
＊５０音順 更新日時：2021/07/05

漢字 読み
1.医薬品 旭化成ファーマ株式会社 ｱｻﾋｶｾｲﾌｧｰﾏ
1.医薬品 アステラス製薬株式会社 ｱｽﾃﾗｽｾｲﾔｸ
1.医薬品 アストラゼネカ株式会社 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
1.医薬品 アスペンジャパン株式会社 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
1.医薬品 アッヴィ合同会社 ｱｯｳﾞｨ
1.医薬品 アボット ジャパン合同会社 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
1.医薬品 アムジェン株式会社 ｱﾑｼﾞｪﾝ
1.医薬品 あゆみ製薬株式会社 ｱﾕﾐｾｲﾔｸ
1.医薬品 アルフレッサ ファーマ株式会社 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾌｧｰﾏ
1.医薬品 ＥＡファーマ株式会社 ｲｰｴｰﾌｧｰﾏ
1.医薬品 岩城製薬株式会社 ｲﾜｷ
1.医薬品 インスメッド合同会社 ｲﾝｽﾒｯﾄﾞ
1.医薬品 ヴィアトリス製薬株式会社 ｳﾞｨｱﾄﾘｽ
1.医薬品 エーザイ株式会社 ｴｰｻﾞｲ
1.医薬品 エフピー株式会社 ｴﾌﾋﾟｰ
1.医薬品 Ｍｅ ファルマ株式会社 ｴﾑｲｰﾌｧﾙﾏ
1.医薬品 ＭＳＤ製薬株式会社 ｴﾑｴｽﾃﾞｨｰｾｲﾔｸ
1.医薬品 ＬＴＬファーマ株式会社 ｴﾙﾃｨｰｴﾙﾌｧｰﾏ
1.医薬品 大杉製薬株式会社 ｵｵｽｷﾞｾｲﾔｸ
1.医薬品 大塚製薬株式会社 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ
1.医薬品 大塚製薬工場株式会社 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸｺｳｼﾞｮｳ
1.医薬品 大原薬品工業株式会社 ｵｵﾊﾗﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 岡山大鵬薬品株式会社 ｵｶﾔﾏﾀｲﾎｳﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 小野薬品工業株式会社 ｵﾉﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 オルガノン株式会社 ｵﾙｶﾞﾉﾝ
1.医薬品 カイゲンファーマ株式会社 ｶｲｹﾞﾝﾌｧｰﾏ
1.医薬品 化研生薬株式会社 ｶｹﾝｼｮｳﾔｸ
1.医薬品 科研製薬株式会社 ｶｹﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 兼一薬品工業株式会社 ｶﾈｲﾁﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 ガルデルマ株式会社 ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ
1.医薬品 北里薬品産業株式会社 ｷﾀｻﾞﾄﾔｸﾋﾝｻﾝｷﾞｮｳ
1.医薬品 キッセイ薬品工業株式会社 ｷｯｾｲﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 杏林製薬株式会社 ｷｮｳﾘﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 共和クリティケア株式会社 ｷｮｳﾜｸﾘﾃｨｹｱ
1.医薬品 協和キリン株式会社 ｷｮｳﾜｷﾘﾝ
1.医薬品 共和薬品工業株式会社 ｷｮｳﾜﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 キョーリン リメディオ株式会社 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ
1.医薬品 ギリアド・サイエンシズ株式会社 ｷﾞﾘｱﾄﾞｻｲｴﾝｼｽﾞ
1.医薬品 グラクソ・スミスクライン株式会社 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ
1.医薬品 クラシエ薬品株式会社 ｸﾗｼｴﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 ＫＭバイオロジクス株式会社 ｹｲｴﾑﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ
1.医薬品 健栄製薬株式会社 ｹﾝｴｲｾｲﾔｸ
1.医薬品 皇漢堂製薬株式会社 ｺｳｶﾝﾄﾞｳｾｲﾔｸ
1.医薬品 興和株式会社 ｺｳﾜ
1.医薬品 小太郎漢方製薬株式会社 ｺﾀﾛｳｶﾝﾎﾟｳｾｲﾔｸ
1.医薬品 寿製薬株式会社 ｺﾄﾌﾞｷｾｲﾔｸ
1.医薬品 佐藤製薬株式会社 ｻﾄｳｾｲﾔｸ
1.医薬品 サノフィ株式会社 ｻﾉﾌｨ
1.医薬品 沢井製薬株式会社 ｻﾜｲｾｲﾔｸ
1.医薬品 参天製薬株式会社 ｻﾝﾃﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 サンド株式会社 ｻﾝﾄﾞ
1.医薬品 サンファーマ株式会社 ｻﾝﾌｧｰﾏ
1.医薬品 株式会社三和化学研究所 ｻﾝﾜｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ
1.医薬品 三和生薬株式会社 ｻﾝﾜｼｮｳﾔｸ
1.医薬品 ＣＳＬベーリング株式会社 ｼｰｴｽｴﾙﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ
1.医薬品 ＪＣＲファーマ株式会社 ｼﾞｪｲｼｰｱｰﾙﾌｧｰﾏ
1.医薬品 シオエ製薬株式会社 ｼｵｴｾｲﾔｸ
1.医薬品 塩野義製薬株式会社 ｼｵﾉｷﾞｾｲﾔｸ
1.医薬品 昭和薬品化工株式会社 ｼｮｳﾜﾔｸﾋﾝｶｺｳ
1.医薬品 シンバイオ製薬株式会社 ｼﾝﾊﾞｲｵ
1.医薬品 スミス・アンド・ネフュー株式会社 ｽﾐｽｱﾝﾄﾞﾈﾌｭｰ
1.医薬品 ゼリア新薬工業株式会社 ｾﾞﾘｱｼﾝﾔｸｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ｾﾙﾄﾘｵﾝﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ
1.医薬品 全薬工業株式会社 ｾﾞﾝﾔｸｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 第一三共株式会社 ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ
1.医薬品 第一三共エスファ株式会社 ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳｴｽﾌｧ
1.医薬品 大正製薬株式会社 ﾀｲｼｮｳｾｲﾔｸ
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1.医薬品 大日本住友製薬株式会社 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｽﾐﾄﾓｾｲﾔｸ
1.医薬品 大鵬薬品工業株式会社 ﾀｲﾎｳﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 太陽ファルマ株式会社 ﾀｲﾖｳﾌｧﾙﾏ
1.医薬品 高田製薬株式会社 ﾀｶﾀｾｲﾔｸ
1.医薬品 田辺三菱製薬株式会社 ﾀﾅﾍﾞﾐﾂﾋﾞｼ
1.医薬品 中外製薬株式会社 ﾁｭｳｶﾞｲｾｲﾔｸ
1.医薬品 株式会社ツムラ ﾂﾑﾗ
1.医薬品 テイカ製薬株式会社 ﾃｲｶｾｲﾔｸ
1.医薬品 帝人ファーマ株式会社 ﾃｲｼﾞﾝﾌｧｰﾏ
1.医薬品 テルモ株式会社 ﾃﾙﾓ
1.医薬品 株式会社東洋薬行 ﾄｳﾖｳﾔｯｺｳ
1.医薬品 東和薬品株式会社 ﾄｳﾜﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 鳥居薬品株式会社 ﾄﾘｲﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 日医工株式会社 ﾆﾁｲｺｳ
1.医薬品 日東メディック株式会社 ﾆｯﾄｳﾒﾃﾞｨｯｸ
1.医薬品 ニプロ株式会社 ﾆﾌﾟﾛ
1.医薬品 日本アルコン株式会社 ﾆﾎﾝｱﾙｺﾝ
1.医薬品 日本イーライリリー株式会社 ﾆﾎﾝｲｰﾗｲﾘﾘｰ
1.医薬品 日本化薬株式会社 ﾆﾎﾝｶﾔｸ
1.医薬品 一般社団法人日本血液製剤機構 ﾆﾎﾝｹﾂｴｷｾｲｻﾞｲｷｺｳ
1.医薬品 日本ケミファ株式会社 ﾆﾎﾝｹﾐﾌｧ
1.医薬品 日本ジェネリック株式会社 ﾆﾎﾝｼﾞｪﾈﾘｯｸ
1.医薬品 日本新薬株式会社 ﾆﾎﾝｼﾝﾔｸ
1.医薬品 株式会社日本生物製剤 ﾆﾎﾝｾｲﾌﾞﾂｾｲｻﾞｲ
1.医薬品 日本セルヴィエ株式会社 ﾆﾎﾝｾﾙｳﾞｨｴ
1.医薬品 日本臓器製薬株式会社 ﾆﾎﾝｿﾞｳｷｾｲﾔｸ
1.医薬品 株式会社日本点眼薬研究所 ﾆﾎﾝﾃﾝｶﾞﾝﾔｸｹﾝｷｭｳｼｮ
1.医薬品 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ﾆﾎﾝﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
1.医薬品 ノバルティス ファーマ株式会社 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ
1.医薬品 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
1.医薬品 バイエル薬品株式会社 ﾊﾞｲｴﾙﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 バイオジェン・ジャパン株式会社 ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
1.医薬品 バクスター株式会社 ﾊﾞｸｽﾀｰ
1.医薬品 光製薬株式会社 ﾋｶﾘｾｲﾔｸ
1.医薬品 久光製薬株式会社 ﾋｻﾐﾂｾｲﾔｸ
1.医薬品 ファイザー株式会社 ﾌｧｲｻﾞｰ
1.医薬品 フェリング・ファーマ株式会社 ﾌｪﾘﾝｸﾞﾌｧｰﾏ
1.医薬品 富士製薬工業株式会社 ﾌｼﾞｾｲﾔｸｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 富士フイルム富山化学株式会社 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾄﾔﾏｶｶﾞｸ
1.医薬品 株式会社伏見製薬所 ﾌｼﾐｾｲﾔｸｼｮ
1.医薬品 藤本製薬株式会社 ﾌｼﾞﾓﾄｾｲﾔｸ
1.医薬品 株式会社富士薬品 ﾌｼﾞﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 扶桑薬品工業株式会社 ﾌｿｳﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ株式会社 ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ
1.医薬品 堀井薬品工業株式会社 ﾎﾘｲﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
1.医薬品 本草製薬株式会社 ﾎﾝｿﾞｳｾｲﾔｸ
1.医薬品 丸石製薬株式会社 ﾏﾙｲｼｾｲﾔｸ
1.医薬品 マルホ株式会社 ﾏﾙﾎ
1.医薬品 三笠製薬株式会社 ﾐｶｻｾｲﾔｸ
1.医薬品 株式会社ミノファーゲン製薬 ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 ミヤリサン製薬株式会社 ﾐﾔﾘｻﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 ムンディファーマ株式会社 ﾑﾝﾃﾞｲﾌｧｰﾏ
1.医薬品 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ株式会社 ﾒｲｼﾞｾｲｶﾌｧﾙﾏ
1.医薬品 メルクバイオファーマ株式会社 ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ
1.医薬品 持田製薬株式会社 ﾓﾁﾀﾞｾｲﾔｸ
1.医薬品 株式会社ヤクルト本社 ﾔｸﾙﾄﾎﾝｼｬ
1.医薬品 山善製薬株式会社 ﾔﾏｾﾞﾝｾｲﾔｸ
1.医薬品 ヤンセンファーマ株式会社 ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
1.医薬品 ユーシービージャパン株式会社 ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
1.医薬品 祐徳薬品工業株式会社 ﾕｳﾄｸﾔｸﾋﾝ
1.医薬品 株式会社陽進堂 ﾖｳｼﾝﾄﾞｳ
1.医薬品 吉田製薬株式会社 ﾖｼﾀﾞｾｲﾔｸ
1.医薬品 レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社 ﾚｺﾙﾀﾞﾃｨ
1.医薬品 わかもと製薬株式会社 ﾜｶﾓﾄｾｲﾔｸ
2.医療機器・材料 旭化成メディカル株式会社 ｱｻﾋｶｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ
2.医療機器・材料 株式会社アシスト ｱｼｽﾄ
2.医療機器・材料 アズワン株式会社 ｱｽﾞﾜﾝ
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2.医療機器・材料 アルケア株式会社 ｱﾙｹｱ
2.医療機器・材料 株式会社ＥＭシステムズ ｲｰｴﾑｼｽﾃﾑｽﾞ
2.医療機器・材料 オオサキメディカル株式会社 ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ
2.医療機器・材料 ＯＧ技研株式会社 ｵｰｼﾞｰｷﾞｹﾝ
2.医療機器・材料 フクダコーリン株式会社 ﾌｸﾀﾞｺｰﾘﾝ
2.医療機器・材料 川澄化学工業株式会社 ｶﾜｽﾐｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ
2.医療機器・材料 株式会社カワムラサイクル ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ
2.医療機器・材料 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
2.医療機器・材料 ケンツメディコ株式会社 ｹﾝﾂﾒﾃﾞｨｺ
2.医療機器・材料 コニカミノルタジャパン株式会社 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ
2.医療機器・材料 コロプラスト株式会社 ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ
2.医療機器・材料 ＧＥヘルスケアジャパン株式会社 ｼﾞｰｲｰﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ
2.医療機器・材料 シーホネンス株式会社 ｼｰﾎﾈﾝｽ
2.医療機器・材料 株式会社ジェイ・エム・エス ｼﾞｪｲｴﾑｴｽ
2.医療機器・材料 四国メディコム株式会社 ｼｺｸﾒﾃﾞｨｺﾑ
2.医療機器・材料 島津メディカルシステムズ株式会社 ｼﾏｽﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
2.医療機器・材料 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ｼﾞｮﾝｿﾝｴﾝﾄﾞｼﾞｮﾝｿﾝ
2.医療機器・材料 新鋭工業株式会社 ｼﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳ
2.医療機器・材料 新光電子株式会社 ｼﾝｺｳﾃﾞﾝｼ
2.医療機器・材料 スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント株式会社 ｽﾐｽｱﾝﾄﾞﾈﾌｭｰｳﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
2.医療機器・材料 大衛株式会社 ﾀｲｴｲ
2.医療機器・材料 大同化工株式会社 ﾀﾞｲﾄﾞｳｶｺｳ
2.医療機器・材料 株式会社タカゾノ ﾀｶｿﾞﾉ
2.医療機器・材料 タカラベルモント株式会社 ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ
2.医療機器・材料 テルモ株式会社 ﾃﾙﾓ
2.医療機器・材料 東京医研株式会社 ﾄｳｷｮｳｲｹﾝ
2.医療機器・材料 株式会社トーショー ﾄｰｼｮｰ
2.医療機器・材料 トーワケミカル株式会社 ﾄｰﾜｹﾐｶﾙ
2.医療機器・材料 ニチバン株式会社 ﾆﾁﾊﾞﾝ
2.医療機器・材料 ニプロ株式会社 ﾆﾌﾟﾛ
2.医療機器・材料 日本コヴィディエン株式会社 ﾆﾎﾝｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ
2.医療機器・材料 日本光電工業株式会社 ﾆﾎﾝｺｳﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ
2.医療機器・材料 日本シグマックス株式会社 ﾆﾎﾝｼｸﾞﾏｯｸｽ
2.医療機器・材料 株式会社日本メディックス ﾆﾎﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ
2.医療機器・材料 バクスター株式会社 ﾊﾞｸｽﾀｰ
2.医療機器・材料 株式会社長谷川綿行 ﾊｾｶﾞﾜﾒﾝｺｳ
2.医療機器・材料 パラマウントベッド株式会社 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ
2.医療機器・材料 フクダ電子四国販売株式会社 ﾌｸﾀﾞﾃﾞﾝｼｼｺｸﾊﾝﾊﾞｲ
2.医療機器・材料 富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑｽﾞ
2.医療機器・材料 富士フイルムメディカル株式会社 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ
2.医療機器・材料 フランスベッド株式会社 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ
2.医療機器・材料 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 コンバテック事業部 ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞｺﾝﾊﾞﾃｯｸ
2.医療機器・材料 株式会社ホリスター ﾎﾘｽﾀｰ
2.医療機器・材料 松吉医科器械株式会社 ﾏﾂﾖｼｲｶｷｶｲ
2.医療機器・材料 ミナト医科学株式会社 ﾐﾅﾄｲｶｶﾞｸ
2.医療機器・材料 村中医療器株式会社 ﾑﾗﾅｶｲﾘｮｳｷ
2.医療機器・材料 株式会社メディング ﾒﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.医療機器・材料 大和工場株式会社 ﾔﾏﾄｺｳｼﾞｮｳ
2.医療機器・材料 株式会社ユヤマ ﾕﾔﾏ
2.医療機器・材料 リバテープ製薬株式会社 ﾘﾊﾞﾃｰﾌﾟｾｲﾔｸ
3.診断薬 アークレイマーケティング株式会社 ｱｰｸﾚｲﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
3.診断薬 アボット ジャパン株式会社 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
3.診断薬 アルフレッサ ファーマ株式会社 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
3.診断薬 株式会社医学生物学研究所（ＭＢＬ） ｲｶﾞｸｾｲﾌﾞﾂｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ
3.診断薬 株式会社イムコア ｲﾑｺｱ
3.診断薬 株式会社エイアンドティー ｴｲｱﾝﾄﾞﾃｨｰ
3.診断薬 栄研化学株式会社 ｴｲｹﾝｶｶﾞｸ
3.診断薬 ＳＢバイオサイエンス株式会社 ｴｽﾋﾞｰﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ
3.診断薬 エッペンドルフ株式会社 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ
3.診断薬 株式会社ＬＳＩメディエンス ｴﾙｴｽｱｲﾒﾃﾞｨｴﾝｽ
3.診断薬 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 ｵｰｿｸﾘﾆｶﾙﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ
3.診断薬 大塚製薬株式会社 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ
3.診断薬 株式会社カイノス ｶｲﾉｽ
3.診断薬 関東化学株式会社 ｶﾝﾄｳｶｶﾞｸ
3.診断薬 極東製薬工業株式会社 ｷｮｸﾄｳｾｲﾔｸｺｳｷﾞｮｳ
3.診断薬 株式会社三和化学研究所 ｻﾝﾜｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ
3.診断薬 シーメンス・ヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ
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3.診断薬 シスメックス株式会社 ｼｽﾒｯｸｽ
3.診断薬 ビオメリュージャパン株式会社 ﾋﾞｵﾒﾘｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
3.診断薬 株式会社シノテスト ｼﾉﾃｽﾄ
3.診断薬 積水メディカル株式会社 ｾｷｽｲﾒﾃﾞｨｶﾙ
3.診断薬 株式会社タウンズ ﾀｳﾝｽﾞ
3.診断薬 テルモ株式会社 ﾃﾙﾓ
3.診断薬 デンカ株式会社 ﾃﾞﾝｶ
3.診断薬 東洋紡績株式会社 ﾄｳﾖｳﾎﾞｳｾｷ
3.診断薬 日水製薬株式会社 ﾆｯｽｲｾｲﾔｸ
3.診断薬 日本電子株式会社 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼ
3.診断薬 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 ﾆﾎﾝﾍﾞｸﾄﾝﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ
3.診断薬 バイエル薬品株式会社 ﾊﾞｲｴﾙﾔｸﾋﾝ
3.診断薬 富士レビオ株式会社 ﾌｼﾞﾚﾋﾞｵ
3.診断薬 ベックマン・コールター株式会社 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰ
3.診断薬 株式会社堀場製作所 ﾎﾘﾊﾞｾｲｻｸｼｮ
3.診断薬 ミナリスメディカル株式会社 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ
3.診断薬 武藤化学株式会社 ﾑﾄｳｶｶﾞｸ
3.診断薬 ラジオメーター株式会社 ﾗｼﾞｵﾒｰﾀｰ
3.診断薬 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 ﾛｼｭﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ
4.ニュートリション アイドゥ株式会社 ｱｲﾄﾞｩ
4.ニュートリション アサヒグループ食品株式会社 ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟｼｮｸﾋﾝ
4.ニュートリション 株式会社アペックス西日本 ｱﾍﾟｯｸｽﾆｼﾆﾎﾝ
4.ニュートリション アボットジャパン株式会社 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
4.ニュートリション ＥＡファーマ株式会社 ｲｰｴｰﾌｧｰﾏ
4.ニュートリション ＥＮ大塚製薬株式会社 ｲｰｴﾇｵｵﾂｶｾｲﾔｸ
4.ニュートリション 伊那食品工業株式会社 ｲﾅｼｮｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
4.ニュートリション 大塚食品株式会社 ｵｵﾂｶｼｮｸﾋﾝ
4.ニュートリション 株式会社大塚製薬工場 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸｺｳｼﾞｮｳ
4.ニュートリション 尾西食品株式会社 ｵﾆｼｼｮｸﾋﾝ
4.ニュートリション カイゲンファーマ株式会社 ｶｲｹﾞﾝﾌｧｰﾏ
4.ニュートリション カゴメ株式会社 ｶｺﾞﾒ
4.ニュートリション 亀田製菓株式会社 ｶﾒﾀﾞｾｲｶ
4.ニュートリション 株式会社ガレノス ｶﾞﾚﾉｽ
4.ニュートリション キッセイ薬品工業株式会社 ｷｯｾｲﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
4.ニュートリション キューピー株式会社 ｷｭｰﾋﾟｰ
4.ニュートリション 株式会社霧島湧水 ｷﾘｼﾏﾕｳｽｲ
4.ニュートリション キリン株式会社 ｷﾘﾝ
4.ニュートリション クラシエ薬品株式会社 ｸﾗｼｴﾔｸﾋﾝ
4.ニュートリション 株式会社クリニコ ｸﾘﾆｺ
4.ニュートリション 株式会社サタケ ｻﾀｹ
4.ニュートリション サラヤ株式会社 ｻﾗﾔ
4.ニュートリション 株式会社サンプラネット ｻﾝﾌﾟﾗﾈｯﾄ
4.ニュートリション 四国明治株式会社 ｼｺｸﾒｲｼﾞ
4.ニュートリション 太陽化学株式会社 ﾀｲﾖｳｶｶﾞｸ
4.ニュートリション テルモ株式会社 ﾃﾙﾓ
4.ニュートリション 日清オイリオグループ株式会社 ﾆｯｼﾝｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.ニュートリション 新田ゼラチン株式会社 ﾆｯﾀｾﾞﾗﾁﾝ
4.ニュートリション ニュートリー株式会社 ﾆｭｰﾄﾘｰ
4.ニュートリション ネスレ日本株式会社 ﾈｽﾚﾆﾎﾝ
4.ニュートリション 株式会社ハーバー研究所メディカルフーズ事業部 ﾊｰﾊﾞｰｹﾝｷｭｳｼｮ
4.ニュートリション ハウス食品株式会社 ﾊｳｽｼｮｸﾋﾝ
4.ニュートリション バランス株式会社 ﾊﾞﾗﾝｽ
4.ニュートリション 株式会社ファイン ﾌｧｲﾝ
4.ニュートリション 株式会社フードケア ﾌｰﾄﾞｹｱ
4.ニュートリション 株式会社伏見製薬所 ﾌｼﾐｾｲﾔｸｼｮ
4.ニュートリション 堀井薬品工業株式会社 ﾎﾘｲﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ
4.ニュートリション ホリカフーズ株式会社 ﾎﾘｶﾌｰｽﾞ
4.ニュートリション 株式会社宮源 ﾐﾔｹﾞﾝ
4.ニュートリション 名糖産業株式会社 ﾒｲﾄｳｻﾝｷﾞｮｳ
4.ニュートリション 株式会社山田養蜂場 ﾔﾏﾀﾞﾖｳﾎｳｼﾞｮｳ
4.ニュートリション 株式会社ライフサポート ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ
4.ニュートリション 株式会社龍角散 ﾘｭｳｶｸｻﾝ
5.ヘルスケア アサヒ飲料株式会社 ｱｻﾋｲﾝﾘｮｳ
5.ヘルスケア 大塚製薬株式会社 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ
5.ヘルスケア キリン協和フーズ株式会社 ｷﾘﾝｷｮｳﾜﾌｰｽﾞ
5.ヘルスケア サラヤ株式会社 ｻﾗﾔ
5.ヘルスケア 巽合成株式会社 ﾀﾂﾐｺﾞｳｾｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
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5.ヘルスケア 田辺三菱製薬株式会社 ﾀﾅﾍﾞﾐﾂﾋﾞｼｾｲﾔｸ
5.ヘルスケア 株式会社ドクターシーラボ ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ
5.ヘルスケア 名糖産業株式会社 ﾒｲﾄｳｻﾝｷﾞｮｳ
5.ヘルスケア 持田ヘルスケア株式会社 ﾓﾁﾀﾞﾍﾙｽｹｱ
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