Peace of mind through diagnostic technology.
診断技術で、
安 心な毎 日を。
何気なく過ぎていくあたりまえの毎日も。
いつもとは違う特別なひとときも。
支えているのは、揺るぎない安心。
私たちタウンズは、独自の診断技術を追求し、
疾病の診断、早期発見のお手伝いをしています。
ひとりひとりの不安を取りのぞくことで、
世界中で未来への見通しをよくすることで、
安心な毎日を支え続けます。

Normal days that pass you by.
Special moments that are extraordinary.
All of these are sustained by unwavering
peace of mind.
With our proprietary diagnostic technologies,
TAUNS assists in the diagnosis and early detection
of diseases.
Building a better outlook throughout the world
by relieving worries, one by one.
We continue to help you live your life every day
without worry.

Message
from the CEO

Aiming to become a comprehensive
diagnostics company

Corporate Proﬁle

会社概要

株式会社タウンズ

Corporate Name

TAUNS Laboratories, Inc.

タウンズは、
体外診断用医薬品の大手企業の一つで、
様々な診断技術

創

業

1987年
（昭和62年）

Foundation

1987

を応用した体外診断用医薬品を製造し、
国内外へ販売しています。

代 表 者

代表取締役社長 兼 CEO 野中 雅貴

Representative

Masaki Nonaka, President and CEO

資 本 金

1億円

Capital

￥100 million

従業員数

253人
（2022年3月31日現在）

Employees

253 (as of March 31, 2022)

取引銀行

三菱UFJ銀行、
静岡銀行、
みずほ銀行

Banks

MUFG Bank, Ltd., The Shizuoka Bank, Ltd.,

決算期日

6月30日

事業内容

1.体外診断用医薬品、
研究用試薬等の開発、

Fiscal Year End

June 30

Scope of Business

1. Development, manufacture, sales and export/import

1987年の創業以来、高品質な製品と顧客サービスを提供する企業と
して、
医療機関のみならず、
研究機関や製薬・バイオベンチャー企業な
どからも、
広くご支持を頂きながら成長してきました。
グローバル規模で移動が行われる現代社会において、
感染症は、
人々
の生活や世界経済全体に大きな影響を与えています。
当社は、
このような環境の中、
研究開発に注力し、
新たな製品の開発、
品質改善に取り組み続けています。
また、
「診断技術で、
安心な毎日を。
」
をコーポレート・スローガンとして、
感染症診断の拡充に加えて、
感染症以外の診断領域への展開を進め、
人々の生活に安心と潤いをもたらす総合的な診断薬事業を行うことを
目指しています。
皆さまの変わらぬご支援をお願い申し上げます。

TAUNS is one of the leading companies in Japan in the ﬁeld of in vitro

人 々の 生 活 に 安 心 と 潤い を も た ら す

名

総 合 的 な 診 断 薬 企 業 を 目 指して

社

製造及び販売並びに輸出入
2.上記の中間体等の製造及び販売並びに輸出入

Mizuho Bank, Ltd.

of in vitro diagnostics and research reagents

3.医療用理化学測定機器、

2. Manufacture, sales and export/import of intermediates
of the above products

工業用測定機器、
医療機器等の開発、

3. Development, manufacture, sales and export/import

製造及び販売並びに輸出入

of medical physicochemical measuring equipment,

4.受託研究

industrial measuring equipment and medical devices

5.前各号に附帯関連する事業

4. Contracted research
5. Any and all business incidental or related to any
of the above-mentioned businesses

Business Sites

事業所

diagnostics. We manufacture in vitro diagnostic test kits that apply our
various diagnostic technologies and distribute them globally.
Since its foundation in 1987, TAUNS has grown and developed a reputation

本社・神島工場

Head Oﬃce/Kamishima Plant

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

761-1 Kamishima, Izunokuni-shi, Shizuoka 410-2325, Japan

for high-quality products and customer services, and gained widespread

TEL：0558-76-8181
（代表）

TEL：+81-558-76-8181

support from medical institutions, research institutes, pharmaceutical

営業企画部・学術部

Strategic Business Planning Department/Scientiﬁc Aﬀairs Department

companies and biotech start-ups.

TEL：0120-048-489 / 0558-76-0080

TEL：+81-558-76-0080

In modern society where people and goods move globally, infectious

ロジスティクス課

Logistics Section

TEL：0558-76-0050

TEL：+81-558-76-0050

diseases have a major impact on peopleʼs lives and the global economy.
Under these circumstances, we are focusing on R&D and will continue to
develop and improve our products.
Based on our corporate slogan of “Peace of mind through diagnostic
technology,” we are strengthening diagnostics for infectious diseases,
expanding into new diagnostic ﬁelds, and aiming to become a comprehensive
diagnostics company that will enrich lives and provide peace of mind.

清水町事業所・R＆Dセンター

Shimizu-cho Oﬃce/R＆D Center

〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭245-1

245-1 Doniwa, Shimizu-cho, Sunto-gun, Shizuoka 411-0903, Japan

清水町事業所 / TEL：055-957-3090

Shimizu-cho Oﬃce / TEL：+81-55-957-3090

R&Dセンター / TEL：055-939-5311

R&D Center / TEL：+81-55-939-5311

Your continued support is greatly appreciated.

東京オフィス

野中 雅貴

Masaki Nonaka

代表取締役社長 兼 CEO

President and CEO

Tokyo Oﬃce

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町13-1 兜町偕成ビル別館3階

3F Kabutocho Kaisei Building Annex, 13-1 Nihon Bashi Kabuto-cho,

TEL：03-6810-9674
（代表）

Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

海外営業部

TEL：+81-3-6810-9674

TEL：03-3518-9105

Global Business Department
TEL：+81-3-3518-9105

Management Philosophy

新 たな事 業 の 柱を築き、更なる高 付 加 価 値 企 業 へ

経営理念

Build new business pillars and become a higher value-added company

私たちタウンズは、独自の体外診断用医薬品により、

Through proprietary in vitro diagnostics,

人々の生活に安心と潤いを届けます。

we will enrich lives and provide peace of mind.

そのために、技術・知識を集積し、新たな製品の開発、

In order to do so, we will accumulate technology and knowledge,

品質改善に取り組み続けます。

and continue to develop and improve our products.

1987

2008

体外診断用医薬品、研究用試薬および各種分析用試薬の研究開発
ならびにこれらのシステム開発の事業を行うために、静岡県沼津市
にて創業。
東京事業部を新設し、営業を開始。

大腸菌O157感染症の診断キット
『キャピリア® O157』、腸管出血性
大腸菌感染症の診断キット
『キャピリア® VT』
を製造販売。
世界初「白金−金コロイド」
を用いたアデノウイルス感染の迅速診断
キット
『イムノエース® アデノ』上市。

TAUNS Laboratories, Inc. was founded in Numazu (Shizuoka) to
conduct research and development of in vitro diagnostics, research
reagents, various analytical reagents and related systems.
Tokyo oﬃce was established and began operations.

TAUNS started production and sales of Capilia O157, a diagnostic test
kit for E. coli O157 infection, and Capilia VT, a diagnostic test kit for
enterohemorrhagic E. coli infection.
ImunoAce Adeno, a rapid diagnostic test kit for adenovirus infection,
was launched in Japan. It was the worldʼs ﬁrst rapid diagnostic test kit
that adopted the latest platinum-gold colloid nanotechnology.

1994
A new head oﬃce building was constructed in Kozuwa (Numazu,
Shizuoka).

静岡県沼津市小諏訪に診断薬工場「ぬまづ工場」
を新築。
A new diagnostic manufacturing plant (Numazu Plant) was constructed
in Kozuwa (Numazu, Shizuoka).

インフルエンザウイルス感染の迅速診断キット
『イムノエース® Flu』
上市。
ImunoAce Flu, a rapid diagnostic test kit for inﬂuenza virus infection,
was launched in Japan.

Kamishima Plant was established in Kamishima (Izunokuni, Shizuoka).

3. Increase overseas sales ratio
4. Improve productivity continuously
5. Create a lively workplace

2020
インフルエンザウイルス及び/又はRSウイルス感染の迅速診断キッ
ト
『イムノエース® Flu/RSV』上市。
静岡県駿東郡清水町に清水町事業所・R&Dセンターを開設。
ImunoAce Flu/RSV, a rapid diagnostic test kit for inﬂuenza virus
and/or RS virus infection, was launched in Japan.
Shimizu-cho Oﬃce/R&D Center was established in Shimizu-cho
(Sunto-gun, Shizuoka).

Capilia TB-Neo, a diagnostic test kit for tuberculosis, was launched in
Japan.
Head oﬃce was relocated to Kamishima (Izunokuni, Shizuoka).
ISO 13485 certiﬁcation was acquired.
ImunoAce RSV Neo, a rapid diagnostic test kit for RS virus infection,
was launched in Japan.

A群連鎖球菌感染の迅速診断キット
『イムノエース® Strep A Neo』
上市。
SARS-CoV-2感染の迅速診断キット
『イムノエース® SARS-CoV-2』
上市。
ImunoAce Strep A Neo, a rapid diagnostic test kit for GABHS infection,
was launched in Japan.
ImunoAce SARS-CoV-2, a rapid diagnostic test kit for SARS-CoV-2
infection, was launched in Japan.

ImunoAce Strep A, a rapid diagnostic test kit for GABHS infection,
was launched in Japan.

The R&D department was spun oﬀ to form BL Co., Ltd.

Our platinum-gold colloid manufacturing process was patented
(Japanese Patent No. 3886000).
A new head oﬃce building was constructed in Futaba-cho (Numazu,
Shizuoka).

静岡県伊豆の国市神島に
「神島工場」
を新設。

2. Expand into new diagnostic ﬁelds and technologies

A群連鎖球菌感染の迅速診断キット
『イムノエース® Strep A』
上市。

開発部門を株式会社ビーエルに分社化。

白金−金コロイド製法特許取得（特許第3886000号）。
静岡県沼津市双葉町に本社社屋を新築。

2012

1. Strengthen business in the ﬁeld of infectious diseases

2013

2002

2007

1.感染症領域の強化
2.新たな診断領域・技術への進出
3.海外売上比率の拡大
4.生産性の継続的改善
5.いきいきと働ける環境の構築

結核の診断キット
『キャピリア® TB-Neo』上市。
静岡県伊豆の国市神島に本社を移転。
ISO13485認証取得。
RSウイルス感染の迅速診断キット
『イムノエース® RSV Neo』上市。

静岡県沼津市小諏訪に本社社屋を新築。

2001

Vision for 2025

2010
研究用試薬『ラインジャッジ® FluA/pdm』上市。
Line Judge FluA/pdm, a research reagent, was launched in Japan.

2011
肺MAC症の診断キット
『キャピリア® MAC 抗体 ELISA』上市。
Capilia MAC Ab ELISA, a diagnostic test kit for MAC pulmonary
disease, was launched in Japan.

2015
マイコプラズマ感染の迅速診断キット
『イムノエース® マイコプラズ
マ』上市。
ImunoAce Mycoplasma, a rapid diagnostic test kit for mycoplasma
infection, was launched in Japan.

2016
ヒトメタニューモウイルス感染の迅速診断キット
『イムノエース®
hMPV』
上市。
株式会社ビーエルを合併し、開発部門を統合。
ImunoAce hMPV, a rapid diagnostic test kit for human metapneumovirus
infection, was launched in Japan.
TAUNS merged with BL Co., Ltd. and integrated its R&D department.

ノロウイルス感染の迅速診断キット
『イムノエース® ノロ』
上市。
ImunoAce Noro, a rapid diagnostic test kit for norovirus infection,
was launched in Japan.

2021
SARS-CoV-2感染の迅速診断キット
『イムノエース® SARS-CoV-2Ⅱ』
上市。
ImunoAce SARS-CoV-2 Ⅱ, a rapid diagnostic test kit for SARS-CoV-2
infection, was launched in Japan.

2022
SARS-CoV-2感染の迅速診断キット
『イムノエース® SARS-CoV-2
Saliva』上市。
ImunoAce SARS-CoV-2 Saliva, a rapid diagnostic test kit for SARS-CoV-2
infection, was launched in Japan.

コア 技 術 の 強 化と新 たな知 見 の 融 合で 、
診 断 領 域 の 開 拓と検 査 技 術 のイノベーションを起こす

感染症迅速診断キットの
国内トップランナーとして

By improving our core technologies and integrating new ﬁndings,
we strive to develop new diagnostic ﬁelds and innovate testing technology.

As a leading company of rapid diagnostic test kits
for infectious diseases in Japan

コア技術
感染症の迅速診断キット
（POCT※）
を開発・製造・販売
タウンズは、
感染症の迅速診断キットを開発・製造・販売している創業30年以上の体外診断用医薬品メーカーで、
様々な診断技術を応用した体外診断用医薬品と研究用試薬を製造し、
国内外へ販売しています。
当社の迅速診
断キットは医師の診断の補助として使用され、
インフルエンザウイルス、
アデノウイルス、RSウイルス、溶連菌な
ど、
主に内科・小児科・耳鼻咽喉科向けの製品となります。
医療機関では広く認知されており、
2020年10月には新
型コロナウイルス抗原検査キットも発売しました。
研究開発から製造・販売まで一貫して自社で行っており、
顧客
のニーズをいち早く製品化することが可能です。
迅速診断キットの国内トップランナーとして、
これからも臨床検
査のニーズにこたえるべく、
研究開発を続けてまいります。

Core
Technologies

※POCTとは・・・Point Of Care Testingの略で、
臨床現場即時検査のこと。

当社は、
イムノクロマト法技術などの検出プラットフォーム、抗体創出
技術、高感度検出技術をコア技術に位置付け、
これら技術を融合し発
展させることで、独創的な診断試薬の研究開発を進めています。
これ
からもコア技術を強化し、新たな知見を融合することで、新たな診断
領域の開拓と検査技術のイノベーションを進めていきます。

Core Technologies
Detection platforms such as immunochromatography, antibody
generation technology and high-sensitivity detection technology are our
core technologies. Through the development and fusion of these
technologies, we focus on research and development that creates original
diagnostic reagents. We consistently strive to develop new diagnostic
ﬁelds and pursue innovation in testing and inspection technologies by
improving our core technologies and integrating new ﬁndings.

Develop, manufacture and sell rapid diagnostic test kits for infectious diseases (POCT*)
TAUNS has specialized in the development, manufacture and sales of rapid diagnostic test kits for infectious diseases for more than
30 years. We manufacture in vitro diagnostic test kits and research reagents applying various analysis technologies for global
consumption. Our rapid diagnostic test kits are used to assist physicians in making diagnoses. They are mainly used in internal
medicine, pediatrics and otolaryngology for the diagnosis of infectious diseases such as inﬂuenza virus, adenovirus, RS virus and
GABHS. Our products are widely known among medical institutions. In October 2020, we also launched a new antigen test kit for
detecting SARS-CoV-2 in Japan. Since we carry out all of the activities from R&D to manufacturing and sales, we are able to
commercialize our customersʼ needs quickly. As a leading company of rapid diagnostic test kits in Japan, we continue to advance R&D
to meet the needs for clinical tests.

検出プラットフォーム

抗体創出技術

長年実績のあるイムノクロマト法にて培った知見と経験を活用し、迅
速性と簡便性を有する新たな検出プラットフォームの研究開発を進
めています。
メディカルニーズに対応し、専用測定機器を組み合わせ
た検出システム開発も並行して進めています。

マウスモノクローナル抗体創出技術を確立し、免疫に使用する抗原
の選択と免疫方法の最適化により、高品質の抗体を取得しています。
また、抗体産生細胞から抗体遺伝子を取得して抗体を人工的に作製
する方法の開発も行っています。

Detection Platform

Antibody Generation Technology

Utilizing the knowledge and experience we have accumulated
through decades of experience in immunochromatography, we are
proceeding with research and development of new detection
platforms with the advantages of speed and simplicity. To meet
medical needs, we are also developing detection systems that
combine specialized measuring equipment.

We have established a technology for generating mouse monoclonal
antibodies to obtain high-quality antibodies by selecting antigens for
immunization and optimizing immunization methods. We are also
developing methods for producing antibodies artiﬁcially by obtaining
antibody genes from antibody-producing cells.

高感度検出技術

白金−金コロイド技術

特許取得技術の白金−金コロイドによりイムノクロマト法の高感度化
を実現しています。
さらに新たな光学検出手段を適用することで、従
来よりも検出感度を向上させた検出方法の開発も進めています。保
有するコア技術を融合させることで高感度検出を達成しています。

従来イムノクロマト法に使用されてきた金コロイド
（赤色）に代えて、
独自開発のナノテクノロジー
「白金−金コロイド」
（特許技術）
採用によ
り、
判定ライン・コントロールラインを視認性の高い黒色で表示。
イムノ
エースシリーズに適用し、
ブラックラインの愛称で親しまれています。

High-Sensitivity Detection Technology

Platinum-Gold Colloid Technology

Our patented platinum-gold colloid technology enables high-sensitivity
immunochromatography. Furthermore, by applying new optical detection
devices, we are developing methods for higher detection sensitivity. By
combining our core technologies, we have achieved high sensitivity
detection.

Instead of the gold colloid (red color) used in conventional
immunochromatography, we developed our proprietary “platinum-gold
colloid” (patented technology) nanotechnology and applied it to our
ImunoAce/Capilia product series. Test and control lines are displayed in
highly visible black color that is widely known as the “black line.”

* POCT・
・
・Point of Care Testing (POCT) is medical testing done at or near the point of care.

「診断技術で、安心な毎日を。」の考えのもと、
Sustainability

持続可能な社会実現に貢献することを目指して
Contributing to the realization of a sustainable society based on our corporate slogan,
“Peace of mind through diagnostic technology”

タウンズは、
「診断技術で、
安心な毎日を。
」
をコーポレート・スローガンに掲げ、
事業活動全体を通じて、
独自の体外診断用医薬品により、
人々の生活に安心と潤いを届け、
持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
これを実現していくために、
当社が注力すべき
サステナビリティに関する６つの重要課題
（マテリアリティ）
を特定し、
取り組んでいます。
The corporate slogan of TAUNS is “Peace of mind through diagnostic technology.” Throughout our business activities, we are working to enrich lives and provide
peace of mind through proprietary in vitro diagnostic test kits, and to contribute to the realization of a sustainable society. To achieve this, we will focus on and
promote the following six priority issues (materiality) concerning sustainability.

タウンズのマテリアリティと貢献する SDGs

TAUNSʼs Materiality and Contribution to SDGs

マテリアリティ

貢献するSDGs

Materiality

Contribution to SDGs

活動紹介
環境

Our Activities

Environment

低炭素社会実現への取り組み
当社は、低炭素社会の実現へ向けて、
エネルギー効率に優れた設備の導入を計画的に進め
ています。各事業所において省電力に努めているほか、製造部門では、自動機の導入を含
む生産性の向上、
コンプレッサーの台数制御による必要量の圧縮空気の供給等により、エ
ネルギー消費量の削減を図っています。
また、清水町事業所・R&Dセンターの屋上に太陽光パネルを設置し、
月平均約2,500kwhを
発電しています。液晶ディスプレイ表示装置を通じて太陽光発電システムの稼働状況をリア
ルタイムで確認できるようになっており、社員の環境意識向上に繋げています。
Eﬀorts to realize a Low-Carbon Society
To realize a low-carbon society, we are systematically introducing energy-eﬃcient equipment.
In addition to energy-saving eﬀorts at each business site, the production department is working
to reduce energy consumption by improving productivity, including the introduction of
automated equipment, as well as by controlling the number of compressors used to supply the
required quantity of compressed air.
Solar panels have also been installed on the roof of our Shimizu-cho Oﬃce/R&D Center,
generating around 2,500kWh of energy per month. The operation status of the solar power
generation system can be checked in real time via an LCD display, which helps raise
environmental awareness among employees.

環境への配慮

環境
Environment

低炭素社会実現・循環型社会形成への貢献

省資源化による環境負荷低減

Consideration for the Environment
Contribute to realizing a low-carbon society and creating a recycling-oriented society
Reduce environmental impact by conserving resources

7. Aﬀordable and Clean Energy
12. Responsible Consumption and Production
13. Climate Action

グローバルヘルスへの貢献
体外診断用医薬品の開発・普及活動を通じた医療課題解決

医療アクセスの向上

Contribution to Global Health
Resolve medical issues through activities to develop and promote in vitro diagnostics
Improve access to healthcare

3. Good Health and Well-Being
9. Industry, Innovation and Infrastructure
17. Partnerships for the Goals

責任ある製品・品質とサービスの提供
品質と安全性、信頼性の追求

社会
Society

8. Decent Work and Economic Growth
12. Responsible Consumption and Production

Pursue quality, safety and reliability
Respond to needs in an appropriate and timely manner

魅力ある職場環境の構築
ダイバーシティ&インクルージョンの推進
人権の尊重

Promote the safety, health and mental health of employees
Invest in human resource training

5. Gender Equality
8. Decent Work and Economic Growth
10. Reduced Inequalities

地域社会への貢献

災害復興支援

Social Contribution
Contribute to society through business activities
Contribute to the community

Assist restoration after disasters

11. Sustainable Cities and Communities
17. Partnerships for the Goals

ガバナンス
Governance

公正な取引
リスクマネジメント

Strengthening of Governance
Enhance and strengthen corporate governance
Ensure compliance

TAUNS has been working towards a TB-free world by collaborating with the United Nations
Oﬃce for Project Services (UNOPS) and Stop TB Partnershipʼs Global Drug Facility (GDF).
With the support of the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), a global alliance for
diagnostics, our TB diagnostic test kit Capilia TB was endorsed by WHO in 2007. In 2012, we
launched Capilia TB-Neo and obtained CE marking, indicating compliance with EU standards.
In 2016, TAUNS signed a long-term agreement with UNOPS and Stop TB Partnershipʼs GDF for
the supply of Capilia TB-Neo.

ガバナンス

Governance

当社は、ハラスメント、情報の管理、反社会的勢力の排除等のコンプライアンスに関する
テーマを複数決めて、集合研修やe-ラーニングなどを活用し、全社員を対象としたコンプラ
イアンス教育・研修を実施しています。
また、教育・研修後にはアンケートなどを通じて理解
度を確認し、
コンプライアンス体制、
ルール、教育などの改善に活用しています。
Education and Training on Compliance

ガバナンス強化
コーポレート・ガバナンスの充実・強化
コンプライアンスの徹底

タウンズは結核の診断において国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）及びStop TB
Partnershipの世界抗結核薬基金（GDF）
と連携し、結核のない世界の実現に向けて貢献し
てきました。当社の結核診断キットは、
スイスの非営利組織FIND の協力支援を得て、2007
年に
『Capilia™ TB』
が世界保健機関（WHO）
の推奨を受け、2012年に
『Capilia™ TB-Neo』
を発売、EU（欧州連合）加盟国の基準に適合していることを示すCEマークを取得しました。
2016年には
『Capilia™ TB-Neo』の供給に関して国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）
およびStop TB Partnershipの世界抗結核薬基金（GDF）
と長期契約を締結しています。

コンプライアンス教育・研修

社会貢献
事業活動を通じた社会貢献

結核のない世界への取り組み

社員の安全衛生・健康・メンタルヘルスの推進
人財の育成

Creation of an Attractive Working Environment
Promote diversity and inclusion
Respect human rights

Society

Working towards a Tuberculosis-Free World

適時、適切なニーズへの対応

Responsible Provision of Products, Quality and Services

社会

Trade fairly
Manage risks

10. Reduced Inequalities
16. Peace, Justice and Strong Institutions
17. Partnerships for the Goals

We conduct compliance education and training for all employees through group training and
e-learning programs concerning selected compliance-related themes such as harassment,
information security management and elimination of antisocial forces. Employeesʼ level of
understanding is evaluated through questionnaires and training reports. Such feedback is used
to improve our compliance system, rules and education programs.

