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Design Your Smile
健康創造のスズケングループ
スズケングループメッセージには

「すべての人々の健康で豊かな生活を創造する」
との決意が込められています。

ミッション
存在意義・使命

「健康創造のスズケングループ」は、
グループの英知を集め、
すべての人々の笑顔あふれる豊かな生活に
貢献し続けます

ビジョン
将来の理想像

「健康創造のスズケングループ」は、
健康に関わるさまざまな領域で、
新しい価値を創造することに挑戦し、
すべての人々の笑顔を応援する
ベストパートナーを目指します

バリュー
行動基準

	 誠意(Sincerity)と
	 倫理観(Morality)をもって
S M I L E	 独自性(Identity)を生かし
	 お得意さまに学ぶ(Learning)心で
	 進化(Evolution)し続けます
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「健康創造」が
事業領域という
ユニークな
企業グループです
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ごあいさつ

医療と健康に
なくてはならない存在へ

取締役最高顧問

別所　芳樹
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代表取締役会長

宮田　浩美
代表取締役社長

浅野　茂

　スズケングループは、「世のため、人のため」という

“創業のこころ”を礎に、「健康創造」を事業領域とす

るユニークな企業グループです。「お得意さまに

学ぶ」という精神を大切に受け継ぎながら、「お得

意さまのお役に立つ」ことをひたむきに考え、実践し

てきました。

　その結果、中核事業である医療用医薬品の卸売

だけではなく、新たな医薬品の研究・開発・製造、医

薬品メーカー支援、保険薬局、そして介護に至るまで

医療分野で幅広く事業を展開する唯一の企業グルー

プへと進化しています。

　さらに、「Design	Your	Smile	健康創造のスズケ

ングループ」というメッセージのもと、従業員一人一

人が、人々の笑顔あふれる豊かな生活に貢献する企

業グループでもあります。人々が生涯、健康を第一に

望むかぎり、スズケングループの使命が尽きること

はありません。

　私たちは今後も、医療から介護まで「健康創造」と

いう無限に広がる分野において新たな価値を創り出

し、日本およびアジアにおいて、「医療と健康になくて

はならない存在」になることを目指して邁進してまい

ります。
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医薬品卸の枠を超え、
医療と健康に関する分野で
バリューチェーンを構築し、
世の中のお役に立っていることが
スズケングループの強みです

医療機器・材料製造事業
医薬品製造事業

研究 開発 製造

うみだす
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バリューチェーン

つなぐ

ささえるうみだす

医薬品卸売事業
メーカー支援サービス事業
海外事業

保険薬局事業
介護事業

情報
提供 流通 介護調剤

ささえるつなぐ
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たゆまぬ努力を続け、
よりよい医療と社会を
つなぐことが
私たちの使命

●	医薬品卸売事業
■ 医薬品・医療機器などの販売
（株）スズケン
（株）翔薬
（株）サンキ
（株）アスティス
（株）スズケン沖縄薬品
ナカノ薬品（株）
（株）スズケン岩手
クラウメド(株)
神宮薬品(株)
（株）ピーエスシー

■ 医薬品を中心に取り扱う物流専門会社
（株）エス・ディ・ロジ
中央運輸（株）
(有)サンキ・メディハート
P・J・Dネットワーク（株）
グッドサービス（株）

●	メーカー支援サービス事業
（株）エス・ディ・コラボ
エス・マックス（株）

●	海外事業



医薬品メーカー

診断薬メーカー 医薬品卸

医療機器・材料メーカー

病院

診療所 患者さま

薬局

株式会社スズケン岩手

株式会社サンキ

ナカノ薬品株式会社

株式会社アスティス

株式会社スズケン沖縄薬品

株式会社翔薬

株式会社スズケン
グループ会社
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よりよい医療と社会をつなぐ

スズケングループは、患者さまに処方される医療用医薬品
や診断薬、医療機器・材料を、全国の12万軒を超える医療機
関や保険薬局などのお得意さまに、安全かつ確実にお届けし
ています。
全国に広がる販売網を独自に構築し、すべての都道府県に
営業拠点を配しています。地域に密着した全国卸として、全国

地域に密着した全国卸として、
日本の医療流通の中核を担っています

医薬品卸売事業
つなぐ

うみだす ささえる

の医療現場から集まる情報を、各地域のお得意さまにタイム
リーにお届けするとともに、お得意さまごとに最適なサービス
を提供しています。
また、医薬品の原材料輸送から医薬品が医療機関に届く
まで一貫した医薬品流通体制で、日本の医療と健康を支え
ています。

医薬品が患者さまに届くまでの流れ 全国に展開する医薬品卸売のグループ会社
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お得意さま視点で
最適なソリューションを提案するMS

最初に相談される存在に
新たな医薬品が次々と開発されています。
また、ジェネリック医薬品の普及も進んでい
ます。一方で今、お得意さまは、調剤報酬・診
療報酬改定をはじめ、医療制度の大きな変
化に直面しています。そのような時だからこ
そ、最初に相談される存在を目指し、お得意
さまのお役に立てることをひたむきに追求し
ていきます。

患者さまに最もふさわしいものを

つなぐ

うみだす ささえる

医薬品卸売事業—営業

iPadを用いて、さまざまな医薬品が紹介できるツール「ＭＳ－Naviα」。
医師などの医療従事者との面談時に、各薬剤のポイントを分かりやすく紹介
することができます。

MS（マーケティング・スペシャリスト）と呼ばれる営業担当者
が、特定のメーカーに偏らない中立な立場で、１軒１軒のお得意
さまニーズに最適な商品やサービスを提案、販売しています。
また、医薬品の適正使用、流行疾患などの情報に加え、医療
機関・保険薬局の経営のお役に立てる情報などをタイムリーに
お伝えするほか、グループ内外との連携によって医療経営の問
題解決のお手伝いもしています。
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頼れる仲間、信じ合える仲間との「チームワーク」で
お得意さまに笑顔と感動をお届けします

笑顔をお届けする選ばれる卸に
私たちの使命は、必要とされる医薬品を揃え、
お得意さまに確実にお届けすることです。突き
詰めれば、お得意さまと患者さまの笑顔に貢
献することです。そのためには、お得意さまか
ら選ばれる付加価値の高いサービスを提供
するとともに、私たち全員が笑顔を大切にし、
自ら笑顔をお届けできる卸でありたいと考え
ています。

出社
朝 日中 夕方

帰社 帰宅

明日の準備を整える朝のミーティング。
訪問スケジュールを
確認

MRと情報交換 訪問ルートをチェック お得意さまを訪問。
医薬品の紹介、商談、
情報提供・収集

お得意さまからの依頼
事項の対応

MSの1日



医薬品
メーカー

医薬品
メーカー

ロット番号・
有効期限を
バーコード
管理

スズケン
グループ 医療機関

保険薬局

医療機関
保険薬局

医療機関
保険薬局

医薬品
メーカー どのメーカーの

どの工場で
生産された
ものか？

どの
医療機関へ
出荷されたか？

入荷
管理

出荷
管理

検索・照会

トレーサビリティ・システム
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医薬品卸売事業—物流

日本一のメディカル・ロジスティクスパートナーを
目指して
必要な時に、必要な量を安定供給

あいさつと笑顔が明日の活力
最適なルートで、毎日、お得意さまに医薬品を
確実に配送しています。お忙しいお得意さま
が多いなか、手際のよい検品と正確な納品が
なにより重要ですが、元気なあいさつと自然
な笑顔も忘れないようにしています。お得意さ
まと交わすあいさつと笑顔のコミュニケーショ
ンは、明日の活力につながります。

つなぐ

うみだす ささえる

医薬品という生命関連商品を、日々決められたお得意さま
（病院・診療所・保険薬局）へ確実にお届けすることが、DS（デ
リバリー・スタッフ）の使命です。業界随一の緑ナンバー車両
（運送事業用車両）を約2,000台保有し、厳格な温度管理の
もと、医薬品を全国くまなく、必要な時に、必要な量を、確実に
お届けできるネットワークを構築しています。
業界に先駆けて2005年に導入した全国対応のトレーサビリ
ティ・システムによって、ロット番号と有効期限を一元管理し、す
べての医薬品の流通経路を明確にしています。医薬品回収の
発生時には、速やかに対応することができます。



札幌物流第一センター

阪神物流センター

岡山物流センター

福岡物流センター
（SILC）

名南物流センター

江南物流センター

神奈川物流センター新居浜物流センター

千葉物流センター

戸田物流センター

宮城物流センター
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非常時にもお役に立てる安定供給体制
を整備
社会的使命を果たし続けるために

質の高い機能をローコストで
医薬品をメーカーから仕入れ、医療機関など
にお届けするうえで、重要な保管・出荷機能を
担っています。厳格な品質管理や欠品防止は
もちろん、メーカーから医療機関までの調達
リードタイムの短縮化、在庫管理の精度向上、
人員の適正配置などによってローコストオペ
レーションも実現しています。さらに、不測の
事態に備えたBCP（事業継続計画）への対応
も徹底しています。

スズケングループは、全国をカバーする11カ所の物流セン
ターを含む270カ所以上もの物流拠点に豊富な在庫を有し、お
得意さまにとって欠品のない物流体制を整えています。地震な
どの大規模災害やパンデミックなどの非常時に備えた、安定供
給体制の整備にも取り組んでいます。
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医薬品メーカーにとって、なくてはならない存在

医薬品メーカーへの多様なサービスを提供

メーカー支援サービス事業

私たちだからできる
流通支援機能
メーカーさまに、医薬品流通を最適化する提案
を行っています。医薬品メーカーから卸・医療
機関・保険薬局まで、あらゆる流通機能を備え
たスズケングループだからこそできるサービ
スです。海外メーカーの新たな日本展開や希
少疾病用医薬品の流通も積極的にサポートし
たいと考えています。

つなぐ

うみだす ささえる

医薬品メーカー
バリューチェーン

スズケングループの
医薬品メーカー
支援事業

研究開発

治験支援事業 医薬品製造
受託事業

メーカー物流※2

事業
希少疾病用医薬品
の支援事業

医療関連調査
事業

医薬品販売
支援事業

製　造 物　流 マーケティング 販　売

医薬品メーカーは経営資源を新薬開発に集中させるため、周
辺機能のアウトソーシングを、これまで以上に強めています。ス
ズケングループはこうしたニーズをいち早く捉え、医薬品メー
カーに対してグループの総合力を生かした多様なサービスを
提供しています。

医薬品の製造受託をはじめ、メーカーの物流センターの運営
や卸への物流の受託など、医薬品メーカーのコスト削減にも貢
献しています。さらに、たとえ一人でも病気に苦しむ患者さまが
いる以上、必要とされる医薬品をお届けすることが社会的使命
と捉え、希少疾病用医薬品※1の流通も実現しています。

※1	医療上必要性は高いが、必要とする患者数が少ない医薬品
※2	メーカー物流には、医薬品の原料をメーカーの工場まで輸送する「調達物流」、生産された医薬品をメーカーの工場からメーカーの物流センターまで輸送する「生産物流」、メーカーの物流

センターから卸の物流センターに輸送する「販売物流」があります。

医薬品メーカーのバリューチェーンに対する支援事業の総合化
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日本で培った医薬品流通ノウハウで、
中国・韓国をはじめとしたアジアの人々の　　　　
医療と健康に貢献
中国・韓国市場で確固たるポジションを築く

海外事業

事業パートナーとの協業を通じて
現地の医療に貢献
日本と中国・韓国では、文化・商習慣・医療制
度、すべてが大きく異なります。しかし、人々の
健康でありたいという願いは同じです。各国
政府の医療制度改革が推進されるなか、事業
パートナーとの協業を通じて、医薬品流通事
業をはじめとする様々な医療サービスを現地
に合った形で確立し、医療産業に貢献したい
と考えています。

つなぐ

うみだす ささえる

中国・韓国の医療用医薬品市場は、経済成長および高齢化と
ともに急増する医療・健康ニーズを受けて成長し続けています。
一方で、医薬品流通の近代化・効率化も急がれており、日本
の医薬品卸が長年にわたり培ったノウハウに大きな期待が寄
せられています。
スズケングループは2008年、中国の大手医薬品卸である

「上薬控股有限公司」との合弁会社「上海鈴謙滬中医薬有
限公司」（現：上薬鈴謙滬中（上海）医薬有限公司）を設立し、
上海などにおいて医薬品卸売事業を展開してきました。さら
に2016年にEPS益新株式会社と資本業務提携を結び、中国
において医薬品の研究・開発から流通までをワンストップで
提供する医薬品流通プラットフォームの構築を目指しており
ます。
韓国では医薬品卸のポクサンナイスと2016年に資本業務

提携を結び、韓国市場に参入いたしました。韓国医薬品流通市
場での､さらなる事業展開に向け取り組みを強化しています。

中国における医薬品流通

医
薬
品
メ
ー
カ
ー

一級卸

物流（配送、代金回収）

商流
（学術販促支援、
販売代行）

二級卸

総代理

大手国有企業

販売委託

販促※

一級卸の
子会社や地方
政府系企業

メーカー支援型
ビジネス

（多くは民間企業）

病
院

メーカー自社のMRによる販促

上海鈴謙滬中
（上海）医薬有限公司

※	販促は、パートナー企業に委託

物流 商流
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今までになかった
新しい価値を生みだし、
人々に喜ばれることが、
私たちの誇り

●	医療機器・材料製造事業
ケンツメディコ(株)
（株）スズケン	ケンツ事業部

●	医薬品製造事業
（株）三和化学研究所
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医療機器・材料製造事業

品質で世界に認められる「Kenz」ブランド

「患者さまにやさしい」を追求した製品を開発し、グローバルに展開

患者さまにも医療スタッフにも
喜ばれる製品づくり
ホルター心電計の開発を担当しています｡営
業担当者の意見や､時には医療スタッフから直
接、生の声をお聴きし､製品づくりに反映させて
います｡もっと小さく､もっと快適に､もっと使い
やすく､患者さまの負担だけでなく､医療スタッ
フの手間を少しでも減らせるように､これから
もホルター心電計の進化に挑戦していきます｡

つなぐ

うみだす ささえる

スズケングループが開発する医療機器のオリジナルブラン
ド「Kenz」の中心製品は､ホルター心電計､血圧計､聴診器等
の検査機器です｡より簡単､より正確に計測し､患者さまに負
担･不安を与えない機器開発に果敢にチャレンジしており､ホル
ター心電計の超小型化などを実現しました｡
Kenz製品はアジア圏を中心に世界３０カ国以上の医療現
場で使用され､世界中の医療機関から高い評価をいただいて
います｡

ワンハンド電子血圧計
Kenz	レジーナⅢ

１２誘導防水ホルター心電計
Kenz	Cardy	1201

聴診器	ティーエスフォネットグランデ	
No.182	

超小型防水ホルター心電計
Kenz	Cardy	305	pico
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人にやさしい“くすり”を世界の人々に

糖尿病治療の研究に真摯に向き合っています

医薬品製造事業

失敗は成功のもと
膨大な化合物ライブラリから臨床候補に挙
がったものについて有効性を調べ、新たな
医薬品の創造につなげる研究をしています。
日々、失敗の繰り返しですが、新たな効果・効
能を期待できる医薬品、より副作用の少ない
医薬品が必ず見つかると信じ、試行錯誤を粘
り強く続けています。

つなぐ

うみだす ささえる

スズケングループの製薬会社「（株）三和化学研究所」は、糖尿
病領域を柱とした生活習慣病の改善に寄与する医薬品や付加
価値の高いジェネリック医薬品、国内トップシェアの血糖自己測
定器・診断薬の開発・製造・販売を行っています。
2012年に自社創薬のDPP-4阻害剤「スイニー錠」、2018年に

「スイニー錠」と「メトホルミン錠」の配合剤である2型糖尿病治
療剤「メトアナ配合剤」を発売し、糖尿病領域での地位を一層高
めています。さらに2013年には、痛風・高尿酸血症治療剤「ウリ
アデック錠」、2021年には、二次性副甲状腺機能亢進症治療薬
「ウパシタ静注透析用シリンジ」を発売しました。
FUKUSHIMA工園、熊本工場の2工場では、自社医薬品の製
造に加え、大手製薬会社の受託生産も行っています。
特に、特許を有する製剤技術「OSDrC※（オスドラック）」は国内

外から高評価を得て、飲みやすい薬への剤形改良等に大きく貢
献しています。
※	OSDrC®（One-Step	Dry-Coating）
複雑な放出制御（製剤から薬物が溶け出す速度を調節する）を加えた錠剤や口腔内で素
早く崩壊する錠剤、さらに、これまでカプセルにしかできなかった薬物も錠剤にできるな
ど、付加価値の高い製剤を設計・製造できる技術。

FUKUSHIMA工園	製造工程
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医薬品情報の提供と収集を通じ、
地域医療や新薬創造に貢献するMR
有効性・安全性の詳細情報を提供

信頼される情報提供を
私たちは、糖尿病治療薬の領域に絶対の自信を
持っています。しかし、自社薬剤のメリットだけを
伝えるMRでは、先生方の信頼を得ることはでき
ません。MSとも協力して、他の医療機関から集
めた数多くの症例を基に、副作用の最新情報な
どもきちんと提供し、適正に医薬品をご使用い
ただくことを第一に考えています。

三和化学研究所は、約300名のMR（メディカル・リプレゼン
タティブス）と呼ばれる医薬情報担当者が、医師や薬剤師の
方々に効能・効果・適正使用等の専門的情報の提供を行ってい
ます。また、自社製品の有効性、安全性に関する情報や副作用
情報を収集し、医療関係者の皆さまに、その評価、分析結果を

フィードバックするのもMRの重要な役割です。さらに、学術研
究会やセミナーをコーディネートし、信頼性の高い情報提供を
通じて自社製品の普及に努めています。
なお、医療機関・薬局への販売活動は医薬品卸売事業のMS
が担当しています。

スイニー錠 メトアナ配合錠 ウリアデック錠 ウパシタ静注透析用シリンジ

医療用医薬品の主な製品
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すこしでも
健康で、快適に
すごしていただけることが、
私たちの喜び

●	保険薬局事業
(株)ユニスマイル
(株)エスマイル
(株)メディシス

●	介護事業
サンキ・ウエルビィ(株）
(株)エスケアメイト
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保険薬局事業

一人一人の薬剤師が
「健康にすごせる地域社会づくり」を目指しています
在宅医療にも積極的に貢献

笑顔あふれる
“かかりつけ薬局”に
なんでも気軽に相談してもらい、患者さまに元
気を与えられるような“かかりつけ薬局”を目
指しています。患者さまの不安や悩みを解消
できた時、患者さまの笑顔を見ることができた
時、患者さまから「ありがとう」の言葉をいただ
いた時、薬局で働くことができて本当によかっ
たと感じます。

つなぐ

うみだす ささえる

スズケングループは、医療機関からの処方に基づき調剤を行
う保険薬局事業の展開を通じて、患者さまが健康な毎日をすご
せるようにお手伝いしています。
高齢化が急速に進んでいる昨今、スズケングループの保険
薬局では薬剤師が患者さまや高齢者宅を訪問し、薬の管理や
服薬指導を行う在宅医療にも力を入れています。
また、在宅医療に必要な注射剤や輸液の調製ができる無菌
調剤室を備えた薬局を増やし、他の薬局に利用いただいたり、
業務改善や教育支援を行う機能も強化するなど、地域医療に
も貢献しています。

周囲からの微生物等の混入を避けるため、囲いなどを付けた無埃無菌の作業
台（クリーンベンチ）を完備した無菌調剤室
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医療機関・保険薬局とのネットワークを生かし、
総合的な介護サービスを展開
人々が笑顔で暮らし続けられるために

介護事業

できることを
増やしていける介護に
私たちは、介護を必要とする利用者さまに、
今お持ちの能力を十分に発揮していただき、
可能な限り自立した日常生活を送っていただ
くことを目指しています。利用者さまやご家
族のご要望に応じて介護サービスを組み合
わせ、一人一人に寄り添い、その方らしい生
活を支えていきたいと思います。

つなぐ

うみだす ささえる

日本では要介護（要支援）認定を受けている人が600万人を
超えて増え続けるなか、スズケングループでは、医療機関・保険
薬局との強固なネットワークを生かし、人々が生涯笑顔で暮ら
し続けられる介護サービスの提供を目指しています。
中国地方ではサンキ・ウエルビィ（株）が、関東・中部地方では

（株）エスケアメイトがそれぞれ訪問介護をはじめ、利用者さま
の要支援・要介護の状態やその変化に合わせたサービスをフル
ラインで提供しています。また、グループの保険薬局が介護施
設を訪問し薬剤管理指導をするなど、お客さまの生活を医療と
介護の両面で支える充実の体制を構築しています。

在宅複合事業所※	エスケアステーション松戸
※デイサービス、ショートステイ、訪問介護、居宅介護支援を提供
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スズケングループCSR

CSRビジョンは
スズケングループ経営理念を実現すること

「健康創造」という事業領域で「すべての人々の笑顔あふれる
豊かな生活に貢献し続ける」こと、すなわち「スズケングループ
経営理念の実現」が、私たちのCSRビジョンです。グループが展
開する医薬品卸売、医薬品製造、保険薬局、介護などの事業は、
社会的インフラとして人々の生活に密接に関連するものです。
その責任をグループ全体で担うことで、社会になくてはなら
ない存在となることを目指しています。

すべての
ステークホルダーのために

スズケングループは、ステークホルダーの皆さまへの思いを
大切にし、すべての人々の「笑顔」の実現に向けて活動してい
ます。

CSR活動の詳細につきましては、
スズケンウェブサイトをご覧ください。

https://www.suzuken.co.jp/csr/

グループ会社一覧
医薬品卸売事業

〈医薬品・医療機器などの販売〉
（株）スズケン
（株）翔薬
（株）サンキ
（株）アスティス
（株）スズケン沖縄薬品
ナカノ薬品（株）
（株）スズケン岩手
クラウメド(株)
神宮薬品(株)
（株）ピーエスシー

〈医薬品を中心に取り扱う物流専門会社〉
（株）エス・ディ・ロジ
中央運輸（株）
（有）サンキ・メディハート
Ｐ・Ｊ・Ｄネットワーク（株）
グッドサービス（株）

メーカー支援サービス事業
（株）エス・ディ・コラボ
エス・マックス（株）

医療機器・材料製造事業
ケンツメディコ（株）

医薬品製造事業
（株）三和化学研究所

保険薬局事業
（株）ユニスマイル
（株）エスマイル
（株）メディシス

介護事業
サンキ・ウエルビィ（株）
（株）エスケアメイト

医療関連サービス等事業
（株）ジェイ・アイ・ティー
（株）ライフサポート
（株）ライフメディコム
（株）ガレノス
（株）シルバーメイト
（有）九薬サービス
(株)スズケンジョイナス
エンブレース(株)
(株)スズケンビジネスアソシエ
(株)コラボクリエイト
(株)コラボプレイス
(株)ネットホスピタル
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