ち寄りください。サンプルを展示致しますのでシンプルなつく 圧力制御を可能にし、シンプルで小型であり保守管理、オートメーションが容易です。
り、 正確さをご確認ください。日本語、 英語両方にて対応致します。

GENOVIOR BIOTECH CORPORATION（台湾）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A8-52

技術者同席

バイオ医薬品受託製造（CMO）、タンパク質発現・精製・生産受託、
その他受託サービス、 バイオ医薬品原料・原薬

https://www.genovior.com.tw/
台湾の、 生物・腫瘍学における CDMO/CMO、 生物学的 API（医
薬品有効成分）製造、 注射剤開発製剤。

Genovior はプロセス開発、スケールアップ、製剤開発、並びに
cGMP & PIC/S 基準の生産性最適化に焦点を当てた CDMO であ

る。アウトライセンス可能のジェネリックプロジェクもございます。

CDMO/CMO in Taiwan, Biological/
Oncology. API. Injectables
Genovior はプロセス開発、スケールアップ、製剤開発、並びにcGMP & PIC/S 基準の生産性最
適化に焦点を当てた CDMO である。アウトライセンス可能のジェネリックプロジェクトもございます。
Genovior Biotech Corporation

HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.（インド）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A8-32

培地・試薬類、 動物実験受託

http://www.himedialabs.com
HIMEDIA FOR LIFE IS PRECIOUS

MICROBIOLOGY. MOLECULAR
BIOLOGY, TISSUE CULTURE
PCR MACHINES, CHEMICALS
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
バイオ医薬 EXPO
小間番号 A9-46

KBI BIOPHARMA INC.（アメリカ）
バイオ医薬品受託製造（CMO）、タンパク質発現・精製・生産受託、
安全性・品質評価受託、 バイオ医薬品原料・原薬

kbibiopharma.com
US based Biologics CDMO

バイオ医薬 CDMO サービス

CHO, 微生物由来のタンパク医薬の受託開
発・製造・分析

NORDSON MEDICAL（アメリカ）
技術者同席

バイオ医薬 EXPO
小間番号 未定

新製品・新技術

自動分注装置、シングルユースバッグ、コネクター、センサー

www.nordsonmedical.com
私達は世界クラスの使い捨て部品を提供します

CYLINDRAFlow™ マニフォールド

説明：私たちは世界中のバイオテクノロジー製造業者に送液コンポー
ネントを供給することでヒトおよびアニマルケアの医薬品開発におけ
る飛躍的な進歩を推進しています。

サンプリングや送液に使用

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A9-46

SELEXIS S.A.（スイス）
新製品・新技術

細胞株・ライブラリ、 バイオ医薬品受託製造（CMO）、タンパク質
発現・精製・生産受託、 バイオ医薬品原料・原薬

www.selexis.com
世界最先端の CHO 細胞株樹立。

バイオ医薬製造用 CHO 細胞（RCB）の確立
産生量が高く安定性が高い RCB の迅速な
確立
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-52

TFBS BIOSCIENCE INC.（台湾）
技術者同席

新製品・新技術

バイオ医薬品受託製造（CMO）、 安全性・品質評価受託

www.tfbsbio.com/
台湾でのウイルスベクター製造とバイオセーフティ試験

TFBS は台湾においてバイオセーフティ試験、前臨床 / 臨床サンプル
分析、ウイルスベクター製造、細胞バンク製造及び試験といった包括
的なサービスの提供をしております。

Biosafety, Bioassay and
Manufacturing
バイオセーフティ試験、 バイオアッセイ、 治
療用ウィルスベクター製造

TFBS Bioscience, Inc.

TIANGEN BIOTECH（BEIJING）CO., LTD.（中国）
技術者同席

バイオ医薬 EXPO

小間番号 A10-18

新製品・新技術

精製用カラム・担体

http://www.tiangen.com/en
TIANGEN BIOTECH-Professional, Reliable and Costefficient
Our mission is to help our customers achieve outstanding
achievements and breakthroughs in the fields of life
science, applied detection, biological pharmacy and
molecular diagnosis.

TIANprep Rapid Mini Plasmid Kit
It’s optimized from traditional alkaline lysis technology, by which plasmid DNA could be purified
within 8minutes. It allows the adsorption of DNA onto silica membrane in the presence of high salt.

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-50

UNCHAINED LABS（アメリカ）
技術者同席

新製品・新技術

世界初・日本初

スクリーニング機器・装置、 バイオ医薬品受託製造（CMO）、タン
パク質発現・精製・生産受託、 安全性・品質評価受託、 凝集体評価
システム・機器

http://www.unchainedlabsjp.com
STUNNER : 世界初 微量 DLS+ UV/VIS を 2ul で測定
バイオ医薬品の創薬スクリーニングから安定性評価、プロセス開発
&QC における最新のトレンド、 海外製薬企業のお客様の事例、 そし
て Unchained labs 社によるソリューションについてご紹介します。
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STUNNER スタナー
微量＆ハイスループット DLS+ UV/VIS

STUNNER
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
VETTER PHARMA INTERNATIONAL JAPAN CO., LTD.（ドイツ）
技術者同席

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-51

新製品・新技術

バイオ医薬品受託製造（CMO）

https://www.vetter-pharma.com/ja
注射製剤の無菌充填（シリンジ、カートリッジ、 バイアル）
セミナー情報：7 月 3 日（水）15:10 -15:40Vetter における治験薬製
造：核 酸 医 薬 治 験 薬 製 造 実 績 を 中 心 に 7 月 4 日（ 木 ）16:50
-17:20Vetter のおけるグローバル向けバイオ医薬品の開発・商業生産

バイオ医薬品受託製造
注射製剤の無菌充填（治験薬製造、 商業
生産）、 パッケージング

ウーシーアプテック（中国）
技術者同席

新製品・新技術

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A7-54

世界初・日本初

バイオ医薬品受託製造（CMO）、 安全性・品質評価受託、 動物実
験受託、 その他受託サービス、 バイオ医薬品原料・原薬

医薬品・生物医薬品・医療機器業務を取り扱う受託会社です
分析、プロセス研究・開発、ＡＰＩ製造、 薬物代謝・動態、 バイオロ
ジー、 薬理、 製剤、 毒性、ゲノム、 生物製剤製造、 抗体・バイオロ
ジー研究試薬の製造及び販売、 臨床試験及び製品登録に関するサー
ビスを提供致します

CDMO サービス
mAb、 ADC、タンパク質治療薬の発見、
開発、特性検討、製造受託を行います

コールダー プロダクツ カンパニー（アメリカ）
新製品・新技術

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A10-31

世界初・日本初

シングルユースバッグ、 培養装置、 ポンプ、 バルブ、 チューブ、コ
ネクター、センサー、 その他、コンポーネント

https://www.cpcworldwide.com
革新的なシングルユース無菌接続技術のご提案

アセプティクイック・ジェンダレス AQS/AQG/
AQL シングルユース無菌接続コネクター

革新的な無菌接続技術のご提案シングルユース接続コネクターやディ 1/8 インチ（3.2mm）～最大 1 インチ
スコネクター、 ステンレスと樹脂配管のハイブリッドシステム用途バ
ルブを展示いたします。
コールダー・プロダクツ・カンパニー
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO 2019
上海メディシロン生物医薬（有）
（中国）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A9-61

技術者同席

タンパク質発現・精製・生産受託、 安全性・品質評価受託、 動物実
験受託、 その他受託サービス、 創薬シーズ

http://www.medicilon.com/
創薬初期から IND 申請まで、 各ステップでの支援を行います

化学合成

Medicinal Chemistry 部門では、化合物を設計し合成します。Custom Synthesis 部門は試薬や中間体の
合成を行い、Process Chemistry 部門では規制要件を考慮しながら候補化合物のスケールアップを行います

バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）
（アメリカ）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A8-29

イメージング機器 / 細胞解析装置、フローサイトメーター、 セルソー
ター

http://www.bio-rad.com/
ターゲット探索から生産スケールアップまで創薬の効率化に貢献

ZE5 Cell Analyzer
十分な蛍光検出数と柔軟なサンプルローダーを備え、ハイスループッ
トにも対応する柔軟性を持った革新的フローサイトメーターです。

富士フイルム ダイオシンス バイオテクノロジーズ（アメリカ）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A11-56

バイオ医薬品原料・原薬

http://WWW.FUJIFILMDIOSYNTH.COM
バイオ医薬受託製造サービス（CDMO）のご提案

バイオ医薬受託製造サービス（CDMO）
のご提案
バイオ医薬受託製造サービス（CDMO）
のご提案
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

バイオ医薬 EXPO

2019

ファーマラボ
EXPOEXPO
2019
ファーマラボ
2019
ベーリンガーインゲルハイム（ドイツ）

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A9-62

バイオ医薬品受託製造（CMO）、タンパク質発現・精製・生産受託、
バイオ医薬品原料・原薬

http://www.bioxcellence.com
バイオ医薬品受託製造のリーディングカンパニー

バイオ医薬品受託 CMC 開発・製造

DNA 段階から最終製品化に至るまで、すべてのプロダクション・テク
ノロジー・チェーンを請け負うことができ、顧客のニーズに合ったバイ
オ医薬品受託開発・製造のサービスを提供しています。

バイオ医薬品受託製造のリーディングカンパ
ニー

レビトロニクスジャパン（株）
（スイス）
技術者同席

新製品・新技術

バイオ医薬 EXPO
小間番号 A8-24

世界初・日本初

自動分注装置、 その他、 培養機器・設備、 その他、 分離・精製・濃
縮装置、ポンプ、 バルブ、チューブ、コネクター、センサー

https://www.levitronix.com/ja
低剪断デザイン・高細胞生存率をサポートの超高純度液体管理

PuraLev® コンソル LCO-i100

レビトロニクスのポンプと流量計は低剪断で高細胞生存率をサポート PuraLev® コンソールはレビトロニクスマグレブポンプ・Leviflow® 超音波流量センサと他のアクセサリー
した設計によって、 バイオプロセス用途に理想的な製品です。 様々 を合体させるシステムで極めて洗練されたユーザインタフェースと最新の外部接続機能を完備しています。
なでもを用意しますので、 是非ブースにお立ち寄りください。
Levitronix

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

BIOTECHPHARMA UAB（リトアニア）
技術者同席

新製品・新技術

研究開発受託、 合成・作製受託、 発現・精製・生産受託、 細胞作
製・培養受託、 その他受託サービス

http://www.biotechpharma.lt/
バイオ医薬品のプロセス開発から製剤化までトータルでサポート
クローニング、プロセス開発、 GMP 製造、 製剤化まで一気通貫で
受託することが可能です。 全ての分析を自社内で完結し、 スピー
ディーな開発サービスをご提供いたします。
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バイオ医薬受託開発製造
クローニング、プロセス開発、GMP 製造、製剤化まで一気通貫で受託することが可能
です。全ての分析を自社内で完結し、スピーディーな開発サービスをご提供いたします。

Biotechpharma
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
ファーマラボ EXPO
小間番号 A17-10

CRYOPDP（フランス / 日本）
技術者同席

新製品・新技術

物流・輸送受託、 その他受託サービス、 保温装置

cryopdp.jp
再生医療の定温輸送、 凍結細胞輸送をサポート致します。

CRYOPDP はコールドチェーンに特化した輸送を国際規模で提供し
ています。ドライアイスやドライシッパーを使用しての輸送サービスを
お客様のご予算や用途に応じて最善の方法をご提案致します。

医療品物流サービス
温度管理の必要な再生医療・細胞医薬品を
安全に輸送致します。

CRYSTAL PHARMATECH CO., LTD.（中国）

ファーマラボ EXPO
小間番号 A16-30

技術者同席

研究開発受託、 試験・検査・解析・分析受託、 その他受託サービス

www.crystalpharmatech.com
薬物固体研究開発に関する包括的なサービスを提供する企業です

7000㎡ オフィス及び試験室面積 500 社以上のグローバル製薬企業
にサービスを提供し、 協力関係を構築しております 1200 種以上の
新薬化合物に対して薬物開発サービスを提供しています

多形スクリーニング / 塩および共結晶スク
リーニング
熱力学に関する研究安定性及び溶解度プロ
ファイル評価リード結晶形の提案

CRYSTALGEN（LINHAI）BIOSCIENCES CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

ファーマラボ EXPO
小間番号 A14-8

世界初・日本初

www.crystalgen.com
世界最高の生物分解性実験室用消耗品

生分解性グリーンカルチャーフラスコ

内の土によって分解することができる生のポリマー製廃棄後 1 年、ま
たは堆肥化条件下で 70 日間。 LNE EN13432 生分解性報告書およ
び FDA による認証生物医学的アプリケーション
38

内の土によって分解することができる生のポリマー製廃棄後 1 年、または堆肥化条件下で 70
日間。LNE EN13432 生分解性報告書および FDA による認証生物医学的アプリケーション

Crystalgen
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
ファーマラボ EXPO
小間番号 A14-27

CYANAGEN SRL（イタリア）
技術者同席

新製品・新技術

タンパク染色用試薬・キット、フローサイトメーター、セルソーター、
免疫染色関連試薬・キット、 抗体・酵素・試薬、 実験器具・材料・
備品

http://www.cyanagen.com
分子生物学用試薬

IR BLOT

Cyanagen は、分子診断用試薬の研究、開発、製造を専門とする
Biotech 企業です。 主な製品はバイオアプリケーション用の化学発
光および蛍光基質です

IR-BLOT 700 および IR-BLOT 800 二次抗体は、多色赤外蛍光ウェスタンブロッティング用
に最適化されています。抗体は交差吸着性が高く、最適なシグナル対ノイズ比を提供します
CYANAGEN

ファーマラボ EXPO

EUROFINS DISCOVERY（アメリカ）
技術者同席

小間番号 A16-24

新製品・新技術

研究開発受託、 創薬支援サービス（PgX･ スクリーニング受託 ･ 抗
体作製など）、 動物実験受託

https://www.eurofinsdiscoveryservices.com/
低分子からバイオ医薬品まで：創薬開発のトータルソリューション

in vitro 薬理学アッセイ・表現型プロファイリング・安全性および有効
・カスタムタンパク質・創薬化学・ADME
性評価（in vitro/in vivo）

毒性試験・カスタムアッセイ他、弊社の創薬支援プラットフォームを一
挙にご紹介

in vitro 薬理学アッセイ
多岐に渡る創薬ターゲット（GPCR/Kinases/NHR/RTK/iOnc/KILR/Interleukin/Ion Channels 他）
に対して、化合物スクリーニングおよびプロファイリングに最適な製品および受託試験サービスをご提供

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

GATTEFOSSE SAS（フランス）
技術者同席

新製品・新技術

その他受託サービス、 創薬シーズ

https://www.gattefosse.com/
難溶性薬物溶解・経皮浸透技術をサポートいたします。
難溶性（脂溶性） API 可溶化、 外用薬全般に最適です。日本製薬
メーカー向け website 有。

植物由来脂質・脂肪酸添加剤
難溶性薬物可溶化、皮膚浸透補助、分散、滑沢剤等【Labrasol】用途：溶解補助剤（経口用及び経皮用）【Compritol
888 ATO】用途：徐放性基剤（経口用）、滑沢剤（経口用）、マスキング剤（経口用）、油性相用増粘剤（経皮用）

Gattefosse
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※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
INTEGRA BIOSCIENCES K.K.（スイス）
技術者同席

新製品・新技術

ファーマラボ EXPO
小間番号 A14-34

世界初・日本初

PCR、 その他ゲノミクス関連機器・機材、 その他タンパク実験 関連

機器・機材、 培地分注システム、 分注装置

www.integra-biosciences.com
新付属品 - ASSIST PLUS ピペッティングロボの利便性が更に向上！
新付属品は細胞ベースアッセイに用いる傾斜プレートホルダーと、ク
ライオチューブラックです。その他特殊な容器ホルダーや手順への対
応を強化予定。 7 月 4 日 11 時より製品セミナーにて各種アプリケー
ション例を紹介。

ASSIST / ASSIST PLUS ピペッティング

ロボット

VIAFLO や VOYAGERピペットを使い複雑なプロトコルを全自動化。最小の追加投資（全自動の
ワークステーションの 1/2 から1/10 の費用）で大幅な省力化、高再現性、生産性向上を実現する。
INTEGRA Biosciences AG

JIANGSU QINGQUAN CHEMICAL CO., LTD.（中国）
技術者同席

新製品・新技術

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

世界初・日本初

合成・作製受託、 その他受託サービス、 創薬シーズ

http://www.qqpharm.com/
環境調和型高機能エーテル系溶剤 : 2-MeTHF ～脱 THF の新時代
へ～

THF より溶解度・回収率が高い。水難溶性なので、反応後の分液が

容易です。

2-MeTHF
次世代グリーン溶媒。 THF より溶解度・収
率が高い。

Jiangsu Qingquan Chemical（QQ
Chem）

LAVIANA PHARMA CO., LTD.（中国）

ファーマラボ EXPO
小間番号 A16-30

世界初・日本初

研究開発受託、 合成・作製受託、 試験・検査・解析・分析受託、 装
置製造・試作受託サービス

www.lavianacorp.com.cn
楽威医薬 - 坚持して化学で世界を変える !

2005 年に设立して、制薬业界の技术とアウトソーシングのサービスを
提供するハイテク企业で、同时に CMC のサービスも提供しています。
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Intermediates, RSM and API ;CMC
services for innovative drug
Laviana Pharma founded in 2005 is a high-tech enterprise, specializing in providing process and
manufacture outsourcing services（CDMO）for the pharmaceutical industry, also providing CMC services.

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
ファーマラボ EXPO

LUBRIZOL CORP.（アメリカ）
技術者同席

小間番号 未定

新製品・新技術

その他受託サービス、 創薬シーズ

カーボポール（カルボキシビニルポリマー）をご提供いたします。

医薬用カーボポール（カルボキシビニルポリ
マー）

ゲルマトリックス化徐放剤、 外用薬に最適です。日本製薬メカー向け 徐放性基剤（シングル及びマルチプルユニッ
website 有。
ト）、 増粘剤。
Lubrizol

ファーマラボ EXPO

MYCENAX BIOTECH INC.（台湾）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 A14-13

世界初・日本初

バイオプロセス関連製品 ･ サービス

www.mycenax.com.tw
Total Solution for Biologics. Your Best CDMO Partner!
Mycenax as a bio-CMC based company, we are focusing
on: 1）CDMO service, and 2）biological drug development
including new biologics entities and biosimilars.

LusiNEX（tocilizumab-similar）

1. A biosimilar version of RoActemra/Actemra.2. A Ph 1 study is finished in AUS; a global Ph 3 study
is under preparation based on EMA consultation feedback. 3. Looking for co-developer for Ph 3.

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

NEOCERAM S.A.（ベルギー）
技術者同席

世界初・日本初

その他バイオ医薬研究支援製品、 分注装置、 精密・微細加工技術

www.neoceram.com
高精度充填用セラミックポンプ

容積式セラミックポンプ

Neoceram は、高精度な液体充填のための液体充填ソリューション

を提供する企業です。 弊社、特に少量および中容量のバイオ・無菌
製剤の充填を得意としています。
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お客様保有の既設充填機と完全に互換性がある弊社のセラミックロータリーピストンポンプは、当社独自の高純
度セラミック、ファーマロクス（Pharmalox）とファーマジルク（Pharmazirc）を使用して製造されています。
製造 : Neoceram
※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
ファーマラボ EXPO

PFANSTIEHL INC.（アメリカ）
技術者同席

新製品・新技術

小間番号 未定

世界初・日本初

培地、 細胞作製 ･ 培養受託、 発現・精製・生産受託、 細胞作製・培
養受託、 創薬シーズ

http://www.pfanstiehl.com/
世界 No.1 の実績を誇るバイオ医薬品用添加剤のご紹介

バイオ医薬用・超高純度・低エンドトキシン
添加剤

バイオ医薬品用添加剤のリーディングカンパニー,Pfanstiehl 社が出
展します。 Pfanstiehl 社の製品は、 多くのブロックバスター薬に採
用され、 各製造工程で有効とされる、 超高純度グレード添加剤をご
紹介いたします。

3 極対応 ,GMP,ICH Q3D, 優良監査実績。バイオブロックバスターに多数実績有。製品：下
記の超高純度・低エンドトキシングレード◆糖及び糖アルコール◆アミノ酸◆無機化合物等

Pfanstiehl

PIRAMAL HEALTHCARE UK LTD.（イギリス）

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

技術者同席

バイオ医薬品開発支援サービス、 その他バイオ医薬研究支援製品、
研究開発受託、 創薬支援サービス（PgX･ スクリーニング受託 ･ 抗
体作製など）

http://piramalpharmasolutions.com/
抗体薬物複合体（ADC）の開発から製造までをトータルでサポート

ADC の受託開発製造

Antibody Drug Conjugate, development to manufacturing

ADC 受託製造サービスは、ADC の Proof of Concept の研究、コンジュゲーショ
ンプロセスと分析開発、GMP 製造、ADCフィルフィニッシュまでを受託します。

ファーマラボ EXPO
小間番号 未定

REMEMBRANE SRL（イタリア）
技術者同席

培地、 再生医療等製品・技術、 バイオプロセス関連製品 ･ サービス、
バイオ医薬品開発支援サービス、 その他バイオ医薬研究支援製品

https://remembrane.com/
収量改善や有効性向上に貢献する " 脂質 " 培地サプリメント
膜の脂質組成を変化させ、 細胞成長やエクソサイトーシスの促進によ
る収量向上や、 生理的・病理的な膜の再現を可能にします。
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脂質ベースの培地添加剤 Refeed （R）
膜の脂質組成を変化させ、細胞成長やエクソサイトーシスの促進
による収量向上や、生理的・病理的な膜の再現を可能にします。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO 2019
ファーマラボ EXPO
小間番号 A16-7

SINO BIOLOGICAL INC.（中国）
世界初・日本初

抗体・酵素・試薬

http://sinobiological.com
世界最大の試薬ラインナップ

Recombinant Protein

弊社のブースで無料試用クーポンを贈ります

>10 years’experience; >6000 recombinant proteins; Five protein expression systems; >85% expressed
by eukaryotic cells; Bioactivity validated; High purity & low endotoxin; Animal free & carrier free

STRATEC CONSUMABLES GMBH（オーストリア）

ファーマラボ EXPO
小間番号 A18-9

技術者同席

装置製造・試作受託サービス

www.stratec.com
スマートポリマーコンスーマブル - 皆様の OEM サプライヤに

Bonding
Thermal Compression Bonding, Solvent supported Low Temperature Polymer
Bonding, Laser Welding, High Precision Bonding, Pressure Sensitive Bonding（PSA）

ファーマラボ EXPO
小間番号 A14-13

TPG BIOLOGICS（台湾）
研究開発受託、 合成・作製受託、 発現・精製・生産受託、 試験・検
査・解析・分析受託、 細胞作製・培養受託

CRO/CDMO Services and Biosimilar Production Clones
TPG Biologics, now part of MYCENAX BIOTECH INC.,
specializes in cell line development and process
development. In addition, we have a pipeline of ready-toship RCBs of many biosimilar cell lines.
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CRO/CDMO for cell line development
of mAb and other proteins
TPG（part of Mycenax）provides customized contract research services for early stage research &
development.-CHO and Sp2/0 cell lines-Upstream and downstream process development-Antibody humanization

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。

ファーマラボ EXPO
再生医療 産業化展

2019
2019

ファーマラボ EXPO
小間番号 A13-14

VIEWORKS CO., LTD.（韓国）
新製品・新技術

イメージング、 画像解析システム、 顕微鏡用カメラ、フィルタ、 その
他イメージング関連製品、 動物実験受託、 画像解析ソフト

https://www.vieworks.com/eng/Main.html
前臨床用 高感度インビボイメージング / 分析システム

Visque InVivo Smart は、高感度画像センサーと sCMOS
（scientific CMOS）を搭載した前臨床用インビボ蛍光イメージング /
分析システムです。

VISQUE
sCMOS （scientific CMOS）を搭載した
高感度イメージングカメラです。

プレシジョン・アンティボディー（アメリカ）
技術者同席

ファーマラボ EXPO
小間番号 A18-11

新製品・新技術

発現・精製・生産受託、 試験・検査・解析・分析受託、 細胞作製・
培養受託、創薬支援サービス（PgX･スクリーニング受託 ･ 抗体作製
など）

www.precisionantibody.com
使用目的に適った高い結合親和力のモノクロ抗体を 60 日で納入。

受託抗体抗体開発

抗原作製から抗体ヒト化まで包括的なサービスを提供します。目的に 高親和性・低解離速度の抗原特異的抗体
適った高い結合親和力を持つモノクロ抗体を約 60 日でお届けします。 （抗原のデザインから抗体作製まで）
抗体医薬、 診断用抗体の開発を 20 年にわたりサポート。

再生医療 産業化展
小間番号 A4-6

ALBCURA CO.（台湾）
技術者同席

新製品・新技術

世界初・日本初

再生医療等製品・細胞治療

https://www.albcura.com/
化学組成が明確な組換えアルブミンで、 卓越した細胞培養を！

Albcura は、私達の専門家チームと一緒に産業上の問題を解決する

ことを目的とした研究ベースの会社です。より効果的でより手頃な価
格の医薬品ソリューションを世界にもたらす。
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deAlbumin
化学組成が明確な酵母由来組換えアルブミンで、卓越した細胞培養を! 製造過程で一切のヒト/ 動物由来の成分
を使用しておりません。本製品は脂肪酸及び栄養物（血しょう由来アルブミン中に存在）が組成されています。

※最新の小間番号は会場案内図をご確認ください。
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2019 年 7 月3日［水］▶ 5日［金］ 東京ビッグサイト（西・南・青海展示棟）で開催
13
2小間

11
2小間

医 薬 品・
化 粧 品・Entrance/Exit
再 生 医 療 分 野 日 本 最 大 の 国 際 1号館
見本市
出入口

水上
Wat

交通のご案内 Access to the venue
りんかい線 Rinkai Line
東京テレポート駅

Tokyo Teleport Station

下車
徒歩約 2 分
2 min. by walk

東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall

経路 From near stations
〈 最寄駅からの
会場へのアクセス〉
所要時間は、交通状況により前後します
至：大崎
至：新木場
りんかい線
東京テレポート 駅

6 min. by walk

青海 展示棟

ゆりかもめ Yurikamome Line

Aomi Station

4分

4 min. by walk

お台場海浜公園駅

Odaiba Kaihinkoen Station

下車
徒歩約

6分

6 min. by walk

6

Tokyo Teleport Station

東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall
東京ビッグサイト
青海展示棟
Tokyo Big Sight Aomi Hall

青海（あおみ）駅
至：新橋

徒歩

Tokyo Big Sight Aomi Hall徒歩7分

無料 巡回バス

2

交通案内の詳細は
ゆりかもめ「青海駅」

2019年3月に「国際展示場正門駅」から改称

東京ビッグサイト駅

徒歩 約

4 min. by walk

Aomi Station
▶ www.interphex-japan.jp

※4

至 大崎
To Osa

（所要時間 5 分）
ゆりかもめ
※4

（所要時間
約
分 2分）

2 min. by walk

国際展示場 駅

青海展示棟

分

りんかい線「東京テレポート駅」

徒歩 4 分

青海駅

Odaiba
Kaihinkoen
Station
（所要時間
2分）

ビッグサイト
徒歩 約

あおみ

下車
徒歩約

ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」

徒歩2 分

至：豊洲

徒歩3 分

4

分

ビッグサイト

西 展示棟 南 展示棟

西ホールと青海展示棟間で、頻繁にシャトルバスを運行します。
（所要時間：5 分）
Free shuttle bus (Duration : 5min.)

西展示棟・南展示棟・青海展示棟 3つの会場にご来場ください！

ホール 1階

West Halls 1F

医薬品・化粧品・再生医療 分野 日本最大の国際見本市

2019 年 7 月 3 日［水］▶ 5 日［金］ 東京ビッグサイト・青海展示棟で開催

ぜひ、ご来場ください！
招 待 券 請 求 は こ ち ら

h t t p s : / / w w w. i n t e r p h e x . j p / i n v

