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・弊社製品に関する製造会社へのお問合せはご遠慮ください。
販売名 製造会社名

アジスロマイシンカプセル小児用100mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
アジスロマイシン細粒小児用10％「TCK」 長生堂製薬株式会社
アジスロマイシン錠250mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アゼラスチン塩酸塩錠1mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アゼルニジピン錠8mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アゼルニジピン錠16mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アダパレンゲル0.1％「TCK」 （国内製造所）
アトルバスタチン錠5mg「TCK」 株式会社陽進堂
アトルバスタチン錠10mg「TCK」 株式会社陽進堂
アマルエット配合錠１番「TCK」 東和薬品株式会社
アマルエット配合錠2番「TCK」 東和薬品株式会社
アマルエット配合錠3番「TCK」 東和薬品株式会社
アマルエット配合錠4番「TCK」 東和薬品株式会社
アムバロ配合錠「TCK」 辰巳化学株式会社
アムバロ配合OD錠「TCK」 ダイト株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アムロジピンOD錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アムロジピンOD錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アムロジピン錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アムロジピン錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アムロジピン錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アモキシシリンカプセル125mg｢TCK｣ あゆみ製薬株式会社
アモキシシリンカプセル250mg｢TCK｣ あゆみ製薬株式会社
アモキシシリン細粒10％「TCK」 あゆみ製薬株式会社
アモキシシリン細粒20％「TCK」 あゆみ製薬株式会社
アレンドロン酸錠5mg「TCK」 共和薬品工業株式会社
アレンドロン酸錠35mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アロプリノール錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アロプリノール錠100mg「TCK」 辰巳化学株式会社
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「TCK」 日新製薬株式会社
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 （国内製造所）
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 辰巳化学株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TCK」 東洋カプセル株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TCK」 東洋カプセル株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TCK」 東洋カプセル株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
イブプロフェン錠100mg｢TCK｣
（旧販売名：イブプロフェン錠100mg｢タツミ｣）

辰巳化学株式会社

イブプロフェン錠200mg｢TCK｣
（旧販売名：イブプロフェン錠200mg｢タツミ｣）

辰巳化学株式会社

イマチニブ錠100mg「TCK」 （国内製造所）
イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 株式会社陽進堂
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社

製剤製造会社一覧
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販売名 製造会社名
イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
イルアミクス配合錠LD「TCK」 辰巳化学株式会社
イルアミクス配合錠HD「TCK」 辰巳化学株式会社
ウルソデオキシコール酸錠100mg「TCK」 辰巳化学株式会社
エスゾピクロン錠1mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
エスゾピクロン錠2mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
エスゾピクロン錠3mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
エゼチミブ錠10mg「TCK」 ダイト株式会社
エチゾラム錠0.25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
エチゾラム錠0.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
エチゾラム錠1mg「TCK」 （国内製造所）
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「TCK」 ダイト株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「TCK」 ダイト株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「TCK」 ダイト株式会社
エパルレスタット錠50ｍｇ「TCK」
（旧販売名：エパルレスタット錠50「タツミ」）

辰巳化学株式会社

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢TCK｣ （国内製造所）
エピナスチン塩酸塩錠20mg｢TCK｣ （国内製造所）
エペリゾン塩酸塩錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
エレトリプタン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「TCK」 ダイト株式会社
オランザピンOD錠5mg「TCK」 ダイト株式会社
オランザピンOD錠10mg「TCK」 ダイト株式会社
オルメサルタン錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
オルメサルタン錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
オルメサルタン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
オルメサルタン錠40mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「TCK」 株式会社陽進堂
カルベジロール錠1.25mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
カルベジロール錠2.5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
カルベジロール錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カルベジロール錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カルボシステイン錠250mg「TCK」 生晃栄養薬品株式会社
カルボシステイン錠500mg「TCK」 生晃栄養薬品株式会社
カンデサルタン錠2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カンデサルタン錠4mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カンデサルタン錠8mg「TCK」 辰巳化学株式会社
カンデサルタン錠12mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クラリスロマイシン錠小児用50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「TCK」 辰巳化学株式会社
グリメピリド錠0.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
グリメピリド錠1mg「TCK」 辰巳化学株式会社
グリメピリド錠3mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クロピドグレル錠25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クロピドグレル錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クロピドグレル錠75mg「TCK」 辰巳化学株式会社
クロモグリク酸Na細粒小児用１０％「ＴＣＫ」 辰巳化学株式会社
ザルトプロフェン錠80「タツミ」 辰巳化学株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
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販売名 製造会社名
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
シメチジン錠200mg「TCK」 辰巳化学株式会社
シメチジン錠400mg「TCK」 株式会社陽進堂
ジメモルファンリン酸塩散10％「TCK」 辰巳化学株式会社
ジメモルファンリン酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25％「TCK」 日新製薬株式会社
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「ＴＣＫ」 辰巳化学株式会社
ジラゼプ塩酸塩錠100mg「ＴＣＫ」 株式会社陽進堂
ジルムロ配合錠LD「TCK」 辰巳化学株式会社
ジルムロ配合錠HD「TCK」 辰巳化学株式会社
シロドシン錠2mg「TCK」 株式会社陽進堂
シロドシン錠4mg「TCK」 株式会社陽進堂
スピロノラクトン錠25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
スマトリプタン錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
スルピリド錠50mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
セファクロルカプセル250mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用100mg「TCK」 長生堂製薬株式会社
セルトラリン錠25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
セルトラリン錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
セルトラリン錠100mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
センノシド錠12mg｢TCK｣ 生晃栄養薬品株式会社
ソファルコンカプセル100ｍｇ「TCK」
（旧販売名：ラビンカプセル100mg）

株式会社陽進堂

ソファルコン錠50mg「TCK」
（旧販売名：ラビン錠50mg）

辰巳化学株式会社

ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
タダラフィル錠20mgCI「TCK」 KOLON PHARMA（韓国）－辰巳化学（包装のみ）

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「TCK」 （国内製造所）
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「TCK」 （国内製造所）
テルビナフィン錠125mg「TCK」 辰巳化学株式会社
テルミサルタン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
テルミサルタン錠40mg「TCK」 辰巳化学株式会社
テルミサルタン錠80mg「TCK」 辰巳化学株式会社
トアラセット配合錠「TCK」 辰巳化学株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ドキサゾシン錠1mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ドキサゾシン錠2mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ドキサゾシン錠4mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「TCK」 辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TCK」 辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」 辰巳化学株式会社

3
辰巳化学株式会社



2021年7月9日現在

販売名 製造会社名
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 （国内製造所）
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 （国内製造所）
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 （国内製造所）
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ドネペジル塩酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 辰巳化学株式会社
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
トリクロルメチアジド錠2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ナフトピジルOD錠50mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ナフトピジルOD錠75mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ナフトピジル錠25mg「TCK」 （国内製造所）
ナフトピジル錠50mg「TCK」 （国内製造所）
ナフトピジル錠75mg「TCK」 （国内製造所）
ニトラゼパム細粒1％｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ニトラゼパム錠5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ニトラゼパム錠10mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
バラシクロビル錠500mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
バルサルタン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
バルサルタン錠40mg「TCK」 辰巳化学株式会社
バルサルタン錠80mg「TCK」 辰巳化学株式会社
バルサルタン錠160mg「TCK」 辰巳化学株式会社
バルサルタンOD錠20mg「TCK」 ダイト株式会社
バルサルタンOD錠40mg「TCK」 ダイト株式会社
バルサルタンOD錠80mg「TCK」 ダイト株式会社
バルサルタンOD錠160mg「TCK」 ダイト株式会社
バルヒディオ配合錠MD「TCK」 辰巳化学株式会社
バルヒディオ配合錠EX「TCK」 辰巳化学株式会社
パロキセチン錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
パロキセチン錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
パロキセチン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ピオグリタゾン錠30mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ビカルタミド錠80mg「TCK」 （国内製造所）
ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ファモチジン錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ファモチジン錠20mg「TCK」 辰巳化学株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」 キョーリン製薬グループ工場株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
プラバスタチンNa錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 辰巳化学株式会社
フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
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販売名 製造会社名
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3％「TCK」
（旧販売名：ユーメトンクリーム0.3％）

株式会社陽進堂

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3％「TCK」
（旧販売名：ユーメトン軟膏0.3％）

株式会社陽進堂

プレドニゾロンクリーム0.5％「TCK」
（旧販売名：プレドニゾロンクリーム0.5％「タツミ」）

株式会社陽進堂

プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」
（旧販売名：塩酸プロピベリン錠10「タツミ」）

辰巳化学株式会社

プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」
（旧販売名：塩酸プロピベリン錠20「タツミ」）

辰巳化学株式会社

ブロモクリプチン錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 （国内製造所）
ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 （国内製造所）
ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％「TCK」
（旧販売名：ノルコットクリーム0.12％）

株式会社陽進堂

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064％「TCK」
（旧販売名：ヒズボット軟膏0.064％）

株式会社陽進堂

ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベナゼプリル塩酸塩錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベニジピン塩酸塩錠4mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ベニジピン塩酸塩錠8mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「TCK」 株式会社陽進堂
ペミロラストK錠5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ペミロラストK錠10mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ボグリボース錠0.2mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ボグリボース錠0.3mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ミチグリニドCa・OD錠5mg｢TCK｣ 滋賀県製薬株式会社
ミチグリニドCa・OD錠10mg｢TCK｣ 滋賀県製薬株式会社
ミルタザピン錠15mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ミルタザピン錠30mg「TCK」 辰巳化学株式会社
メキタジン錠3mg「TCK」 辰巳化学株式会社
メコバラミン錠500μg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」 辰巳化学株式会社
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」 辰巳化学株式会社
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「TCK」 （国内製造所）
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 （国内製造所）
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「TCK」 （国内製造所）
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」 （国内製造所）
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
モンテルカスト錠5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
モンテルカスト錠10mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg｢TCK｣ 辰巳化学株式会社
ラビン細粒20％ 株式会社陽進堂
ラフチジン錠5mg「TCK」 株式会社陽進堂
ラフチジン錠10mg「TCK」 株式会社陽進堂
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」 株式会社陽進堂
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2021年7月9日現在

販売名 製造会社名
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 株式会社陽進堂
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」 株式会社陽進堂
リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
レバミピド錠100mg「TCK」 辰巳化学株式会社
レプリントン配合錠L100 辰巳化学株式会社
レプリントン配合錠L250 ダイト株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
レボセチリジン塩酸塩DS0.5％「TCK」 辰巳化学株式会社
レボフロキサシン錠250mg「TCK」 辰巳化学株式会社
レボフロキサシン錠500mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1％「TCK」 株式会社陽進堂
ロサルタンカリウム錠25mg「TCK」 （国内製造所）
ロサルタンカリウム錠50mg「TCK」 （国内製造所）
ロサルタンカリウム錠100mg「TCK」 （国内製造所）
ロサルヒド配合錠LD「TCK」 辰巳化学株式会社
ロサルヒド配合錠HD｢TCK」 辰巳化学株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ロスバスタチン錠5mg「TCK」 辰巳化学株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」 ダイト株式会社
ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」 ダイト株式会社
ロラタジン錠10mg「TCK」 辰巳化学株式会社
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