からだのケア
心のケア

確かなものへの追求

躍進する企業の良きパートナー

日本で皇漢薬品研究所だけが
許可された
信頼の認定マーク付 天然素材
南米植物からオリジナル素材
栄養補助食品／機能性食品

各種原料から製品化まで
会社案内

GMP取得の自社工場製造

KOHKAN
Pharmaceutical Institute Co., Ltd.

株式
会社

皇漢薬品研究所

世界に広がるネットワーク
タイ国立カセサート大学

米国ウィスコンシン・ジンセン協会

ペルー国立ラ・モリーナ農科大学

プエラリア・ミリフィカ

アメリカ人蔘

ラ・モリーナ マカ

生産者栽培、規格合格品

管理栽培、同研究所製造品

健康に関する素材を国内ばかりでなく、広く世界
に求める皇漢薬品研究所。

世界各国で注目を集めている貴重な素材を、
独自のネットワークで直輸入しています。

タイ北部原産のマメ科の植物。古くか
ら伝統的に用いられており、イソフラ
ボンが豊富。特有成分の女性ホルモン様作用を示す、
「ミロエステロール」
が含まれ、女性のアンチエイジン
グを訴求できる植物素材として注目されています。

北米原産のウコギ科トチバニン
ジン属の多年生植物。ジンセノサ
イドを豊富に含み、高麗人蔘 の
「温」
に対して「涼」の特性が知ら
れています。働き盛り、シニア世代のサプリメン
トなど、幅広くご活用いただける素材です。

理

管理栽培、同研究所製造品

株式会社皇漢薬品研究所は、

かかわる総ての人々
（お客様・お取引先・従業員・その他関連者）
の
健康と繁栄を願い、

南米屈指の名門校／ラ・モリーナ
農科大学が管理栽培し、同大学の
研究所であるINDDA研究所で特
殊加工（水抽出粒子均一化製法）に
より、吸収性が高く、水に溶けやすい点が特長。ゲル
化されたエキス製法に近い分散型の１００％粉末です。

ともに発展、継続することを理念とする。
躍進する企業の良きパートナー
健康を願うお客様の良きパートナーとして

最新情報やさまざまな素材をいち早くキャッチ、

これまで当社が蓄積してきた知識、技術を

確実な情報や現状を把握し、現地の大学や研究

さらに深く研鑽し、
幅広い企業活動を推進する。

機関との連携を構築しています。多くの分析デー
タや臨床データを入手し、さらに国内の大学、研
究機関で、有用性や安全性の検証や確認を行っ
ています。

念

中国科学院生物物理研究所

他、
オリジナル素材 百奥製薬 製造

開発

AGEs（最終糖化産物）
を吸着する

ミミズEF末 純炭（ダイエタリ−カーボン）

Company Policy

ラモン・フィレイラ博士 認定品

Kohkan Pharmaceutical Institute Co., Ltd. aims to promote the health and
well-being of everyone it is related such as our customers, business
associates, employees and other related parties, and hopes to develop
and prosper along with them. As a good partner of all those customers
and business associates who are interested in good health, we are
developing further by broadening the company's activities and by
accumulating our research for our knowledge and technology.

マカ／キャッツクロウ

南米植物研究の世界的権威で、ペルー植物
学会会長・国立サンマルコス大学植物園名誉
園長など輝かしい業績を残した故ラモン・
フィレイラ博士の認定原料。信頼の南米植物
にのみ与えられた認定マークです。

会社概要
社
赤羽工場ビル屋上より荒川を望んだ風景

安心、
安全、
確かな商品を
お届けします エビデンスを重視

代表者／代表取締役社長 呉 明 輝
President:Akiteru Go

NutraMedix ®

医師や薬剤師、管理栄養士らとの熟考を重ね、
試作・モニターテストを繰り返し、
有用性・安全性の高い製品をお届けいたします。

徹底した品質管理の中で
原材料の栽培・養殖から
製造・加工

製造にあたり、薬剤師・
品質管理部員・製造管
理責任者が品質規格や
安全性について、事前
に綿密なミーティング
を行います。

設

立／昭和５８年６月１日 Established: June 1st, 1983

工

場／赤羽工場 東京都北区赤羽北１-１７-１
（〒１１５-００５２）
（医薬品・医薬部外品・化粧品・各種栄養補助食品・各種加工）

各種許認可／

医薬品製造業
許可

第二種医薬品
製造販売業許可

医薬部外品製造業
許可

化粧品製造業
許可

粉末食品製造業
許可

乳製品製造業
許可

最新の技術と設備で、あらゆるニーズへ迅速に対応

●医薬品製造業
（１３AZ００１２１０）

事業内容 ／

●和漢・生薬卸業

●ハーブ各種卸業

●天然オイル、
化粧品用オイル卸売業

●清涼飲料水等受託加工業

●動・植物抽出エキス製造、
加工業
●まむし・スッポン各種原料卸業

品質管理・研究室

微生物試験、各種分析・試験

各種原料の検査・分析を日々行い、より安心の製品づくり、新製
品の開発のためのさまざまな試験・検査を実施しています。

充填ライン

工場の中でも、特にチリひとつ入れない気密性が求められるこのエリ
ア。自動ボトリング
（製品を自動でビン詰め※主に錠剤やカプセル）
する
充填室は、工場の中心ともいえる設備で、完全な密閉を保っています。

（粉末・油・卵末・胆末・血液末・缶詰、他）
●中国茶
（大陸・台湾）
各種卸業

製造・加工ライン

徹底した衛生管理の中で、医薬
品から各種栄養補助食品や機
能性食品、化粧品、各種加工ま
で、最新の設備を導入し、さま
ざまなニーズに合った製品を
製造しています。

Business Interests:

包装

箱詰・包装を行い、最終製
品に仕上げます。

●化粧品製造業
（１３CZ００７００２）

●化粧品製造販売業
（１３C０X００５１１）
●粉末食品製造業
（２4北健生食き第2771号）
（第5301170465号）
●第２種医薬品製造販売業
（１３A２X００３０３） （２7北健生食き第781号）
●乳製品製造業
●医薬部外品製造業
（２6北健生食き第1265号）
（１３DZ０００３９８）
●医薬部外品製造販売業
（１３D０X００２１８）
●医薬品販売業
（第０６０1150055号）

●漢方薬
（原料・製品）
輸入販売業

オリジナリティーの高い新製品開発から企画、デザイン、
許認可の手続きまで、各分野の専門スタッフが迅速、
かつ的確にお応えいたします。

OEM商品の企画開発

業／昭和３５年１月６日 Founded: January 6th, 1960

所在地／東京都千代田区東神田２-１-３
（〒１０１-００３１）
TEL.０３-３８６１-３８４３
（代） FAX.０３-３８６１-３７１６
Headquarters: 2-1-3 Higashi-Kanda Chiyoda-ku Tokyo
101-0031 Japan Tel :+81-3-3861-3843 Fax :+81-3-3861-3716

東京

公益財団法人
日本健康・栄養食品協会
（159-B-03）認定

創

資本金／１,０００万円 Capital : JPY10,000,000

最低基準をクリアするのではなく、最高の水準を目指しています

赤羽工場
GMP 取得

名／株式会社 皇漢薬品研究所
Company Profile : Kohkan Pharmaceutical Institute Co., Ltd.

●Medical goods production
●Medical goods wholesale
●Natural oil, cosmetic wholesales
●Natural food powder production
●Chinese tea and herbal products

wholesaling and retailing

●Natural, heal food production
●Animal, plant oil production,

wholesaling and retailing

●Others

●機能性食品製造業

●健康食品、
自然食品製造業
●各種受託業務

●各種製造、
加工
●その他

各種健康・機能性食品から化粧品、浴剤、各種お茶・ブレンド茶に至るまで
さまざまなニーズにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
取り扱い商材

■医薬品

■化粧品

■機能性食品

■自然食品

■医薬部外品
■栄養補助食品

■野草・ハーブ茶
■ドリンク

加

取扱い原料（一部）

工（自社工場生産・加工）

● 機能性食品素材 各種
● 世界のハーブ

●刻みから超微粉末まで
●打錠・顆粒
（キャッツクロウ、
マカ・アメリカニンジン、
プエラリア・ミリフィカ等）
●ハード・ソフトカプセル
● 天然オイル（天然紅鮭オイル等）
●エキス抽出・精製
● 動物・植物抽出エキス
●ゼリーパック
● 動物天産物（スッポン・サソリ・ウミヘビ・コブラ等）
● 各種茶葉・中国茶・野草茶
● 医薬品

●殺菌・乾燥
●缶・箱・ビン・紙缶詰
●分包
●ドリンク

各分野に拡がる皇漢薬品研究所のネットワーク
学術研究室

本社

赤羽工場

東京／神田

営業部
デザイン室
企画・開発
（品質管理）

北京支店

バンコク支店

店舗販売業

皇漢薬品研究所の医薬品

原料の栽培から製造、
加工まで自社の管理
された一貫体制の中
で作り出しています。

芳香性健胃薬

貴命 健胃爽

第3類医薬品

株式会社皇漢薬品研究所

KOHKAN Pharmaceutical Institute Co., Ltd.
〒101- 0031 東京都千代田区東神田2 -1-3

TEL.03(3861)3843 FAX.03(3861)3716

2-1-3 Higashi-Kanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0031 Japan
Tel.+81-3-3861-3843 Fax.+81-3-3861-3716

http://www.kohkan.co.jp/
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