
原薬製造国一覧  2023/03/03
ﾀﾞｲﾄ株式会社

製品名 配合原薬 原薬製造国

1 アジルサルタンOD錠１０ｍｇ「フェルゼン」 アジルサルタン 日本、中国

2 アジルサルタンOD錠２０ｍｇ「フェルゼン」 アジルサルタン 日本、中国

3 アジルサルタンOD錠４０ｍｇ「フェルゼン」 アジルサルタン 日本、中国

4 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 アナストロゾール インド、ドイツ

アムロジピンベシル酸塩 日本

バルサルタン 日本

アムロジピンベシル酸塩 日本

バルサルタン インド、日本

7 アムロジピン錠10mg「科研」 アムロジピンベシル酸塩 日本

8 アムロジピン錠2.5mg「科研」 アムロジピンベシル酸塩 日本

9 アムロジピン錠5mg「科研」 アムロジピンベシル酸塩 日本

アムロジピンベシル酸塩 日本

イルベサルタン [中国
1)
―日本]

2)
、インド

アムロジピンベシル酸塩 日本

イルベサルタン [中国
1)
―日本]

2)
、インド

12 エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 エゼチミブ 日本

13 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

14 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

15 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

16 エバスチンOD錠10mg｢科研｣ エバスチン 韓国

17 エバスチンOD錠5mg｢科研｣ エバスチン 韓国

18 エバスチン錠10mg｢科研｣ エバスチン 韓国

19 エバスチン錠5mg｢科研｣ エバスチン 韓国

20 エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」 エピナスチン塩酸塩 日本

21 エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」 エピナスチン塩酸塩 日本

22 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 日本、イタリア

23 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 日本、イタリア

24 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 日本、イタリア

25 オロパタジン塩酸塩錠5mg「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 日本、イタリア

26 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 カペシタビン 中国

27 カモスタットメシル酸塩錠100mg｢フソー｣ カモスタットメシル酸塩 日本

28 グリメピリトﾞ錠0.5mg｢科研｣ グリメピリトﾞ 日本

29 グリメピリトﾞ錠1mg｢科研｣ グリメピリトﾞ 日本

30 グリメピリトﾞ錠3mg｢科研｣ グリメピリトﾞ 日本

31 クロピドグレル錠25mg「科研」 クロピドグレル硫酸塩 日本

32 クロピドグレル錠75mg「科研」 クロピドグレル硫酸塩 日本

33 ゲフィチニブ錠250mg「サンド」 ゲフィチニブ インド

34 シロスタゾールOD錠100mg｢ＪＧ｣ シロスタゾール 日本

35 シロスタゾールOD錠50mg｢ＪＧ｣ シロスタゾール 日本

36 シロスタゾール錠100mg「ダイト」 シロスタゾール 日本

37 シロスタゾール錠50mg「ダイト」 シロスタゾール 日本

38 セチリジン塩酸塩錠10mg｢科研｣ セチリジン塩酸塩 [インド-日本]
2)
、日本

39 セチリジン塩酸塩錠5mg｢科研｣ セチリジン塩酸塩 [インド-日本]
2)
、日本

40 セルトラリン錠100mg「科研」 塩酸セルトラリン インド

41 セルトラリン錠25mg「科研」 塩酸セルトラリン インド

42 セルトラリン錠50mg「科研」 塩酸セルトラリン インド

10

アムバロ配合OD錠「ファイザー」5

アムバロ配合錠「科研」6

イルアミクス配合錠ＬＤ「三和」11

イルアミクス配合錠ＨＤ「三和」
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43 セレコキシブ錠100mg「アメル」 セレコキシブ 中国
1)

44 セレコキシブ錠200mg「アメル」 セレコキシブ 中国
1)

45 テモカプリル塩酸塩錠1mg｢タカタ｣ テモカプリル塩酸塩 日本

46 テモカプリル塩酸塩錠1mg｢フェルゼン｣ テモカプリル塩酸塩 日本

47 テモカプリル塩酸塩錠2mg｢タカタ｣ テモカプリル塩酸塩 日本

48 テモカプリル塩酸塩錠2mg｢フェルゼン｣ テモカプリル塩酸塩 日本

49 テモカプリル塩酸塩錠4mg｢タカタ」 テモカプリル塩酸塩 日本

50 テモカプリル塩酸塩錠4mg｢フェルゼン」 テモカプリル塩酸塩 日本

51 テルビナフィン錠125mg「ダイト」 テルビナフィン塩酸塩 韓国

52 テルミサルタン錠20mg「ファイザー」 テルミサルタン 日本

53 テルミサルタン錠20mg「VTRS」 テルミサルタン 日本

54 テルミサルタン錠40mg「ファイザー」 テルミサルタン 日本

55 テルミサルタン錠40mg「VTRS」 テルミサルタン 日本

56 テルミサルタン錠80mg「ファイザー」 テルミサルタン 日本

57 テルミサルタン錠80mg「VTRS」 テルミサルタン 日本

58 デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 デュロキセチン塩酸塩 日本、インド

59 デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 デュロキセチン塩酸塩 日本、インド

60 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠10mg「モチダ」 ドネペジル塩酸塩 [韓国―日本]
2)
,インド

61 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3mg「モチダ」 ドネペジル塩酸塩 [韓国―日本]
2)
,インド

62 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5mg「モチダ」 ドネペジル塩酸塩 [韓国―日本]
2)
,インド

レボドパ 中国、日本

カルビドパ水和物 [中国―日本]
2)

レボドパ 中国、日本

カルビドパ水和物 [中国―日本]
2)

レボドパ 中国、日本

カルビドパ水和物 [中国―日本]
2)

66 バルサルタン錠160mg｢科研｣ バルサルタン 日本、インド

67 バルサルタン錠20mg｢科研｣ バルサルタン 日本、インド

68 バルサルタン錠40mg｢科研｣ バルサルタン 日本、インド

69 バルサルタン錠80mg｢科研｣ バルサルタン 日本、インド

70 パロキセチン錠10mg｢科研｣ パロキセチン 日本

71 パロキセチン錠20mg｢科研｣ パロキセチン 日本

72 パロキセチン錠5mg｢科研｣ パロキセチン 日本

73 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠1mg｢ＪＧ｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

74 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠2mg｢ＪＧ｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

75 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠4mg｢ＪＧ｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

76 ピタバスタチンＣａ錠1mg｢科研｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

77 ピタバスタチンＣａ錠2mg｢科研｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

78 ピタバスタチンＣａ錠4mg｢科研｣ ピタバスタチンカルシウム水和物 日本

79 ファムシクロビル錠250mg「ＪＧ」 ファムシクロビル 韓国、インド

80 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ダイト」 フェキソフェナジン塩酸塩 日本

81 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 フェキソフェナジン塩酸塩 日本

82 プレガバリンOD錠25mg「科研」 プレガバリン 中国
1)

83 プレガバリンOD錠75mg「科研」 プレガバリン 中国
1)

84 プレガバリンOD錠150mg「科研」 プレガバリン 中国
1)

85 ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」 ブロモクリプチンメシル酸塩 チェコ

86 ミルタザピン錠15㎎｢ファイザー｣ ミルタザピン 日本

ドパコール配合錠Ｌ100

ドパコール配合錠Ｌ250

ドパコール配合錠Ｌ50

63

64

65
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87 ミルタザピン錠15㎎｢VTRS｣ ミルタザピン 日本

88 ミルタザピン錠30㎎｢ファイザー｣ ミルタザピン 日本

89 ミルタザピン錠30㎎｢VTRS｣ ミルタザピン 日本

90 メキタジン錠3mg「わかもと」 メキタジン 日本

91 メコバラミン錠500μg「フソー」 メコバラミン 中国、スペイン

92 メトトレキサート錠2㎎｢ダイト｣ メトトレキサート フィンランド

93 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 メマンチン塩酸塩 [ラトビア―日本]
2)
、日本

94 メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」 メマンチン塩酸塩 [ラトビア―日本]
2)
、日本

95 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「フェルゼン」 メマンチン塩酸塩 [ラトビア―日本]
2)
、日本

96 メロキシカム錠10mg「ＥＭＥＣ」 メロキシカム 韓国

97 メロキシカム錠5mg「ＥＭＥＣ」 メロキシカム 韓国

98 モンテルカストチュアブル錠5mg「科研」 モンテルカストナトリウム 日本

99 モンテルカスト細粒4mg「科研」 モンテルカストナトリウム 日本

100 モンテルカスト錠10mg「科研」 モンテルカストナトリウム 日本

101 モンテルカスト錠5mg「科研」 モンテルカストナトリウム 日本

102 ラベプラゾールナトリウム錠5mg「科研」 ラベプラゾールナトリウム [インド―日本]
2)

103 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 ラベプラゾールナトリウム スペイン、台湾、日本

104 ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」 ラベプラゾールナトリウム スペイン、台湾、日本

105 リルゾール錠50mg「ＡＡ」 リルゾール スペイン

106 レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」 レトロゾール インド、台湾

107 レベチラセタム錠250mg「VTRS」 レベチラセタム インド

108 レベチラセタム錠500mg「VRTS」 レベチラセタム インド

109 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 レボセチリジン塩酸塩錠 日本

110 レボフロキサシン点眼液0.5％「科研」 レボフロキサシン水和物 韓国、中国

111 レボフロキサシン点眼液1.5％「科研」 レボフロキサシン水和物 韓国、中国

112 ロサルタンＫ錠100mg「科研」 ロサルタンカリウム 日本

113 ロサルタンＫ錠25mg「科研」 ロサルタンカリウム 日本

114 ロサルタンＫ錠50mg「科研」 ロサルタンカリウム 日本

ヒドロクロロチアジド イタリア、インド

ロサルタンカリウム 日本

ヒドロクロロチアジド インド

ロサルタンカリウム 日本

117 ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」 ロスバスタチンカルシウム 日本

118 ロスバスタチンOD錠5mg「科研」 ロスバスタチンカルシウム 日本

119 ロスバスタチン錠2.5mg「科研」 ロスバスタチンカルシウム 日本

120 ロスバスタチン錠5mg「科研」 ロスバスタチンカルシウム 日本

121 ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 ロラタジン 日本

122 ロラタジン錠10mg「ケミファ」 ロラタジン 日本

1)ダイト株式会社より技術提携並びに資本参加企業

2)[国名-日本]は[原薬製造国-最終精製工程実施国]を表す

115

116

ロサルヒド配合錠ＨＤ「科研」

ロサルヒド配合錠ＬＤ「科研」
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