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会 社 概 要

１．商

号

ファーマテック株式会社

ま さ

お

２．代

表

者

代表取締役社長

３．所

在

地

〒１０３‐００２３
東京都中央区日本橋本町四丁目８番１６号
KDX 新日本橋駅前ビル１０階
TEL. ０３‐３２７９‐０２００
FAX. ０３‐３２７９‐０１５１

立

１９８８年（昭和６３年） ２月２９日 設立

金

１０,０００,０００円

４．創

５．資

本

６．事 業 目 的

長谷川 誠 朗

① 医薬品原薬輸出販売業務
② 医薬中間体，化学薬品，毒劇物，
試薬及び臨床検査薬販売業務
③ 医薬品原薬卸売販売業務
④ 食品，食品添加物，健康食品輸出入，国内販売業務
⑤ 漢方薬，植物エキス販売業務

７．事業の沿革
昭和６３年２月末、代表取締役会長 竹内 豊彦（昭和２９年６月１１日
神奈川県出生，獨協大学 法学部卒，イワキ株式会社勤務の後）により、
「Pharmacy」&「Technology」を創設コンセプトに掛け合わせた独自
の造語「PHARMATEC」を屋号として設立、国産品の輸出業を主体
に創業時より医薬品，化学品原材料および製品を中心に厳選された
健康食品，化粧品素材の拡販にも注力し、日本国内のみならず欧米，
アジア圏を含めた主要取引先の合計は１００余社を数えます。
創業２９期目となる 2015 年の平成２７年４月１日より代表取締役社長
長谷川 誠朗（昭和４５年８月１５日東京都出生，東京農業大学 生物
産業学部卒，日本粉末薬品株式会社を経て平成１１年入社，前 取締
役 営業部長）が全業務を引き継ぎ、今日に至っております。
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８．営 業 品 目

９．役

① 化粧品，食品添加物，健康食品及び香料
各種化粧品原材料，核酸，ビタミン類，生薬，植物
抽出エキス，酸化防止剤，アミノ酸，その他の食品添
加物，健康食品原材料及び香料
② 医薬品原薬及び医薬中間体
抗ヒスタミン薬，血圧降下剤，殺菌剤，生化学製品，
駆虫剤，抗生物質，制酸剤，緩下剤等の各種医薬
品原薬及び医薬中間体
③ 試薬及び臨床検査薬
④ 毒劇物
⑤ 上記に関連する最終製品の販売

員

代表取締役会長
代表取締役社長
非常勤監査役
非常勤監査役

竹 内
長谷川
竹 内
長谷川

豊 彦
誠 朗
由美子
美 季

１０．取 引 銀 行
みずほ銀行
三菱 UFJ 銀行
三井住友銀行

日本橋支店
日本橋支店
日本橋支店

１１．業 態 許 可
医薬品卸売販売業
（第５３０２１６１０７５号）
医薬品店舗販売業
（くすりのファーマ / 第２００２２０１４６５号）
毒物劇物一般販売業 （第３１０２１６８２０８号）

１２．E-mail

info@pharmatec.co.jp

１３．HP address https://www.pharmatec.co.jp/
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１４．主な仕入先（五十音順）

アルプス薬品工業株式会社
一丸ファルコス株式会社
株式会社 イナガキ薬品
株式会社 ウチダ和漢
株式会社 エース・トレーディング
株式会社 エンザミン研究所
株式会社 オムニカ
オリエンタル酵母工業株式会社
オリザ油化株式会社
鹿島ケミカル株式会社
カネダ株式会社
久木田薬品工業株式会社
株式会社 敬友
香栄興業株式会社
甲南化工株式会社
神島化学工業株式会社
甲陽ケミカル株式会社
小林桂株式会社
金剛化学株式会社
金剛薬品株式会社
株式会社 サンクト
サントレック株式会社
三洋化成工業株式会社
株式会社 三和ケミカル
信永産業株式会社
信越化学工業株式会社
新日本薬業株式会社
シンライ化成株式会社
スノーデン株式会社
ゼリア商事株式会社
株式会社 創元舎
ダイト株式会社
太平化学産業株式会社
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有限会社 大友物産
大和薬品株式会社
タマ生化学株式会社
チューア株式会社
東洋紡績株式会社
東洋サイエンス株式会社
株式会社 常磐植物化学研究所
株式会社 栃本天海堂
富田製薬株式会社
TOWA CORPORATION 株式会社
株式会社 ニッピ
日理化学株式会社
日本化学産業株式会社
日本タルク株式会社
日本バイオコン株式会社
日本粉末薬品株式会社
ネオファーマジャパン株式会社
有限会社 バイオケム
株式会社 ヒロインターナショナル
BGG Japan 株式会社
株式会社 プロ・シーズ
プロテインケミカル株式会社
松浦薬業株式会社
松谷化学工業株式会社
丸善製薬株式会社
マルハニチロ株式会社
三菱化学フーズ株式会社
ミヤコ化学株式会社
株式会社 武蔵野化学研究所
有機合成薬品工業株式会社
ユニキス株式会社
理研化学工業株式会社
株式会社 龍栄総研
（他、約２０社）

１５．主な販売先

―海外（アルファベット順）―
ABBOTT LABORATORIES
AKEBONO FORMOSA CORP.
BIESTERFELD SPEZIALCHEMIE GMBH
BOEHRINGER INGELHEIM CORPORATION
BRENNTAG SOUTH AFRICA PROPRIETARY LIMITED.
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
CAMBREX KARLSKOGA.
ELI LILLY AND COMPANY
FABRICHEM INC.
F&C PHARM COMPANY
GLAXO SMITH KLINE PANAMA
HIBISCUS SOLUTIONS LTD.
HOUNG SHANG TRADING CO., LTD.
MAIN LIFE CORP., LTD.
MEELUNG TRADING CO., LTD.
MYLAN PHARMACEUTICALS
NATIONAL BIOCHEMICALS CORP.
NOVARTIS CONSUMER HEALTH, INC.
OTTO BRANDES
PLUSPHARMA, INC.
PACIFIC RESOURSES INTERNATIONAL PTY LTD.
PT. BERNUS PERDANA
PT. MENJANGAN SAKTI
PT. QWINJAYA ADITAMA
QUADRA INGREDIENTS
ROBERTET FRANCE
STAUBER PERFORMANCE INGREDIENTS, INC.
TRANSO-PHARM USA, LLC
TRAXX INTERNATIONAL CORPORATION
UNIVAR CANADA LTD.
UNIVAR USA INC.
（他、約２０社）
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―国内（五十音順）―
株式会社 アストリム
アニマート製薬株式会社
アピ株式会社
アルプス薬品工業株式会社
ウキシマメディカル株式会社
株式会社 えがお
株式会社 エース・トレーディング
株式会社 カマタ
協和薬品株式会社
久木田薬品工業株式会社
興和株式会社
小林桂株式会社
小林製薬株式会社
金剛薬品株式会社
株式会社 三協
三生医薬株式会社
サントレック株式会社
ザトーン株式会社
住岡食品株式会社
生晃栄養薬品株式会社
株式会社 大和ヘルス社
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中外医薬生産株式会社
TK 製薬株式会社
株式会社 ディーエイチシー
株式会社 栃本天海堂
富山小林製薬株式会社
長岡実業株式会社
日成興産株式会社
日本タブレット株式会社
日本メナード化粧品株式会社
株式会社 日本薬研
株式会社 ハーブランド・野田
ビーエイチエヌ株式会社
株式会社 ファンケル美健
富士カプセル株式会社
株式会社 ヘルススクラム
丸善薬品産業株式会社
ミナト製薬株式会社
ユニフーディア株式会社
株式会社 ユーグレナ
米山薬品工業株式会社
株式会社 龍榮総研
（他、約３０社）

