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製品名 製造販売元 製品製造会社名（国名）

ア行 アジルサルタン錠「トーワ」10mg 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

アジルサルタン錠「トーワ」20mg 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

アジルサルタン錠「トーワ」40mg 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

アセトアミノフェン200mg「三和」 ㈱三和化学研究所 東亜薬品㈱

アセトアミノフェンDS40%「三和」 ㈱三和化学研究所 東亜薬品㈱

アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 ㈱三和化学研究所 東亜薬品㈱

アトルバスタチン錠5mg「Me」　 Ｍｅファルマ㈱ 非公開

アトルバスタチン錠10mg「Me」　 Ｍｅファルマ㈱ 非公開

アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 沢井製薬株式会社

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 全星薬品工業㈱ 全星薬品工業株式会社

イルアミクス配合錠LD「三和」 ダイト㈱ ダイト株式会社

イルアミクス配合錠HD「三和」 ダイト㈱ ダイト株式会社

イルベサルタン錠50mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

イルベサルタン錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

イルベサルタン錠200mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

エスゾピクロン錠1mg「KMP」　　 共創未来ファーマ㈱ 沢井製薬株式会社

エスゾピクロン錠2mg「KMP」　　 共創未来ファーマ㈱ 沢井製薬株式会社

エスゾピクロン錠3mg「KMP」　　 共創未来ファーマ㈱ 沢井製薬株式会社

ＭＳ温シップ「タカミツ」 ㈱タカミツ 株式会社タカミツ

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 ㈱タカミツ 株式会社タカミツ

オルメサルタン錠5mg｢三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

オルメサルタン錠10mg｢三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

オルメサルタン錠20mg｢三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

オルメサルタン錠40mg｢三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

オロパタジン点眼液0.1%「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

カ行 ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

カンデサルタン錠2mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

カンデサルタン錠4mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

カンデサルタン錠8mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

カンデサルタン錠12mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 ㈱三和化学研究所 日医工岐阜工場㈱

グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 日医工岐阜工場㈱

グリメピリド錠0.5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

グリメピリド錠1mg「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

グリメピリド錠3mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

クロピドグレル錠25mg「三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

クロピドグレル錠75mg「三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

ケトプロフェンテープ20mg「三和」 救急薬品工業㈱ 救急薬品工業株式会社

ケトプロフェンテープ40mg「三和」 救急薬品工業㈱ 救急薬品工業株式会社

ケトプロフェンﾊﾟｯﾌﾟ30mg「三和」 救急薬品工業㈱ 救急薬品工業株式会社

サ行 ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ニプロファーマ㈱

ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ニプロファーマ㈱

ジルムロ配合錠LD「トーワ」　　 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

ジルムロ配合錠HD「トーワ」　　 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 高田製薬㈱ 高田製薬株式会社

シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」  高田製薬㈱ 高田製薬株式会社

シロドシン錠2mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

シロドシン錠4mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社



製品名 製造販売元 製品製造会社名（国名）

サ行 シロドシンOD錠2mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

シロドシンOD錠4mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

センノシド錠12mg「サンド」 サンド㈱ 日本チバガイギー株式会社

タ行 タダラフィル錠20mgAD「杏林」 　　 キョーリンリメディオ㈱ キョーリンリメディオ株式会社

タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

テルミサルタン錠20mg「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

テルミサルタン錠40mg「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

テルミサルタン錠80mg「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 東和薬品㈱ グリーンカプス製薬㈱（東和薬品グループ）-東和薬品

ナ行 ニセルゴリン錠5mg「NP」  ニプロ㈱ 東洋製薬化成株式会社

ニフェジピンCR錠10mg「三和」 ㈱三和化学研究所 全星薬品工業㈱

ニフェジピンCR錠20mg「三和」 ㈱三和化学研究所 全星薬品工業㈱

ニフェジピンCR錠40mg「三和」 ㈱三和化学研究所 全星薬品工業㈱

バラシクロビル錠500mg「三和」  ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ハ行 ピタバスタチンCa錠1mg「三和」  ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ピタバスタチンCa錠2mg「三和」  ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ピタバスタチンCa錠4mg「三和」  ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ファモチジンOD錠10mg「Me」 MeijiSeikaファルマ㈱ 非公開

ファモチジンOD錠20mg「Me」 MeijiSeikaファルマ㈱ 非公開

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 日本薬品工業㈱ 日本薬品工業株式会社

フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

プレガバリンOD錠25mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

プレガバリンOD錠75mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

プレガバリンOD錠150mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 大原薬品工業株式会社

ベタナミン錠10mg ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

ベタナミン錠25mg ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

ベタナミン錠50mg ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g
「三和」

㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g
「三和」

㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）・大蔵製薬㈱

マ行 ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 大興製薬㈱ 滋賀県製薬株式会社

ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 大興製薬㈱ 滋賀県製薬株式会社

メトホルミン塩酸塩錠250mgＭＴ「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

メトホルミン塩酸塩錠500mgＭＴ「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国内）

モンテルカスト錠5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国外）－日本薬品工業㈱

モンテルカスト錠10mg「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国外）－日本薬品工業㈱

モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 委託先企業（国外）－日本薬品工業㈱

注)製造工程毎に複数の企業が製造している場合は「A社-B社」と記載しております。
注)複数の企業が製造している場合は「A社・B社」と記載しております。



製品名 製造販売元 製品製造会社名（国名）

ラ行 ラグノスNF経口ゼリー分包12g ㈱三和化学研究所 株式会社パナケイア製薬

ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 ㈱三和化学研究所 日東メディック㈱

ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 帝國製薬株式会社

リバスチグミンテープ9mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 帝國製薬株式会社

リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 帝國製薬株式会社

リバスチグミンテープ18mg「KMP」 共創未来ファーマ㈱ 帝國製薬株式会社

レバミピド錠100mg「ZE」 全星薬品工業㈱ 全星薬品工業株式会社

レベチラセタム錠250mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

レベチラセタム錠500mg「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

レベチラセタムDS50%「トーワ」 東和薬品㈱ 東和薬品株式会社

レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 ㈱三和化学研究所 日東メディック㈱

レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢KMP｣ 共創未来ファーマ㈱ 沢井製薬株式会社

ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所

ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ニプロファーマ㈱

ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ニプロファーマ㈱

ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」  ㈱三和化学研究所 ニプロファーマ㈱

ロサルヒド配合錠LD「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ロサルヒド配合錠HD「三和」 ㈱三和化学研究所 キョーリン製薬グループ工場㈱

ロサルタンカリウム錠25mg「DK」 大興製薬㈱ 日医工岐阜工場株式会社

ロサルタンカリウム錠50mg「DK」 大興製薬㈱ 日医工岐阜工場株式会社

ロサルタンカリウム錠100mg「DK」 大興製薬㈱ 日医工岐阜工場株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所－委託先企業（国内）

ロスバスタチン錠5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ㈱三和化学研究所－委託先企業（国内）

ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ダイト㈱

ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 ㈱三和化学研究所 ダイト㈱

注)製造工程毎に複数の企業が製造している場合は「A社-B社」と記載しております。
注)複数の企業が製造している場合は「A社・B社」と記載しております。


