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歴史を持ちながらなお、日々健康効果への期待が高まっているプロ

オティクス。私たちの使命は、健康の源は腸にあるという理念のも

良質で安全なプロバイオティクスを始めとする製品に「健康とい

せ」をのせてお届けすることです。

having a long history, probiotics continue to raise expectations of im-

ents in daily health. Based on our philosophy that health begins in the

ne, it is our mission to deliver an array of safe and highest-quality prod-

cluding our core probiotics, that contribute to the joy of health.   

健康でありたいという願いは全ての人にとって最も強い願いです。

近年、人の寿命は、医療、食生活、生活環境の向上により目ざ

ましく伸びてまいりました。一方、若さを保ち、健康であり続

けることは、Quality of lifeの大きな課題です。

★ 健康の源は腸にあり
私たちは、健康が腸内の益生菌によってつくられるとの理念の

もと、益生菌の研究開発を通して、常に最高の品質の生菌製剤

を提供してまいります。

★ わが国では16年振りとなる産科の新薬を開発
新生児数は、毎年減少傾向にありながら早産による低出生体重

児の出生率は逆に増加しています。

健康な新生児の誕生を願い、開発に12年間の歳月を要して新医

薬品の「切迫早産による子宮収縮抑制剤マグセント注100ｍＬ」

を2006年6月に発売しました。

★ 食の安全への貢献
畜産市場においては、医薬品や飼料の供給により健康な畜産動

物の生産を支援する事で、安全な食品の確保に貢献しております。 

ごあいさつ

中のひとに健康という幸せをお届けすること。

が私たちの使命です。
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A Word from the President

企業理念Corporate Principles

Good health is the ultimate goal that we all share. Modern improve-

ments in medical treatment, nutrition and living conditions have re-

sulted in remarkably long life spans for people. Recently, quality-of-life 

issues, such as maintaining youth and health, have come to the fore-

front of health discussions. Our core probiotics contribute to the joy 

of health.    

While the number of newborns continues to decrease every year, the 

percentage of babies born significantly underweight is on the rise. In 

our desire to counter this problem, we spent twelve intensive years 

developing a new drug,“Magsent Injection100 mL”─a tocolytic agent 

for contractions for threatened premature deliveries─ which went on 

sale in June 2006. 

We also support the production of farm and aquaculture animals by helping 

to ensure the manufacture of safe feed and drugs in the livestock industry.

Based on our belief that health can be created through beneficial bacte-

ria in the intestines, we continue to provide probiotic products of the 

highest quality through research and development of these bacteria. 

Health begins in the intestines

Contribution to food safety

Development of a new obstetrics drug for
the first time in 16 years in Japan



　ビオスリー散、ビオスリー錠は、長年医師
及び薬剤師の先生方により腸内細菌叢の異常
による便通異常に対して処方されていますが、
近年では各種原疾患の治療にも臨床応用され
るようになってきています。
　また、周産期医療において「マグセント注
100mL」は、切迫早産における子宮収縮抑
制剤として学会や医療現場から大きな期待を
寄せられています。

医療用医薬品

健康食品原料

動物用医薬品動物用混合飼料

医薬部外品

水産用混合飼料

東亜
プロバイオティクスの

世界

　乳酸菌、酪酸菌、ナットウ菌、ビフィズス
菌等バラエティに富んだプロバイオティクス
を提供しております。当社の原料菌末は、医
薬品と同等の厳密な管理体制により、安全で
高品質な製品を出荷することで、お客様の信
頼をいただいています。

　動物の飼育条件の急激な変化や生理、薬物
等のストレスは腸内細菌叢を変動させやすく、
消化管疾患の原因となります。東亜の動物用
医薬品の作用が、速やかに正常細菌叢に回復
させ動物の疾患を治療します。獣医師の先生
方の処方により、家畜から愛玩動物まで幅広
くお役立ていただいています。

　動物飼育管理や栄養管理について当社営業
社員がきめ細やかな販売活動を行い、全国の
畜産関係者の皆様に高い信頼を寄せていただ
いております。
　近年、抗生物質の家畜への予防的使用が問
題視され、それに代わる手段としてもプロバ
イオティクスへの期待と需要が益々高まって
います。

　ペット、牛、豚、鶏などに止まらず、水産
業界でも活躍する東亜のプロバイオティクス。
ウナギ、ハマチ、ブリ等多くの水産物が、当
社の製品を活用していただくことにより、健
康な食材となって日本中の食卓へと届けられ
ているのです。

　お客様ご自身で薬局　お客様ご自身で薬局･薬店にてお買い求め薬店にてお買い求め
いただける、ビオスリーいただける、ビオスリーH、ビオスリー、ビオスリーHiHi錠
のラインナップ。長年にわたる医療用医薬品のラインナップ。長年にわたる医療用医薬品
における技術とノウハウの蓄積を活かし、生における技術とノウハウの蓄積を活かし、生
きたまま腸に届いて確かな効果を発揮します。きたまま腸に届いて確かな効果を発揮します。
皆様のライフスタイルに合わせ、様々な場面皆様のライフスタイルに合わせ、様々な場面
での健康管理にお役立てください。での健康管理にお役立てください。

　お客様ご自身で薬局･薬店にてお買い求め
いただける、ビオスリーH、ビオスリーHi錠
のラインナップ。長年にわたる医療用医薬品
における技術とノウハウの蓄積を活かし、生
きたまま腸に届いて確かな効果を発揮します。
皆様のライフスタイルに合わせ、様々な場面
での健康管理にお役立てください。



研究・開発

東亜薬品工業のプロバイオティクスは、他社の製品にはない複数の菌

種を組み合わせることによって高い機能性を発揮します。当社の「微

生物のプロフェッショナル」たちは長年、菌株や製剤技術の改良、生

産工程の検討を重ね、さらにその機能性を高めることに成功しました。

また、当社製品について医療現場や畜水産現場から求められるエビデ

ンスデータの取得にも日々注力しています。

Toa Pharmaceutical
,
s probiotics are highly functional because they combine 

several bacterial strains─something unavailable in the products of other com-

panies. The experts on microorganisms at our company have succeeded in fur-

ther boosting that functionality by improving the strains and formulation tech-

nology in conjunction with evaluating the manufacturing process. In addition, 

we continuously focus on collecting data on the effectiveness of our products 

from medical facilities and agricultural and aquaculture farms.  

Reserch & Development



① 腸内細菌と寿命

私達人間を含め生き物の腸管内には、「一般的には」必ず

息しています。しかし、実験的に腸管内を含め完全に無菌の状態の動

物、即ち無菌動物を作り出すことができます。この無菌動物をいろい

ろな角度から観察してみると腸内細菌の持つ大きな役割が見えてきま

す。その一つが「寿命」。無菌動物の平均的な寿命は、通常の動物に

比較し約1.5倍延長すると言われています。腸内細菌が宿主の老化や

寿命を左右しているなんて、なんとも不思議なことです。

② 腸内細菌と生薬

緩下剤で有名なセンナの活性成分としてセンノシドが知られています。

配糖体であるセンノシドは腸管で腸内細菌の産生する酵素の作用に

よって、腸管の蠕動運動を刺激するレインアンスロンに変化し、緩下

成分としての活性を発揮します。このように生薬成分の多くは生体内

に入って腸内細菌の働きにより初めて薬効を発揮します。腸内細菌は、

そのままでは活性を発揮しない生薬を「くすり」へと変身させる重要

な存在なのです。

ホームページ紹介

当社の誇るプロバイオティクスは、乳酸菌、酪酸菌、糖化菌の相乗効

果により、腸で効果的に活躍します。その働きについては、当社ホー

ムページでも詳しくご紹介していますので、是非ご覧ください。

http://www.toabio.co.jp/

菌の豆知識

酪酸菌

糖化菌

乳酸菌

カゼイ菌

プランタラム菌

Clostridium butyricum

Bacillus mesentericus

Streptococcus faecalis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus casei

Lactobacillus plantarum

東亜の
プロバイオティクスは

●医薬品から食品まで幅広い分野で応用が可能な菌株を取揃えています。

●当社独自の培養技術により菌株の育種、保存を行い、長期に安定した性状を維持しています。

●大量培養、製剤化までの工程をＧＭＰ施設内で実施しているため、国内でも最高レベルの清浄環境
　で製造されています。　 
●腸内細菌叢の異常により発生する様々の疾患に対して、治療、予防に有用な資料が得られています。





当社の主力製品は、生きているプロバイオティクスや、完全な無菌が

求められる注射剤です。そのために、私たちは高い水準の衛生環境の

下で製造した製品の有効性、安全性の確認を徹底的に追求する管理体

制を整えています。東亜薬品工業は、どこまでも品質と安全を追求し

続けます。

Our core products are living probiotics and injectable solutions that require 

complete sterility. Consequently, we have created control systems that com-

prehensively ensure the effectiveness and safety of our products, which are 

manufactured under strict standards in hygienic environments. Toa Pharma-

ceutical continuously pursues quality and safety in all areas.

コラム

品質管理部門のメンバーとして入社し、5年目になります。

チームワークの重要性や成長できる可能性を感じながら、

業務に取り組む毎日です。最近では、その中で得た技術や

知識が会社のため、世の中のために貢献できるという実感

が持てるようになってきました。

　品質管理部門は、責任の大きさと共にやりがいのある仕

事です。さまざまな問題に取り組み、課題を乗り越えなが

ら、お客様の手元に届く最後の砦として常に製品の安全性

を高めることに努めています。

品質管理部社員

Quality Control 品質管理



ユーザーの皆様より、ひとつの商品にも包装形態等に様々

なご要望をいただきます。そんなお客様の目線に立った、

幅広い商品バラエティの一部を紹介させていただきます。

製品紹介

症状に応じた医療用医薬品に加え、

お客様のニーズに適う充実の品揃え。
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Products



Quasi-Medicine

 

Prescription Medicine

Animal Drugs

Animal Feed





資 本 金：７,０００万円

従業員数：１１０名

取引銀行：三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、東京都民銀行、京都銀行

事業内容：医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、飼料添加物、飼料、食品の製

　　　　　造・販売及び輸出入

事業所

本社・東日本営業所／〒１５１-００７３　東京都渋谷区笹塚2-1-11

TEL： ０３（３３７５）０５１１　FAX： ０３（３３７５）０５３９

館林工場／〒３７４-００４２　群馬県館林市近藤町606

TEL： ０２７６（７２）４９４１　FAX： ０２７６（７２）４９４３

総合研究所／〒３７４-００４２　群馬県館林市近藤町606

TEL： ０２７６（７２）４９４２　FAX： ０２７６（７２）４９４３

北日本営業所／〒０６５-００１１　北海道札幌市東区北11条東1-2-8

TEL： ０１１（７３１）１５１１　FAX： ０１１（７２１）０８０９

西日本営業所／〒８６１-５５２３　熊本市徳王町479-1 CALM徳王107

TEL： ０９６（３５９）１８３１　FAX： ０９６（３５９）１８３１

●会社概要／COMPANY OUTLINE

東亜薬品工業株式会社
Capital： ７０ million yen

Number of employees： １１０

Banks： Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ; Sumitomo Mitsui Bank Corporation; 

Tokyo Tomin Bank; Bank of Kyoto, Ltd.

Business Description：Manufacture, sales and import/export of pharmaceut-

icals, quasi-pharmaceuticals, animal drugs, animal feed, animal feed additives 

and foodstuffs.

Locations

Head Office: Higashi-Nihon Branch/ 2-1-11, Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo, １５１-００７３

TEL: ０３(３３７５)０５１１　FAX: ０３(３３７５)０５３９

Factory/ 606, Kondo-cho, Tatebayashi-shi, Gunma Pref., ３７４-００４２

TEL: ０２７６(７２)４９４１　FAX: ０２７６(７２)４９４３

Laboratory/ 606, Kondo-cho, Tatebayashi-shi, Gunma Pref., ３７４-００４２

TEL: ０２７６(７２)４９４２　FAX: ０２７６(７２)４９４３

Kita-Nihon Branch/1-2-8, Higashi, Kita 11-jyo, Higashi-ku, Sapporo, ０６５-００１１

TEL: ０１１(７３１)１１５１　FAX: ０１１(７２１)０８０９

Nishi-Nihon Branch/ Calm Tokuoh 107, 479-1, Tokuoh-cho, Kumamoto-shi, 

Kumamoto Pref., ８６１-５５２３

TEL: ０９６(３５９)１８３１　FAX: ０９６(３５９)１８３１

Toa Pharmaceutical Co., Ltd.

●会社沿革／COMPANY HISTORY

Nov. 1941

Jan. 1948

Jun. 1960

May 1963

Jul. 1963

Jan. 1964

Aug. 1967

Mar. 1968

May 1970

Aug. 1971

Mar. 1972

Jan. 1979

Sep. 1985

Jun. 1986

Dec. 1986

Oct. 1987

Feb. 1988

Apr. 1988

May 1988

Sep. 1993

Aug. 1995

Oct. 1996

May 1997

Jul. 1999

Sep. 1999

Jun. 2002

Jan. 2003

Apr. 2005

Jun. 2006

関連会社
東亜新薬株式会社、トーマス通商株式会社

Affiliated companies
Toa Shinyaku Co., Ltd.; Thomas Trading Co., Ltd.

Toa Pharmaceutical Research Laboratory is established

The Research Laboratory is changed to a corporation and is 

renamed Toa Pharmaceutical Co., Ltd.; Torii Pharmaceutical 

Co., Ltd. is desingated as the distributor for pharmaceuticals

Sales of "Asdorin Injection" commence

Sales of "Bio-Three", a probiotic, commence

Expansion of business results in the establishment of Toa Shinyaku 

Co., Ltd. as a separate business division of Toa Pharmaceutical Co., 

Ltd.

The Animal Drug Division is established within Toa Pharma-

ceutical Co., Ltd., for the manufacturing and sales of medical 

products to the animal breeding and aquaculture industries

Sales of "Bio-Three for animal" commence

Tatebayashi Factory (in Tatebayashi-shi, Gunma Pref.) is com-

pleted with a site area of approximately 33,000 m2

Sales of "Biopair", a stomachic for animals, commence

Sales of "Neoas P", an antifebrile, analgesic and antiallergic 

agent, commence

Sales of "Neoas Injection" commence

New premises for the Head Office are completed

Exports of animal drugs and feed additives to Taiwan com-

mence

New premises for the Research Laboratory are completed

Licensed manufacture of pharmaceuticals and animal drugs 

commences in Korea

Sales of "Bio-Three Tablets" commence

Takashi Masuda takes over as president

Sales of "Bio-Three H" commence at general pharmacies

Exports of aquaculture feed to Thailand commence

Sales of "Manesol" anticonvulsive commence

Sales of "Toaraze Hi" aquaculture feed commence

Sales of "Bio-Three Hi tab." commence at general pharmacies

Sales of "Bio-Three Ace" animal feed commence

The Injection Drug Plant is established within the Tatebayashi 

Factory, and the Pharmaceutical  Manufacturing plant is renovat-

ed

Sales of "Kobuta Sankyodai" pig feed commence

Sales of "Toaraze for Poultry" poultry feed commence

Licensed manufacture of pharmaceuticals commences in India

Sales of "Bio-Three Pellets" animal feed commence

Sales of "Magsent Injection 100mL", a tocolytic agent for 

threatened premature delivery, commence
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東亜薬化学研究所を創立

同研究所を法人に改組、社名を東亜薬品工業株式会社とし、鳥居薬

品株式会社を医薬向専門の総代理店とする

鎮咳剤「アスドリン注」を発売

活性生菌製剤「ビオスリー」を発売

業績拡大に伴い営業部門を分離独立し、東亜新薬株式会社を設立

動物薬営業部を設立し、酪農・畜産関係の医薬品の製造・販売を開始

動物用活性生菌製剤「動物用ビオスリー」を発売

館林工場竣工（群馬県館林市）敷地面積約33,000m2

動物用消化機能障害治療剤「ビオペア」を発売

動物用解熱・鎮痛・抗アレルギー剤「ネオアスP」を発売

動物用解熱・鎮痛・抗アレルギー剤「ネオアス注射液」を発売

本社社屋竣工（東京都渋谷区）

台湾に動物用医薬品及び混合飼料の輸出を開始

総合研究所を新築

韓国での医薬品及び動物用医薬品ライセンス販売に際し原料輸出

を開始

活性生菌製剤「ビオスリー錠」を発売

増田隆 代表取締役社長に就任

一般薬局向けに「ビオスリーH」を発売

タイ国に水産用混合飼料の輸出を開始

鎮痙剤「マグネゾール」を発売

水産用混合飼料「トーアラーゼHi」を発売

一般薬局向けに「ビオスリーHi錠」を発売

混合飼料「ビオスリーエース」を発売

館林工場内に注射棟を竣工、及び製剤棟を改築

豚用混合飼料「子豚三兄弟」を発売

鶏用混合飼料「鶏用トーアラーゼ」を発売

インドでの医薬品ライセンス販売に際し原料輸出を開始

混合飼料「ビオスリーペレット」を発売

切迫早産における子宮収縮抑制剤「マグセント注100mL」を発売
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