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大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号
彩都バイオヒルズセンター
電話 （０７２） ６４０－１２６０ （代表）

経歴書
■会社概要

■沿革

名

称

八洲薬品株式会社

昭和２３年 ４月

大阪市西区京町堀にて営業開始

住

所

〒５６７－００８５

昭和３９年 ６月

徳島県小松島市に四国営業所を開設

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号

昭和４２年 ４月

池田市に池田営業所を開設

彩都バイオヒルズセンター

昭和４３年 ２月

八尾市に大阪工場を開設

電 話 （０７２）６４０－１２６０ （代表）

昭和４５年 ２月

堺市に堺営業所を開設

ＦＡＸ （０７２）６４０－１２７１ （代表）

昭和４７年 ６月

大東市に大東営業所を開設

役

員

設
資

本

代 表 取 締 役 社 長

廣岡祥弘

昭和４７年 ７月

大東市に大阪工場を新築移転

専務取締役

井岡達也

昭和４７年 ８月

香川県高松市に高松営業所を開設

常務取締役

山田龍寛

昭和５５年 ４月

和歌山市に和歌山営業所を開設

昭和５６年１０月

四国営業所及び高松営業所を分離し、

立

昭和２３年４月

金

３，４１５万円

主要取引銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行天満支店

四国八洲薬品株式会社を設立
昭和６０年 ５月

三井住友銀行備後町支店
紀陽銀行本店
営
堺

業
営

所
業

所

〒５９２－８３３３

池田営業所・大東営業所を統合
平成 ６年 ８月

大東市に京阪奈営業所を開設

平成１４年 ４月

神戸市に神戸連絡所を開設

平成１８年 ５月

現在地に本社を新築移転

堺市西区浜寺石津町西１丁４番２０号
電 話 （０７２）２４４－１３６８ （代表）
ＦＡＸ （０７２）２４４－４０５５
和歌山営業所

京都市に京都連絡所を開設
京都連絡所を京都営業所に名称変更

平成２６年１０月

資本金 ３，４１５万円に増資

和歌山市鳴神７４６－３番地

■営業内容

電 話 （０７３）４７３－５９５１ （代表）

和光純薬工業株式会社代理店
試験、研究用試薬、ならびに化成品の販売

〒５７４－００５７

医薬品ならびに臨床検査用試薬及び衛生材料の販売

大東市新田西町３番１０号

動物用医薬品ならびに水産、園芸関係の薬品及び機器具の販売

電 話 （０７２）８７０－２７１１ （代表）

分析試験用ならびに医療検査用機器具及び一般計量機器の販売
■取扱い品目

〒６５０－００４７

〇 試験・研究用一般試薬、有機合成試薬、化成品及び工業薬品

神戸市中央区港島南町１丁目５番地２

〇 精密分析用・各種クロマトグラフ用、原子吸光分析用、

神戸キメックセンタービル８Ｆ

電気泳動用、電子顕微鏡用、液体シンチレーション用、

電 話 （０７８）３０６－１７３９ （代表）

アミノ酸分析用、病理細胞診用、細菌培養用培地、

ＦＡＸ （０７８）３０６－１７５１
京 都 営 業 所

平成２２年 ６月
平成２２年１０月

ＦＡＸ （０７２）８７０－２７１０
神 戸 営 業 所

神戸連絡所を神戸営業所に名称変更

〒６４０－８３０３

ＦＡＸ （０７３）４７４－０４５３
京阪奈営業所

箕面市に本社を新築移転

〒６００－８８１３
京都市下京区中堂寺南町１３４番地

分析測定用標準物質、ガスクロマト用充填剤及び機器
〇 酵素、蛋白質、核酸、脂質等医化学生化学研究用試薬、
免疫化学、組織培養用、血清、抗血清及び機器具

京都リサーチパーク２号館５階

〇 分子生物学用・遺伝子工学研究用試薬及び機器具

電 話 （０７５）３２５－１１２２ （代表）

〇 臨床検査用試薬及び検査測定用機器具

ＦＡＸ （０７５）３２３－２００８

〇 環境汚染物質測定用試薬及び機器具
〇 電子天秤、メカニカル天秤、並びに特殊天秤等の
秤量器の販売及び修理
〇 イオン交換樹脂並びに純粋製造装置及び機器具
〇 医療、検査用器具、化学実験用器具等の洗浄剤及び
殺菌消毒剤
〇 其の他各国輸入試薬及び機器具

八洲薬品株式会社

主要仕入先 / 主要取引先一覧

■主要仕入先（順不同）
朝日ライフサイエンス株式会社

株式会社トミー精工

花王株式会社

アジレント・テクノロジー株式会社

株式会社ニチリョー

科研製薬株式会社

アズワン株式会社

株式会社ニチレイバイオサイエンス

株式会社カネカ

アフィメトリクスジャパン株式会社

日水製薬株式会社

株式会社カネボウ化粧品

アブカム株式会社

日本アルコール販売株式会社

カルナバイオサイエンス（株）

アボットジャパン株式会社

日本ウォーターズ株式会社

一般財団法人関西労働保健協会

株式会社医学生物学研究所

日本ケミファ株式会社

株式会社クボタ

栄研化学株式会社

日本ジェネティクス株式会社

クラシエ製薬株式会社

エッペンドルフ株式会社

日本フリーザー株式会社

クラシエホームプロダクツ（株）

エムエス機器株式会社

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

（株）クラブコスメチックス

株式会社エルメックス

ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン㈱

株式会社栗本鉄工所

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（株） 株式会社パーキンエルマージャパン

KBセーレン株式会社

大塚化学株式会社

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

コニカミノルタホールディングス（株）

大塚製薬株式会社

ビーエム機器株式会社

堺化学工業株式会社

カールツァイスマイクロスコピー株式会社

株式会社BizScience

沢井製薬株式会社

株式会社キアゲン

フナコシ株式会社

三栄源エフ・エフ・アイ（株）

極東製薬工業株式会社

プロメガ株式会社

参天製薬株式会社

久保田商事株式会社

ベックマン・コールター株式会社

サントリーホールディングス（株）

株式会社グライナー・ジャパン

株式会社ベリタス

塩野義製薬株式会社

コスモ・バイオ株式会社

北海道システム・サイエンス株式会社

ジェノミディア株式会社

コーニングインターナショナル株式会社

シネックスインフォテック株式会社

シスメックス株式会社

サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱

ミルテニーバイオテク株式会社

（株）生活品質科学研究所

ザルトリウス・ジャパン株式会社

メルク株式会社

新日本製鉄化学工業（株）

ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社

ユーロフィンジェノミクス株式会社

住友化学株式会社

株式会社三商

ライカマイクロシステムズ株式会社

住友ゴム工業株式会社

CSTジャパン株式会社

ライフテクノロジーズジャパン株式会社

住友電気工業株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

ダイキン工業株式会社

ジーエルサイエンス株式会社

ロンザジャパン株式会社

大日本住友製薬株式会社

シグマアルドリッチジャパン合同会社

和光純薬工業株式会社

株式会社ダスキン

シスメックス・ビオメリュー株式会社

田辺三菱製薬株式会社

株式会社スクラム

■主要取引先

中央微生物検査所

住友ベークライト株式会社

【会社関係】 （順不同）

東罐マテリアルテクノロジー（株）

生化学工業株式会社

アスビオファーマ（株）

東洋アルミニウム株式会社

タイテック株式会社

荒川化学工業株式会社

長瀬産業株式会社

タカラバイオ株式会社

アンジェスMG株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

ＤＳファーマバイオメディカル株式会社

上野製薬株式会社

新田ゼラチン株式会社

東京化成販売株式会社

（株）大阪血清微生物研究所

日本医学株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

大阪有機化学工業株式会社

（株）日本医学臨床検査研究所

東ソー株式会社

大塚化学株式会社

日本たばこ産業株式会社

東洋紡株式会社

小野薬品工業株式会社

日本農薬株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）

大阪労災病院

京都大学原子炉実験所

株式会社ノエビア

市立貝塚病院

京都府立医科大学

バイエル薬品株式会社

市立川西病院

京都薬科大学

パナソニック株式会社

関西医科大学付属病院

近畿大学各学部

フジッコ株式会社

関西電力病院

甲南大学

扶桑薬品工業株式会社

市立岸和田市民病院

神戸学院大学

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）

北野病院

神戸薬科大学

ヘルケルジャパン株式会社

きつこう会多根総合病院

学校法人 常翔学園

（株）ベルポリエステル プロダクツ

近畿大学医学部附属病院

同志社大学

本州化学工業株式会社

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

同志社女子大学

株式会社マンダム

（独）国立病院機構大阪医療センター

奈良先端科学技術大学院大学

三井化学株式会社

（独）国立病院機構大阪南医療センター

兵庫医科大学

三菱電機株式会社

（独）国立病院機構近畿中央胸部疾患センター

兵庫医療大学

森下仁丹株式会社

（独）国立病院機構刀根山病院

兵庫栄養調理製菓専門学校

山本化成株式会社

堺市立総合医療センター

立命館大学

ロート製薬株式会社

自衛隊阪神病院

和歌山県立医科大学

和光純薬工業株式会社

神甲会隈病院

和歌山大学

市立吹田市民病院
【病院関係】 （順不同）

（財）千里保健医療センター

【官公庁関係】 （順不同）

浅香山病院

公益財団法人田附興風会医学研究所

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

市立池田病院

市立豊中病院

大阪市健康局（大阪市健康福祉局）

泉大津市立病院

日本生命済生会付属日生病院

大阪市水道局

大阪医科大学三島南病院

日本赤十字社 近畿ブロック血液センター

大阪市役所

大阪警察病院

兵庫医科大学病院

大阪市立環境科学研究所

(独)地域医療機能推進機構 大阪病院

宝生会PL病院

大阪市立工業研究所

大阪市内及び大阪府下病院・医療機関

(独)地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター

大阪府下各市役所

大阪社会医療センター

松下記念病院

大阪府下各水道局

大阪市立各市民病院

箕面市立病院

大阪府立環境農林水産総合研究所

大阪市立総合医療センター

淀川勤労者厚生協会西淀病院

大阪府警科学捜査研究所

大阪市立大学医学部附属病院

和歌山労災病院

大阪府立食とみどりの技術センター

大阪赤十字病院

大阪府庁

大阪大学医学部付属病院

【学校関係】 （順不同）

大阪府立科学技術センター

大阪大学歯学部付属病院

大阪医科大学

大阪府立科学教育センター

大阪第二警察病院

大阪大谷大学

大阪府立公衆衛生研究所

大阪鉄道病院

大阪教育大学

大阪府立公害監視センター

大阪府下保健所

大阪歯科大学

大阪府立産業技術総合研究所

大阪府済生会富田林病院

大阪市立大学各学部

関西空港検疫所

大阪府済生会野江病院

大阪府立大学各学部

近畿管区警察局

大阪府立急性期・総合医療センター

大阪薬科大学

近畿厚生局麻薬取締部

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

関西医科大学

近畿経済産業局

大阪府立成人病センター

関西大学各学部

厚生労働省大阪検疫所

大阪府立精神医療センター

京都工芸繊維大学

国立循環器病研究センター研究所

大阪府立母子保健総合医療センター

京都大学

堺市衛生研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所
公益財団法人 先端医療振興財団
公益財団法人 東洋食品研究所
（財）日本食品分析センター
（独）農林水産消費安全技術センター
兵庫県伊丹・川西各市役所
国立研究開発法人理化学研究所
和歌山県各県事務所
和歌山市役所
和歌山市水道局

