会社概要
基本情報
■ 社 名
田辺三菱製薬株式会社
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

■ 本社所在地
〒541-8505
大阪市中央区道修町 3-2-10

■ 資本金
500 億円

■ 株式会社設立
1933 年 12 月 13 日

■ 取締役
代表取締役社長 社長執行役員
三津家 正之

■ 合併期日
2007 年 10 月 1 日

代表取締役 専務執行役員
子林 孝司
取締役 常務執行役員
石﨑 芳昭
村上 誠一
田原 永三
田中 崇嗣

■ 監査役
常任監査役
工藤 弘治
菊地 松夫
監査役
西田 孝（社外）
福田 正（社外）

取締役
服部 重彦（社外）
岩根 茂樹（社外）
上條 努（社外）

事業内容

■ 医薬品事業
医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売
●

＜主要医療用医薬品＞
自己免疫疾患
レミケード（関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病による難治性
網膜ぶどう膜炎、乾癬、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎治療剤）
シンポニー（関節リウマチ治療剤）
糖尿病・腎疾患
クレメジン（慢性腎不全用剤）
テネリア（2 型糖尿病治療剤）
中枢神経系疾患
セレジスト（脊髄小脳変性症治療剤）
デパス（精神安定剤）
レクサプロ（抗うつ剤）
ラジカット（脳保護剤）
＜主要ＯＴＣ製品＞
フルコートｆ（皮膚疾患治療薬）
アスパラドリンクα（ドリンク剤）
タナベ胃腸薬ウルソ（胃腸薬）
アレギサール鼻炎（アレルギー性鼻炎用内服薬）
ナンパオ（生薬製剤）
オキナゾール L100（腟カンジダ再発治療薬）

その他の疾患
タリオン（アレルギー性疾患治療剤）
メインテート（高血圧症、狭心症、不整脈、慢性心不全、頻脈性心
房細動治療剤）
ウルソ（肝・胆・消化機能改善剤）
アンプラーグ（抗血小板剤）
ワクチン
テトラビック（百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン）
水痘ワクチン
インフルエンザ
ミールビック（麻しん風しん混合ワクチン）

本 社
■ 本社
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
TEL: 06-6205-5085 FAX: 06-6205-5262

■ 東京本社
〒103-8405 東京都中央区日本橋小網町17-10
TEL: 03-6748-7700

営業拠点
■ 営業本部
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
TEL: 06-6227-4960 FAX: 06-6233-2775
■ 北海道支店
〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西7-4-1
パシフィックマークス札幌北1条7階
TEL: 011-214-3700 FAX: 011-214-3898
■ 東北支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー8階
TEL: 022-212-6822 FAX: 022-212-6828
■ 北関東支店
〒103-8405 東京都中央区日本橋小網町17-10
TEL: 03-6748-7631 FAX: 03-3663-6194
■ 甲信越支店
〒103-8405 東京都中央区日本橋小網町17-10
TEL: 03-6748-7641 FAX: 03-3663-6195
■ 東京支店
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1
飯田橋ファーストタワー31階
TEL: 03-6748-7621 FAX: 03-3815-0751
■ 千葉支店
〒260-0023 千葉市美浜区中瀬1-6
エム・ベイポイント幕張16階
TEL: 043-213-7611 FAX: 043-213-7621
■ 埼玉支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17
シーノ大宮サウスウィング15階
TEL: 048-645-2911 FAX: 048-645-2913

■ 横浜支店
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-17
銀洋新横浜ビル5階
TEL: 045-472-2621 FAX: 045-472-2640
■ 東海支店
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-2
TEL: 052-963-8111 FAX: 052-963-8175
■ 京都支店
〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2
日本生命四条大宮ビル7階
TEL: 075-821-7071 FAX: 075-821-7084
■ 大阪支店
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
TEL: 06-6205-5151 FAX: 06-6205-5616
■ 神戸支店
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-7
コンコルディア神戸6階
TEL: 078-251-8851 FAX: 078-265-2973
■ 中国支店
〒730-0037 広島市中区中町8-18
広島クリスタルプラザ12階
TEL: 082-569-5800 FAX: 082-569-5830
■ 四国支店
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1
高松シンボルタワー22階
TEL: 087-851-2120 FAX: 087-851-7611
■ 九州支店
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2-1 博多祇園M-SQUARE
TEL: 092-263-8338 FAX: 092-263-8308

研究拠点
■ 戸田事業所
〒335-8505 埼玉県戸田市川岸2-2-50
TEL: 048-433-2511
■ 加島事業所
〒532-8505 大阪市淀川区加島3-16-89
TEL: 06-6300-2525

海外拠点
■ 上海事務所
Room 1505B, Westgate Mall 1038 West, Nanjing Road,
Shanghai 200041, China
TEL: 86-21-5228-9316

■ 横浜事業所
〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000
TEL: 045-963-3300

グループ会社
国 内
医薬品等の製造、販売
■ 田辺三菱製薬工場株式会社
〒532-8505 大阪市淀川区加島3-16-89
TEL: 06-6300-3055

精神科領域に特化した医薬品のプロモーション
■ 吉富薬品株式会社
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
TEL: 06-6202-8455

■ 田辺製薬吉城工場株式会社
〒509-4244 岐阜県飛騨市古川町是重1-1-27
TEL: 0577-73-2521

サービス関連
■ 田辺総合サービス株式会社
〒532-8505 大阪市淀川区加島3-16-89
TEL: 06-6300-2430
■ 田辺パルムサービス株式会社
〒532-8505 大阪市淀川区加島3-16-89
TEL: 06-6300-2430

海 外
北米
■ ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ
■ タナベ リサーチ ラボラトリーズ U.S.A.
■ MPヘルスケア ベンチャーマネジメント
■ メディカゴ
■ メディカゴ U.S.A.

■
■
■
■

欧州
■ ミツビシ タナベ ファーマ ヨーロッパ
■ サンテラボ・タナベ シミイ

■ ミツビシ タナベ ファーマ ゲーエムベーハー（ドイツ）

ミツビシ タナベ ファーマ アメリカ
ミツビシ タナベ ファーマ ディベロップメント アメリカ
MTPCホールディングス カナダ
メディカゴ R&D

中東
■ ニューロダーム

アジア
■ 天津田辺製薬
■ 台湾田辺製薬
■ タナベ インドネシア
■ MT ファーマ シンガポール

■
■
■
■

田辺三菱製薬研発（北京）
台田薬品
ミツビシ タナベ ファーマ コリア
MT ファーマ タイランド

