
【共創未来ファーマ販売品】 2022/11/16現在
製品名 原薬名 原薬製造国

アダパレンゲル0.1%「共創未来」 アダパレン インド（２）

アムバロ®配合錠「FFP」
バルサルタン
アムロジピンベシル酸塩

バルサルタン︓⼤韓⺠国
アムロジピンベシル酸塩︓⽇本、インド

アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」 アンブリセンタン インド
イマチニブ錠100mg「KMP」 イマチニブメシル酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国
イルベサルタン錠50mg「共創未来」 イルベサルタン 中華⼈⺠共和国
イルベサルタン錠100mg「共創未来」 イルベサルタン 中華⼈⺠共和国
イルベサルタン錠200mg「共創未来」 イルベサルタン 中華⼈⺠共和国
エスゾピクロン錠1ｍｇ「KMP」 エスゾピクロン インド
エスゾピクロン錠2ｍｇ「KMP」 エスゾピクロン インド
エスゾピクロン錠3ｍｇ「KMP」 エスゾピクロン インド
エゼチミブ錠10mg「KMP」 エゼチミブ ⽇本
カンデサルタン錠2mg「FFP」 カンデサルタン シレキセチル ⽇本
カンデサルタン錠4mg「FFP」 カンデサルタン シレキセチル ⽇本
カンデサルタン錠8mg「FFP」 カンデサルタン シレキセチル ⽇本
カンデサルタン錠12mg「FFP」 カンデサルタン シレキセチル ⽇本
クエチアピン錠25mg「FFP」 クエチアピンフマル酸塩 ⽇本、イタリア
クエチアピン錠100mg「FFP」 クエチアピンフマル酸塩 ⽇本、イタリア
クエチアピン錠200mg「FFP」 クエチアピンフマル酸塩 ⽇本、イタリア
クロピドグレル錠25mg「FFP」 クロピドグレル硫酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
クロピドグレル錠75mg「FFP」 クロピドグレル硫酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
シロドシンOD錠2mg「KMP」 シロドシン ⽇本、⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国
シロドシンOD錠4mg「KMP」 シロドシン ⽇本、⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国
シロドシン錠2mg「KMP」 シロドシン ⽇本、⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国
シロドシン錠4mg「KMP」 シロドシン ⽇本、⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国
ゾルピデム酒⽯酸塩錠5mg「KMP」 ゾルピデム酒⽯酸塩 イスラエル
ゾルピデム酒⽯酸塩錠10mg「KMP」 ゾルピデム酒⽯酸塩 イスラエル
デュロキセチンカプセル20ｍｇ「KMP」 デュロキセチン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国
デュロキセチンカプセル30ｍｇ「KMP」 デュロキセチン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国
テルミサルタン錠20mg「FFP」 テルミサルタン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、スペイン
テルミサルタン錠40mg「FFP」 テルミサルタン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、スペイン
テルミサルタン錠80mg「FFP」 テルミサルタン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、スペイン

トアラセット®配合錠「共創未来」
トラマドール塩酸塩
アセトアミノフェン

トラマドール塩酸塩︓インド、スロバキア
アセトアミノフェン︓⽇本、アメリカ合衆国

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 ドネペジル塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国（最終精製︓⽇本）
トラニラスト点眼液0.5%「FFP」 トラニラスト ⽇本
トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」 トルバプタン ⽇本、台湾
トルバプタンOD錠15mg「KMP」 トルバプタン ⽇本、台湾
ナフトピジルOD錠25mg「FFP」 ナフトピジル イタリア、⼤韓⺠国
ナフトピジルOD錠50mg「FFP」 ナフトピジル イタリア、⼤韓⺠国
ナフトピジルOD錠75mg「FFP」 ナフトピジル イタリア、⼤韓⺠国
バラシクロビル錠500mg「FFP」 バラシクロビル塩酸塩 ⽇本、インド、中華⼈⺠共和国
バルサルタン錠20mg「FFP」 バルサルタン ⽇本、⼤韓⺠国
バルサルタン錠40mg「FFP」 バルサルタン ⽇本、⼤韓⺠国
バルサルタン錠８0mg「FFP」 バルサルタン ⽇本、⼤韓⺠国
バルサルタン錠160mg「FFP」 バルサルタン ⽇本、⼤韓⺠国
ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」 ピオグリタゾン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国、インド
ピオグリタゾンOD錠30mg「FFP」 ピオグリタゾン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国、インド
ピオグリタゾン錠15mg「FFP」 ピオグリタゾン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国、インド
ピオグリタゾン錠30mg「FFP」 ピオグリタゾン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国、インド
ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 ピタバスタチンカルシウム⽔和物 ⼤韓⺠国（２）
ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 ピタバスタチンカルシウム⽔和物 ⼤韓⺠国（２）
ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 ピタバスタチンカルシウム⽔和物 ⼤韓⺠国（２）
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製品名 原薬名 原薬製造国

ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 ファムシクロビル ⼤韓⺠国、インド
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「FFP」 フェキソフェナジン塩酸塩 ⽇本（２）
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「FFP」 フェキソフェナジン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「FFP」 フェキソフェナジン塩酸塩 ⽇本、⼤韓⺠国
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」 プラミペキソール塩酸塩⽔和物 ⽇本、⼤韓⺠国
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」 プラミペキソール塩酸塩⽔和物 ⽇本、⼤韓⺠国
プレガバリンOD錠25ｍｇ「KMP」 プレガバリン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、インド
プレガバリンOD錠75ｍｇ「KMP」 プレガバリン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、インド
プレガバリンOD錠150ｍｇ「KMP」 プレガバリン 中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）、インド
ミルタザピン錠15mg「共創未来」 ミルタザピン 中華⼈⺠共和国
ミルタザピン錠30mg「共創未来」 ミルタザピン 中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩OD錠5ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩OD錠10ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩OD錠20ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩錠5ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩錠10ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
メマンチン塩酸塩錠20ｍｇ「KMP」 メマンチン塩酸塩 ⽇本、中華⼈⺠共和国
リセドロン酸Na錠2.5mg「FFP」 リセドロン酸ナトリウム⽔和物 ⽇本、インド
リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 リセドロン酸ナトリウム⽔和物 ⽇本、インド
リバスチグミンテープ4.5ｍｇ「KMP」 リバスチグミン スペイン
リバスチグミンテープ9ｍｇ「KMP」 リバスチグミン スペイン
リバスチグミンテープ13.5ｍｇ「KMP」 リバスチグミン スペイン
リバスチグミンテープ18ｍｇ「KMP」 リバスチグミン スペイン
レボカバスチン点眼液0.025%「FFP」 レボカバスチン塩酸塩 ⽇本
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 レボセチリジン塩酸塩 ⽇本（２）
レボフロキサシン点眼液0.5%「FFP」 レボフロキサシン⽔和物 ⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）
レボフロキサシン点眼液1.5%「FFP」 レボフロキサシン⽔和物 ⼤韓⺠国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇本）
ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」 ロキソプロフェンナトリウム⽔和物 ⽇本（２）、台湾、中華⼈⺠共和国、⼤韓⺠国
ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」 ロキソプロフェンナトリウム⽔和物 ⽇本（２）、台湾、中華⼈⺠共和国、⼤韓⺠国
ロサルタンカリウム錠25mg「FFP」 ロサルタンカリウム ⼤韓⺠国、インド
ロサルタンカリウム錠50mg「FFP」 ロサルタンカリウム ⼤韓⺠国、インド
ロサルタンカリウム錠100mg「FFP」 ロサルタンカリウム ⼤韓⺠国、インド

ロサルヒド®配合錠LD「FFP」
ロサルタンカリウム
ヒドロクロロチアジド

ロサルタンカリウム︓⽇本、スペイン
ヒドロクロロチアジド︓インド、イタリア

ロサルヒド®配合錠HD「FFP」
ロサルタンカリウム
ヒドロクロロチアジド

ロサルタンカリウム︓⽇本、スペイン
ヒドロクロロチアジド︓インド、イタリア

ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 ロスバスタチンカルシウム
⽇本、中華⼈⺠共和国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇
本）

ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 ロスバスタチンカルシウム
⽇本、中華⼈⺠共和国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇
本）

ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 ロスバスタチンカルシウム
⽇本、中華⼈⺠共和国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇
本）

ロスバスタチン錠5mg「共創未来」 ロスバスタチンカルシウム
⽇本、中華⼈⺠共和国、中華⼈⺠共和国（最終精製︓⽇
本）

ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」 ロピニロール塩酸塩 インド
ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」 ロピニロール塩酸塩 インド
ロラタジン錠10mg「FFP」 ロラタジン ⽇本、インド
ロラタジンOD錠10mg「FFP」 ロラタジン ⽇本、インド

（国名順不同）
注︓原産国名の括弧内数字は、当該原薬で同⼀国内における複数の原薬製造所数を⽰しています。
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