
①アルファベット(ABC順)

会社コード 会社名

A

サンド株式会社

ニプロファーマ株式会社

エーザイ株式会社

Ａｍｉｃｕｓ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ株式会社

大塚製薬株式会社

レコルダティ・レア・ディシーズ・ジャパン株式会社

あすか製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

アストラゼネカ株式会社

Actavis株式会社

アスペンジャパン株式会社

アラガン・ジャパン株式会社

ＥＡファーマ株式会社

ＥＡファーマ株式会社

あすか製薬株式会社

Actavis株式会社

小林化工株式会社

A1 注

注

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

中外製薬株式会社

アルタナ・ファルマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

共和薬品工業株式会社

共和薬品工業株式会社

アムジェン株式会社

共和薬品工業株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

アルタナ・ファルマ株式会社

アムジェン株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

株式会社アラクス

株式会社アラクス

アステラス製薬株式会社

アスゲン製薬株式会社

あすか製薬株式会社

あすか製薬株式会社

アステラス製薬株式会社

アステラス製薬株式会社
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会社コード 会社名

アストラゼネカ株式会社

アステラス製薬株式会社

小野薬品工業株式会社

アッヴィ合同会社

わかもと製薬株式会社

あゆみ製薬株式会社

あゆみ製薬株式会社

AZ アストラゼネカ株式会社

B

バイエル薬品株式会社

株式会社オーファンパシフィック

ビオフェルミン製薬株式会社

バイオジェン・ジャパン株式会社

中外製薬株式会社

中外製薬株式会社

太陽ファルマ株式会社

株式会社ビオメディクス

アルフレッサ　ファーマ株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

ＢＭ
注

注
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会社コード 会社名

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

アスペンジャパン株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

中外製薬株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社

アスペンジャパン株式会社

バイエル薬品株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

C

中外製薬株式会社

太陽ファルマ株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

CE 化研生薬株式会社

セオリアファーマ株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

長生堂製薬株式会社

長生堂製薬株式会社

長生堂製薬株式会社

Ｃ 注

注
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会社コード 会社名

シー・エイチ・オー新薬株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

アルフレッサ　ファーマ株式会社

クリニジェン株式会社

アスペンジャパン株式会社

ＣＹ 田辺三菱製薬株式会社

D

ライオン株式会社

第一三共株式会社

大塚製薬株式会社

ダイト株式会社

サノフィ株式会社

大塚製薬株式会社

同仁医薬化工株式会社

大日本住友製薬株式会社

ＤＳファーマプロモ株式会社

ＤＳファーマプロモ株式会社

第一三共株式会社

第一三共エスファ株式会社

第一三共エスファ株式会社

DSC
DSE

DSEP

DC

注

注
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会社コード 会社名

第一三共株式会社

大日本住友製薬株式会社

ＤＳファーマプロモ株式会社

E

エーザイ株式会社

ＥＡファーマ株式会社

エルメッド エーザイ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

エーザイ株式会社

クラシエ製薬株式会社

株式会社ウチダ和漢薬

大峰堂薬品工業株式会社

エルメッド エーザイ株式会社

セルジーン株式会社

協和発酵キリン株式会社

中外製薬株式会社

第一三共エスファ株式会社

第一三共エスファ株式会社

エーザイ株式会社

注

注
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会社コード 会社名

F

福地製薬株式会社

FC 富士カプセル株式会社

富士化学工業株式会社

株式会社フェルゼンファーマ

富士フイルム富山化学株式会社

共創未来ファーマ株式会社

富士製薬工業株式会社

協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社

株式会社フヂミ製薬所

エフピー株式会社

藤本製薬株式会社

フェリング・ファーマ株式会社

扶桑薬品工業株式会社

株式会社伏見製薬所

アスペンジャパン株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

富士フイルム富山化学株式会社

株式会社富士薬品

FCI 

注

注

注

注
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会社コード 会社名

ユーシービージャパン株式会社

G

田辺三菱製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

共和薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

アスペンジャパン株式会社

江州製薬株式会社

江州製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

日本たばこ産業株式会社

ギリアド・サイエンシズ株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

注

注

注
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会社コード 会社名

グラクソ・スミスクライン株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

アスペンジャパン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

アスペンジャパン株式会社

サノフィ株式会社

H

マイラン製薬株式会社

ファイザー株式会社

浜理薬品工業株式会社

Huya Japan合同会社

マイランEPD合同会社

大正製薬株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

エムジーファーマ株式会社

東洋製薬化成株式会社

本草製薬株式会社

注

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

サノフィ株式会社

ＨＰ 久光製薬株式会社

原沢製薬工業株式会社

堀井薬品工業株式会社

ＨＴ 鶴原製薬株式会社

日野薬品工業株式会社

ＨＹＺ 武田テバ薬品株式会社

剤盛堂薬品株式会社

剤盛堂薬品株式会社

I

ヤンセンファーマ株式会社

Ｉ Ｃ コーアイセイ株式会社

大塚製薬株式会社

アスペンジャパン株式会社

中外製薬株式会社

岩城製薬株式会社

J

J ジェーピーエス製薬株式会社

アスペンジャパン株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

注

注
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会社コード 会社名

ヤンセンファーマ株式会社

JD ジェイドルフ製薬株式会社

日本ジェネリック株式会社

長生堂製薬株式会社

日本ジェネリック株式会社

長生堂製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

JK ヤンセンファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

ジェーピーエス製薬株式会社

MSD株式会社

日本たばこ産業株式会社

JU 純生薬品工業株式会社

JUNSEI 純生薬品工業株式会社

K

中外製薬株式会社

太陽ファルマ株式会社

クラシエ製薬株式会社

科研製薬株式会社

共和クリティケア株式会社

K

ＪＧ　

注

注
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会社コード 会社名

協和化学工業株式会社

協和化学工業株式会社

健栄製薬株式会社

興和株式会社

協和発酵キリン株式会社

アスペンジャパン株式会社

小林薬学工業株式会社

コーアイセイ株式会社

コーアイセイ株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

興和株式会社

小林薬学工業株式会社

サノフィ株式会社

キョーリンリメディオ株式会社

共創未来ファーマ株式会社

K . N 小林化工株式会社

K・N 小林化工株式会社

K N 小林化工株式会社

Ｋ
Ｎ

小林化工株式会社

注

注

注
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会社コード 会社名

KN 小林化工株式会社

寿製薬株式会社

興和株式会社

愛知県厚生農業協同組合連合会

興和株式会社

杏林製薬株式会社

ファイザー株式会社

あゆみ製薬株式会社

協和発酵キリン株式会社

株式会社クレハ

キョーリンリメディオ株式会社

皇漢堂製薬株式会社

共立製薬株式会社

  皇漢堂製薬株式会社

共立製薬株式会社

武田テバ薬品株式会社

KTB 寿製薬株式会社

共和薬品工業株式会社

共和クリティケア株式会社

KPh

注

注
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会社コード 会社名

サンファーマ株式会社

科研製薬株式会社

小林薬学工業株式会社

京都薬品工業株式会社

協和発酵キリン株式会社

小堺製薬株式会社

L

Ｌ ライオン株式会社

株式会社そーせい

エーザイ株式会社

塩野義製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本イーライリリー株式会社

ファイザー株式会社

日本イーライリリー株式会社

ＬＴＬファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

注

注
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会社コード 会社名

M

マイラン製薬株式会社

マイランEPD合同会社

ファイザー株式会社

マルホ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

サノフィ株式会社

Me ヤンセンファーマ株式会社

マイランEPD合同会社

メディサ新薬株式会社

小林化工株式会社

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社

Ｍｅファルマ株式会社

サノフィ株式会社

Ｍｅファルマ株式会社

Ｍｅファルマ株式会社

Ｍｅファルマ株式会社

メルクバイオファーマ株式会社

明治薬品株式会社

注

注
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会社コード 会社名

マイラン製薬株式会社

ファイザー株式会社

丸石製薬株式会社

明治薬品株式会社

森下仁丹株式会社

小林化工株式会社

　
小林化工株式会社

サノフィ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ムンディファーマ株式会社

摩耶堂製薬株式会社

　ＭＭ 第一三共株式会社

日新製薬株式会社

ＭＯ 持田製薬株式会社

ムンディファーマ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

日本シエーリング株式会社

摩耶堂製薬株式会社

注

注
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会社コード 会社名

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社

大蔵製薬株式会社

Meファルマ株式会社

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社

杏林製薬株式会社

MSD株式会社

MSD株式会社

ＭＴ 松本製薬工業株式会社

あゆみ製薬株式会社

マイランEPD合同会社

摩耶堂製薬株式会社

前田薬品工業株式会社

マイラン製薬株式会社

マイランEPD合同会社

マイランEPD合同会社

三笠製薬株式会社

三笠製薬株式会社

N

小太郎漢方製薬株式会社

注

注

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

日医工株式会社

日医工ファーマ株式会社

日医工サノフィ株式会社

ニチバン株式会社

小太郎漢方製薬株式会社

日本ケミファ株式会社

日本ケミファ株式会社

日東電工株式会社

日新薬品工業株式会社

アルフレッサ　ファーマ株式会社

シオノケミカル株式会社

ＮＨ ニプロファーマ株式会社

日東メディック株式会社

日医工株式会社

日医工株式会社

日医工株式会社

日東メディック株式会社

日本化薬株式会社

あすか製薬株式会社

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

サノフィ株式会社

MSD株式会社

NMB MSD株式会社

NN 日本ガレン株式会社

小林製薬工業株式会社

小林製薬工業株式会社

ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロESファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロESファーマ株式会社

ノーベルファーマ株式会社

日本薬品工業株式会社

ＮＲ 中外製薬株式会社

第一三共エスファ株式会社

日新製薬株式会社

ニプロファーマ株式会社

注

注

注
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会社コード 会社名

Ｎ Ｕ 日水製薬株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

日新製薬株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

株式会社オーファンパシフィック

アッヴィ合同会社

日本製薬株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

O
大塚製薬株式会社

株式会社大塚製薬工場

大原薬品工業株式会社

大木製薬株式会社

大蔵製薬株式会社

大蔵製薬株式会社

大蔵製薬株式会社

大蔵製薬株式会社

大草薬品株式会社

アムジェン株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

アストラゼネカ株式会社

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

小野薬品工業株式会社

アストラゼネカ株式会社

日医工ファーマ株式会社

岡山大鵬薬品株式会社

大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場

日医工ファーマ株式会社

P

大日本住友製薬株式会社

大鵬薬品工業株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

リョートーファイン株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

キョーリンリメディオ株式会社

注

注

注

注
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会社コード 会社名

キョーリンリメディオ株式会社

セルジーン株式会社

ファイザー株式会社

ファイザーＵＰＪ合同会社

Q

救心製薬株式会社

救心製薬株式会社

救急薬品工業株式会社

R

株式会社龍角散

キッセイ薬品工業株式会社

RC 理研化学工業株式会社

セルジーン株式会社

日本ヘキサル株式会社

サンファーマ株式会社

株式会社ローマン工業

中外製薬株式会社

アスペンジャパン株式会社

サノフィ株式会社

リョートーファイン株式会社

ＲＯＣＨＥ

注

注

注
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会社コード 会社名

リョートーファイン株式会社

リョートーファイン株式会社

サノフィ株式会社

サノフィ株式会社

遼東化学工業株式会社

S
サンノーバ株式会社

塩野義製薬株式会社

塩野義製薬株式会社

シオノギファーマ株式会社

三和生薬株式会社

シオノケミカル株式会社

大塚製薬株式会社

サノフィ株式会社

日医工サノフィ株式会社

第一三共株式会社

第一三共エスファ株式会社

アルフレッサ　ファーマ株式会社

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社

注

注

注

注

SANIK

注

注

注
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会社コード 会社名

グラクソ・スミスクライン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

株式会社三和化学研究所

MSD株式会社

株式会社そーせい

SD あゆみ製薬株式会社

SDZ サンド株式会社

SEARLE ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

アストラゼネカ株式会社

 大杉製薬株式会社

シオノケミカル株式会社

塩野義製薬株式会社

シオノギファーマ株式会社

白石薬品株式会社

サンファーマ株式会社

シオノケミカル株式会社

小林化工株式会社

滋賀県製薬株式会社

注

注
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会社コード 会社名

日医工サノフィ株式会社

シオノケミカル株式会社

株式会社そーせい

三宝製薬株式会社

ユーシービージャパン株式会社

スキャンポファーマ合同会社

マイランEPD合同会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社

佐藤薬品工業株式会社

三和生薬株式会社

参天製薬株式会社

サンファーマ株式会社

サンスター株式会社

ヴィーブヘルスケア株式会社

沢井製薬株式会社

生晃栄養薬品株式会社

シンバイオ製薬株式会社

SPI

SN
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会社コード 会社名

シンバイオ製薬株式会社

シンバイオ製薬株式会社

シンバイオ製薬株式会社

株式会社三恵薬品

Sz サンド株式会社

T

アストラゼネカ株式会社

大正製薬株式会社

武田テバファーマ株式会社

Ｔ 中外製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

武田テバファーマ株式会社

武田テバファーマ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ニプロESファーマ株式会社

大正製薬株式会社

武田テバファーマ株式会社

TANABE 田辺三菱製薬株式会社

東亜薬品工業株式会社

東菱薬品工業株式会社

ＴＡ

注

注

注

注

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

大鵬薬品工業株式会社

トーアエイヨー株式会社

三全製薬株式会社

帝國漢方製薬株式会社

帝國製薬株式会社

テバファーマスーティカル株式会社

武田テバ薬品株式会社

武田テバファーマ株式会社

テバファーマスーティカル株式会社

武田テバ薬品株式会社

武田テバファーマ株式会社

帝國製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ニプロESファーマ株式会社

東菱薬品工業株式会社

アストラゼネカ株式会社

注

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

帝人ファーマ株式会社

マイランEPD合同会社

東亜薬品工業株式会社

ナガセ医薬品株式会社

ナガセ医薬品株式会社

　　　　 東亜薬品株式会社

武田テバファーマ株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

東レ・メディカル株式会社

日医工ファーマ株式会社

鳥居薬品株式会社

トーアエイヨー株式会社

東亜医薬品工業株式会社

TOKIWA 常盤薬品工業株式会社

常盤薬品工業株式会社

ToYK 東亜薬品工業株式会社

旭化成ファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

ニプロファーマ株式会社

TO

注

注

注
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会社コード 会社名

ニプロファーマ株式会社

東レ株式会社

東レ・メディカル株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ニプロESファーマ株式会社

ＴＳＵ 鶴原製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

ニプロESファーマ株式会社

武田テバファーマ株式会社

高田製薬株式会社

Ｍｅファルマ株式会社

辰巳化学株式会社

辰巳化学株式会社

テバファーマスーティカル株式会社

武田テバ薬品株式会社

武田テバファーマ株式会社

Ｔｗ 東和薬品株式会社

株式会社トライックス

TY- 株式会社　東洋薬行

Ｔ Ｔ Ｓ

ＴＳ

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

 武田テバ薬品株式会社

太陽ファルマ株式会社

あすか製薬株式会社

U

U ファイザー株式会社

ユーシービージャパン株式会社

ユーシービージャパン株式会社

ユーシービージャパン株式会社

UPJOHN ファイザー株式会社

V

アッヴィ合同会社

VBZ 田辺三菱製薬株式会社

VDT 田辺三菱製薬株式会社

中外製薬株式会社

W

和光堂株式会社

和光堂株式会社

湧永製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

田辺三菱製薬株式会社

注

注
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会社コード 会社名

湧永製薬株式会社

ファイザー株式会社

ファイザー株式会社

X

アスペンジャパン株式会社

武田薬品工業株式会社

アステラス製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

Y

田辺三菱製薬株式会社

ニプロESファーマ株式会社

 株式会社ヤクルト本社

株式会社 ヤクルト本社

YD 株式会社陽進堂

共創未来ファーマ株式会社

吉田製薬株式会社

祐徳薬品工業株式会社

アステラス製薬株式会社

東亜薬品株式会社

注
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会社コード 会社名

Z

日本臓器製薬株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本新薬株式会社

日本新薬株式会社

サノフィ株式会社

ZAP 株式会社ゼリアップ

ゾンネボード製薬株式会社

サノフィ株式会社

サノフィ株式会社

サノフィ株式会社

アストラゼネカ株式会社

サノフィ株式会社

ZD アストラゼネカ株式会社

全星薬品工業株式会社

全薬工業株式会社

株式会社ケミックス

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

注

注

注

注

注
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会社コード 会社名

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ZNC アストラゼネカ株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

ザイダスファーマ株式会社

全薬工業株式会社

注

注
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