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会社概要

社名 東北化学薬品株式会社

本社 青森県弘前市大字神田1-3-1

代表者 代表取締役社長 東 康夫

設立 昭和28年2月

資本金 8億2,040万円

従業員 237名 （連結：平成17年9月期）

売上高 17,956百万円 （連結：平成17年9月期）

事業内容 化学工業薬品・関連機器

臨床検査試薬・関連機器

食品添加物・関連機器

農業資材・関連機器

連結子会社 あすなろ理研株式会社

東北システム株式会社

会社沿革

昭和28年2月 青森県弘前市北瓦ヶ町で化学工業薬品の販売を目的
として東北化学薬品株式会社を設立

昭和29年8月 毒物劇物一般販売業の許可取得することにより、一般
の化学工業薬品の他に毒物劇物の化学工業薬品の販
売を開始

昭和30年6月 医薬品卸売一般販売業の許可取得することにより、医
薬品の販売を開始

昭和51年9月 高圧ガス販売事業の許可取得することにより、高圧ガ
スの販売を開始

昭和58年6月 化学工業薬品の製造をおこなうことを目的として、100%
子会社の東奥科研（株）（現 あすなろ理研（株）（現 連
結子会社）を設立

昭和63年8月 ソフトウェアの開発やパソコンの販売を目的として、子
会社の東北システム（株）（現 連結子会社）を設立

平成元年3月 自社所有の土地・建物の管理を目的として、100%子会
社の（株）東化地所を設立

平成4年10月 100%子会社（株）東化地所と合併

平成7年 6月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成14年1月 秋田支店においてISO14001の認証取得を受ける

平成15年1月 本社においてISO14001の認証取得を受ける

平成15年7月 岩手県盛岡市に生命システム情報研究所を開設

平成16年1月 岩手支店、仙台支店、山形支店においてISO 14001の
認証取得を受ける

平成16年12月 東北システム（株）においてISO9001の認証取得

平成17年1月 鶴岡営業所においてISO14001の認証取得

平成17年9月 日栄東海と資本提携及び業務提携



当社の特長 東北地方をドミナントに営業展開

50年以上の事業実績による顧客との信頼関係

顧客の要求を満たす設備や技術を保有

有益な情報提供力により高度なサービスを提供

弘前本社

大館営業所

むつ小川原営業所
青森支店

八戸支店

岩手支店

仙台支店

秋田支店

山形支店

米沢営業所

東京支店

営業エリア

（2006年3月31日現在）

生命システム情報研究所

盛岡営業所

鶴岡営業所
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化学工業薬品部門

▶ ICやLSIの半導体、液晶、ディスプレイ製造に欠かせない電子材料や高純度溶剤等の
先端技術関連の化学工業薬品の需要増

▶ 高性能･高純度要求増大によるクリーンルームや無塵衣、環境試験機器、電子顕微鏡
などの分析機器の需要拡大

【東北6県における製造出荷額推移】
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（千億円）

【東北地方の工場立地件数推移】 （敷地面積1,000㎡以上）

事業概要（1） 当社を取りまくマクロ環境（１）
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（出所：経済産業省統計） （出所：経済産業省「工場立地動向調査」）

注1） 東北6県+新潟県の件数

注2） 2005年は速報値

（年） （年）

（件／Plants)



当社を取りまくマクロ環境（２）

臨床検査試薬部門

▶ 2020年の高齢者人口（65歳以上）は3,455万人と総人口の27％に増加

▶ 健康維持問題の重要性の高まりや介護福祉市場の拡大加速

【国民医療費の推移】 【国民の人口比率の推移】
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（出所） 実績値は厚生労働省統計
予測値は矢野経済研究所

（出所） 2000年までは総務省統計局「国勢調査」
2010年からは国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

（年）

事業概要（2）
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事業概要（3） 化学工業薬品分野

事業内容

化学工業薬品/化学工業薬品関連機器販売

▶ 大学や研究所、各産業界に対し販売

顧客からの発注要請に迅速に対応できる諸設備を保有

► 大量の化学工業薬品配送用設備を保有（大ロット・小ロットともローリーで対応可能）
► 危険物用温調付きの特殊倉庫を保有

多品目の 先端技術関連の特殊工業薬品類を提供可能

► レジスト、現像液、剥離液、リンス液、反射防止膜等

生命研の事業とのシナジー効果により、バイオ市場への
拡販を図る

品目別販売実績
（平成18年3月期）

化学工業薬品
29.4億円

30.9%

関連機器
29.6億円

31.1%

5959億億円円
62.062.0%%

主要顧客

事業の特長
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国公立大学、各種研究機関
民間企業（半導体・液晶・製薬など）

危険物用温調付き倉庫危険物用温調付き倉庫



事業概要（4） 臨床検査試薬分野

当社の特長

臨床検査試薬/臨床検査関連機器の販売

▶ 医療現場のニーズを取り入れ、様々な
医療関連の試薬、機器等の取扱い、
臨床検査試薬・機器、画像診断関連機器
などの販売

国公立病院、民間医療機関、検査センター

設立から培われた大学・病院との強い結びつきにより、売上・利益を拡大

試薬リースによるシステム販売の提案

日栄東海との業務提携による販売

事業内容

主要顧客

7

品目別販売実績
（平成18年3月期）

試薬
16.4億円

17.2%

関連機器
11.2億円

11.8%

27.627.6億億円円
2929%%



事業概要（5） その他部門

食品分野/農業資材分野

▶ 豊かに広がる食の充実に欠かせない食品
添加物、食品素材

▶ 農薬および農業関連資材の販売、種苗、
花卉生産用鉄骨温室などの設備施設販売

品目別販売実績
（平成18年3月期）

農業資材分野
1.7億円

1.8%食品分野
6.8億円

7.1%

当社の特長

事業内容

主要顧客

8

食品工場、ＪＡ、共同防除組合等

食品分野では、顧客からの発注要請に迅速に対応できる納入体制

農業資材分野では、利益率の高い販売先（共同防除組合）への営業強化



事業概要（6） 各事業の業績推移・事業関連データ

【顧客業種別顧客比率（05年9月期）】
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【化学工業薬品部門売上高推移】（単位：百万円）
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（単位：百万円） 【臨床検査試薬部門売上高推移】
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（単位：百万円） 【その他の部門売上高推移】

【顧客口座数推移】
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【国立大学 売上高比較】 【鶴岡営業所売上高】

弘前大学 秋田大学 東北大学 岩手大学 山形大学 弘前大学
付属病院



当社グループ概要

企業集団の系統図

あすなろ理研㈱

化学工業薬品、臨床検査試薬、その他・アフターサービス

化学工業薬品・
農業関連分野
（アグリビジネス）

化学工業薬品関連機器
アフターサービス

受注オンライン発注

東
北
化
学
薬
品
㈱

生命システム
情報研究所

化学工業薬品、臨床検査試薬、
その他・アフターサービス

臨床検査試薬関連機器・アフターサービス

仕
入
先
（
メ
ー
カ
ー
）

お
客
様

東北システム㈱

事業概要（7）
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当社のビジネスモデル

【 東北圏 】

【 関東圏 】

お
客
様

お
客
様

メ
ー
カ
ー

当

社

生命研

生命研販売
代理店 メ

ー
カ
ー

商品

商品

商品

商品

技術的サービス支援

▶ 先端技術関連情報
▶ ハイテク関連機器情報

▶ 検査に関連する 新情報

営 業

様々なサービス提供

事業概要（8）

①当社の販売支援
②当社社員への技術指導
③お客様への受託解析サービス

当

社

11



当社の強みと特長

顧客から信頼される商品供給力を保有

▶ 各拠点に安全性が高い貯蔵施設を配置し、信頼度の高い優れた保管体制を保持

▶ 顧客からの緊急な商品に対して、迅速な対応が可能

専門性が高く、情報提供力を武器にした営業を実践

▶ 昭和28年の創業以来、化学工業薬品メーカーや臨床検査試薬関連メーカーとの
強固な結びつきから様々な情報を提供可能

▶ 生命システム情報研究所からの様々な情報を利用した質の高い営業を実践

▶ 業務を熟知した多数の専門家を保有

顧客に対して、付加価値の高いサービスを提供

▶ 生命システム情報研究所による様々な試験・研究でのデータ解析サービスを提供

▶ 販売代理店に対しても付加価値のある情報を提供し、サービス強化をサポート

事業概要（9）
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危険物取扱者（甲種・乙種） ‥57名
毒物劇物取扱主任者 ‥60名
高圧ガス第一種販売主任者 ‥24名 （注）2006年3月末時点



2006年9月期上半期事業実績のポイント

好調な化学工業薬品部門により予想を6.9％上回る

95億円の売上高を達成

化学工業薬品部門は、半導体関連・製薬関連企業の売上高

拡大により前年同期比11.9％の増収（売上高59.5億円）

臨床検査試薬部門は、検査システム等が順調で前年同期比

3.2％の増収（売上高27.5億円）

その他の部門は、合理化や価格競争の激化により

前年同期比4.9％の減収（売上高8.5億円）
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財務データ（1） 連結損益計算書

連結損益計算書

2005年9月期
（中間）

2006年9月期
（中間）

対前期比 変動要因

売上高 8,847 9,515 7.5 化学工業薬品+627

売上原価 7,783 8,406 8.0

売上総利益 1,063 1,109 4.3

販売費及び一般管理費 875 924 5.6 人件費（厚生費含）+54

営業利益 187 185 △1.3

経常利益 204 194 △5.1

当期純利益 102 78 △23.3 減損損失44

（単位：百万円）
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財務データ（2） セグメント別業績

（単位：百万円）

セグメント別業績

売上高 売上総利益

2005年9月期

（中間）

2006年9月期

（中間）

前期比 2005年9月期

（中間）

2006年9月期

（中間）

前期比

化学工業薬品部門 5,277 5,905 11.9 580 641 10.5

臨床検査試薬部門 2,674 2,759 3.1 369 365 △1.1

その他部門 895 850 △5.0 114 103 △9.6

化学工業薬品分野

半導体関連分野を中心に売上が好調。地域的には、弘前、大館、鶴岡が売上拡大に貢献

臨床検査試薬分野

弘前地区ではＭＲＩ装置納入により、売上高12.4%増
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財務データ（3） 2006年9月期の業績見通し

2006年9月期の業績見通し

2005年9月期 2006年9月期

（予想）

対前期比

（％）

変動要因

売上高 17,956 18,700 4.1
化学工業薬品分野

+600（+6.0％）

売上原価 15,866 16,540 4.2

売上総利益 2,089 2,160 3.4

販売費及び一般管理費 1,786 1,835 2.7

営業利益 303 325 7.3

経常利益 325 355 9.2

当期純利益 158 145 △8.2 減損損失44

（単位：百万円）

利益率は、前年並みに達成し、増収増益を目指す

販売費及び一般管理費については、コンピュータ回線の切り替えによりコスト削減効果
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財務データ（4） 2006年9月期のセグメント別売上高見通し

2006年9月期のセグメント別売上高見通し
（単位：百万円）

2005年9月期 2006年9月期

（予想）

対前期比

（％）

変動要因

5.4
大館 +49

鶴岡+490

1.9

3.5

11,050

5,600

2,050

10,480

5,495

1,980

化学工業薬品部門

臨床検査試薬部門

その他部門

好調な化学工業薬品分野を中心に売上増加

化学工業薬品分野では、半導体関連企業への売上増加を目論む

臨床検査試薬分野では、機器販売に注力する
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中期経営計画
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売上総利益（単位：百万円）

売上高 ： 200億円

経常利益： 5億円

売上高 ： 200億円

経常利益： 5億円

2008年9月期 業績目標20082008年年99月期月期 業績目標業績目標
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事業戦略のポイント中期経営計画

「生命研」事業とのシナジー効果により、関東エリアへの販売を強化する

仕入先との関係強化を図り、各事業所における取扱製品のラインアップを

増やし拡販強化していく

病院検査部に対して、アウトソーイング（ＦＭＳ、ブランチラボ）からの

脱却を強力に支援することにより、臨床検査試薬関連の拡販を図る

現状の否定打破により市場変化への体質改革を図る

営業エリアの拡大、商品構成の充実を図るため同業専業卸との

連携、異業種との連携を推し進める

＊ ＦＭＳ＝検体検査の委託

＊ ブランチラボ＝検査室の委託
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東北化学薬品における

バイオITビジネス戦略

生命研シンボルマーク

20

第二部



事業概要（1） 生命システム情報研究所

生命システム情報研究所概要 （2006年7月25日現在）

開設 ： 平成15年7月1日

所在地 ： 岩手県盛岡市大通3-3-10

所長 ： 小岩 弘之 （学術博士）

従業員 ： 14名
（博士3名を含む研究員10名、秘書兼事務員1名）

事業 ：

▶ 当社のバイオ系営業活動支援

▶ 当社の営業員への技術･知識の習得支援

▶ 当社販売代理店への学術・技術サービス提供

▶ 当社顧客への技術セミナー等を通じた情報提供

▶ 遺伝子発現データ解析、テキストマイニングなどを通じて研究支援をし、
学術基礎研究･医学医療技術研究開発を加速させ社会貢献を目指す
（バイオITビジネス）

▶ バイオ系学術情報収集、先端バイオ学術セミナー企画、新規アイディア等の提言

▶ 産学連携バイオ共同研究等における対応と推進

当社営業部門への業務支援当社営業部門への業務支援

研究所としての事業展開研究所としての事業展開
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当社研究所設立のねらい事業概要（2）

22

バイオインフォマティクス（生物情報科学）による高度な
遺伝子発現データ解析。
ユーザとのコンサルティングにより問題発見とそれらの解
決への糸口を提供する、東北発の受託バイオITビジネス。

バイオインフォマティクスバイオインフォマティクス（生物情報科学）（生物情報科学）による高度なによる高度な
遺伝子発現データ解析。遺伝子発現データ解析。
ユーザとのコンサルティングによユーザとのコンサルティングによりり問題発見とそれらの解問題発見とそれらの解
決への糸口を提供する、東北発の受託バイオ決への糸口を提供する、東北発の受託バイオITITビジネス。ビジネス。

東北化学薬品（株）生命システム情報研究所東北化学薬品（株）生命システム情報研究所
「岩手盛岡から全国に先端バイオＩＴビジネスを発信」「岩手盛岡から全国に先端バイオＩＴビジネスを発信」

研究者が直面している「研究梗塞」状況を、
高度な遺伝子発現データ解析技術支援により改善打開し、

「研究高速」化と「円滑な研究循環」を促進する。

研究者が直面している研究者が直面している「研究梗塞」「研究梗塞」状況を状況を、、
高度な遺伝子発現データ解析高度な遺伝子発現データ解析技術支援により改善打開し、技術支援により改善打開し、

「「研究高速研究高速」」化化とと「「円滑な円滑な研究研究循環」循環」を促進を促進するする。。



高利益を狙うバイオＩＴビジネスで差別化

1. 高利益率商品「遺伝子発現データ解析・テキストマイニング・MOGERA®シリー

ズ」（解析データはアレイメーカーや種類を問わないバイオITビジネスの推進）。

2. マイクロアレイデータ解析、テキストマイニングビジネス推進。バイオITサービスを

当社が手がけることで、当社営業担当者は専門的顧客と対話する能力が高まり、

その信頼関係が構築される。

3. 遺伝子発現データ解析に特化したバイオが分かるバイオインフォマティクス専門

集団。優れたバイオIT企業からは協業を望まれる対象。彼らの技術やツールを有

利有効に活用化できる。顧客の希望に対応できる優れた解析メニューのライン

ナップ化推進と他社との差別化の集中が可能となる。

当社の特長と強み事業概要（3）
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受託遺伝子発現解析などの
サービス提供

▶ 当社の商品である遺伝子発現解析サービス
「MOGERA-AS」、「MOGERA-GE」、
高度文献マイニングサービス「MOGERA-GR」
及び 「MOGERA-ＴＤ」等を利用した顧客への
解析サービス提供。

近、新商品「MOGERA-BD」をリリース。
今後、更に商品追加予定

東北化学薬品グループへのサービス提供事業概要（4）

現在までのデータ解析受注事例

現在までのデータ解析引合事例

▶ 先端バイオに関する公開学術セミナーを
行い、バイオユーザーの知識習得に貢献
します（事例；2005年：弘前大遺伝子実験
施設セミナー、日本ＩＢＭとバイオエキスポ
に共同参加、仙台ＩＢＭ内での当社技術
セミナー、2006年：山形大医学部技術
セミナー、弘前大医学部技術セミナー等）

▶ セミナー後の顧客ニーズ把握により
顧客を把握

＜セミナー風景写真＞

当社の顧客・潜在顧客に対する
セミナー開催

北大、東北大学医学部、岩手医科大医学部、岩手大学
農学部、弘前大学医学部、秋田大学医学部、新潟大学
医学部、名古屋市立大学医学部、三重大学医学部、筑
波大学、東京女子医科大、防衛医科大学、（独）農業生
物資源研究所、大分大学医学部、自治医科大医学部、
第一アスビオファーマなど多数

東京大学医科学研究所、国立遺伝学研究所、岡山大学
医学部、鳥取大学医学部、理化学研究所、信州大学
農学部、九州大学医学部、広島大学医学部など多数
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商品紹介（1）
遺伝子発現データ解析サービス

「MOGERA
®
-AS」 、「MOGERA

®
-GE」
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商品紹介（2） 遺伝子発現データ解析サービス「MOGERA
®
-GR」
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商品紹介（３）
「MOGERA®-ＢＤ」

MOGERA®-ＢＤ

未知遺伝子への推定アノテーション付
加情報提供サービス。ゲノム配列、ア
ミノ酸配列から蛋白質３次元構造機能
予測解析サービス対応
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マイクロアレイの日本市場

DNAマイクロアレイは疾患関連遺伝子の解明、薬効薬理、毒性の遺伝

子レベルでの解明、将来のバイオ医療診断を導く。

DNAチップ日本市場規模（大学や公的研究機関中心に）は、 2005年

55億円。2015年には130億円（ 2005年度比236%）程度まで増加予想。

DNAチップ受託解析は2015年には約50億円へと拡大予想。（2006年

4月 シード・プランニング社）。

2015年には研究分野と診断分野をあわせた全体市場でおよそ300億

円程度（製薬企業を中心とした研究分野150億円、がんを中心とした

疾病診断分野150億円）の市場になると予測。今後、市場規模は減る

ことなく、拡大予想（2006年4月 シード・プランニング社）。

多数のバイオ研究者は、アレイ実験から得られた数理統計学的遺伝

子発現データ解析に戸惑っており、このような状況のため当社のよう

なスタイルの特化したバイオIT解析サービス需要が生まれ始めている。

DNAマイクロアレイは疾患関連遺伝子の解明、薬効薬理、毒性の遺伝

子レベルでの解明、将来のバイオ医療診断を導く。

DNAチップ日本市場規模（大学や公的研究機関中心に）は、 2005年

55億円。2015年には130億円（ 2005年度比236%）程度まで増加予想。

DNAチップ受託解析は2015年には約50億円へと拡大予想。（2006年

4月 シード・プランニング社）。

2015年には研究分野と診断分野をあわせた全体市場でおよそ300億

円程度（製薬企業を中心とした研究分野150億円、がんを中心とした

疾病診断分野150億円）の市場になると予測。今後、市場規模は減る

ことなく、拡大予想（2006年4月 シード・プランニング社）。

多数のバイオ研究者は、アレイ実験から得られた数理統計学的遺伝

子発現データ解析に戸惑っており、このような状況のため当社のよう

なスタイルの特化したバイオIT解析サービス需要が生まれ始めている。

業界動向（1）
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ゲノム配列関連のデータ数の急増
ゲノム情報関連のデータベースの拡大業界動向（2）

Growth of GenBank

36.6 Gbp

(Dec. 15,2003)

41.8 Gbp

(Aug. 15,2004)

44.6 Gbp

(Dec. 2004)

データの急増

今後も続く！
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今日、ゲノム網羅的な発現プロファイル解析は、強力な解析
ツールである。

プローブの数が膨大なため、網羅的な遺伝子発現解析が
可能となる（マイクロアレイ遺伝子発現解析）。

DNAマイクロアレイとは業界動向（3）
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マイクロアレイの今後の展開

バイオ事業、並びに医療現場への一層の普及を目指す。
臨床現場での実際の利用開始は、2010年頃が予想されている。

米国、欧州にてロッシュダイアグノスティックの臨床診断用アレイチップ
P450（アフィメトリクス製）承認発売。
日本も臨床試験が既に始まっている。

各社関連機器及びDNAチップの販売価格の著しい低下。
用途別DNAアレイチップの展開。

マイクロアレイ利用研究者の増加と裾野拡大

業界動向（4）
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企業連携協業の推進

企業連携により 新情報、技術協力や販売連携・展開で相互協力
できる。このことにより予想外の高い事業シナジーを生む可能性を
含む（日立ハイテク、和光純薬工業、コスモバイオ、フィルジェン、
インフォコム、日本IBM、トミーデジタルバイオロジー、
ファルマデザイン社など多数）。

Web上での相互リンクが可能になりユーザや社会における信頼評価
も高まる。

IT分野企業との協業化推進し、バイオとIT分野での融合の流れを
先取りできる。販売商社にメーカー的対応視点が生まれ、地方化学
系総合商社がMOT（技術経営）の実践事例を生み出す。

今後の戦略
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何故、当社は先端IT企業のIBMやInfocom社と協業
できたのか？ その理由・・・

日本IBM東京基礎研究所はライフサイエンス分野における
新規テキストマイニングシステムMedTakmi研究開発をし、
その活用先を模索。
当社生命研がバイオ分野の遺伝子発現データ解析の延長
上で全国規模での商品化を提案。

事例１：日本IBM社と協業連携

当社研究所は実際のバイオや生物実験を理解・経験してい
るバイオインフォマティクス研究者集団。バイオITビジネス
として、マイクロアレイデータマイニングビジネスを全国規模
で展開している。そこで高度なバイオ専門知識やバイオ技
術理解についても高く評価された。

理由：

協業戦略
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何故、当社は先端IT企業のIBMやInfocom社と協業
できたのか？その理由・・・

事例２：Infocom社と協業連携
当社生命システム情報研究所は、ライフサイエンス分野の受託バイオIT解析
ビジネスで 近、コンサルティング付の解析内容と質が高く評価されていた。
全国的規模のバイオITビジネス展開では注目されていた。

JASDAQ上場企業 Infocom社の受託PAサービスを、当社バイオITビジネスの
商流に載せてもらいたいとInfocom社より提案された。それは当社研究所の
バイオIT事業コンセプトに合致していた。

事例３：共同研究開発の推進

１）岩手医科大医学部及びJSTプロジェクト
脳血管新生関連（脳溢血や脳梗塞予防診断技術関連）

：過去３年間で共同で外部研究開発資金を獲得
平成１７年度１月よりJST予算獲得し、共同研究開発中

２）日本IBM東京基礎研究所
ライフサイエンス分野における新規テキストマイニングシステムの共同研究開発
：情報処理学会・国際学会発表と共同研究論文掲載など。
「ライフサイエンス分野向けテキストマイニング用辞書における不適切エントリー
の抽出」（情報処理学会研究報告：37－44：2005－FI－81）

協業戦略
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遺伝子ビジネスを支援するバイオIT関連技術革新

遺伝子情報解析技術
バイオと情報科学が融合した新しい分野のバイオインフォマティクスが生ま
れ、急発展しています。

データマイニング技術
膨大な数の遺伝子発現データをコンピュータ上にて専用解析ソフトを駆使し
て、遺伝子間の複雑な関係性を見出し、的確且つ効率的に該当遺伝子を絞
り込んでゆく高度な特殊解析技術です。

ライフサイエンス分野のテキストマイニング技術
これまでの膨大な文献情報から、コンピュータを駆使して研究目的に関連す
る可能性の高い文献を効果的に抽出する先端技術です。

バイオビジネスの動向用語説明
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将来見通しに関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社
の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するもの
ではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させて
いただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

IRに関するお問合せ先

東北化学薬品株式会社
経理部 部長代理 小寺 伸哉
電話： 0172-33-8101
e- mail:kodera@t-kagaku.co.jp

東北化学薬品ホームページ URL:  
//www.t-kagaku.co.jp

生命システム情報研究所ホームページURL:
//www.t-kagaku.co.jp/seimeiken/seimeiken.html
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