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        品　　名　　　　 原　薬　名 国　名 国　名 国　名

アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アスピリン 日本 フランス

アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 韓国 インド

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 韓国 インド

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＺＥ」 アマンタジン塩酸塩 中国

アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アマンタジン塩酸塩 中国

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール インド

アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール インド

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＺＥ」 アンブロキソール塩酸塩 韓国

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「ＺＥ」 アンブロキソール塩酸塩 イタリア

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ＺＥ」 アンブロキソール塩酸塩 韓国 イタリア インド

クエン酸カリウム 日本

クエン酸ナトリウム水和物 日本

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ウルソデオキシコール酸 イタリア 日本 韓国

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 エバスチン 日本 韓国 インド

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 エバスチン 日本 韓国 インド

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＺＥ」 オキサトミド インド（日本）

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 韓国

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 韓国

カンデサルタン錠２ｍｇ「ＺＥ」 カンデサルタン シレキセチル 日本

カンデサルタン錠４ｍｇ「ＺＥ」 カンデサルタン シレキセチル 日本

カンデサルタン錠８ｍｇ「ＺＥ」 カンデサルタン シレキセチル 日本

カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＺＥ」 カンデサルタン シレキセチル 日本

グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド 韓国 日本

グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド 韓国 日本

グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド 韓国 日本

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩 日本 韓国 中国

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩 日本 韓国 中国

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「ＺＥ」 ジクロフェナクナトリウム 中国（日本）

硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg｢ZE｣ 硝酸イソソルビド 日本

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 日本 日本 日本

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 日本 日本 日本

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＺＥ」 ドネペジル塩酸塩 日本

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 ドネペジル塩酸塩 日本

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ドネペジル塩酸塩 日本

ニトレンジピン錠５ｍｇ「ＺＥ」 ニトレンジピン 日本

ニトレンジピン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ニトレンジピン 日本

日本 中国（日本） イタリア

インド

日本 中国（日本） イタリア

インド

日本 中国（日本） イタリア

インド

ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ニフェジピン 日本

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ニフェジピン 日本

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ニフェジピン

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＺＥ」 ニフェジピン

ウタゲン配合散

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ニフェジピン
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バルサルタン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン インド（日本）

バルサルタン錠４０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン インド（日本）

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン インド（日本）

バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン インド（日本）

サリチルアミド 中国（日本） 日本

アセトアミノフェン 日本

無水カフェイン ドイツ（日本）

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 日本

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本 日本

ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本 日本

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「ＺＥ」 ビソプロロールフマル酸塩 日本 スペイン

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 ビソプロロールフマル酸塩 日本 スペイン

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 ビソプロロールフマル酸塩 日本 スペイン

ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 韓国 韓国 日本

ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 韓国 韓国 日本

ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 韓国 韓国 日本

ファモチジン錠１０mg「ZE」 ファモチジン インド

ファモチジン錠２０mg「ZE」 ファモチジン インド

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 韓国

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 韓国

プレガバリンOD錠２５ｍｇ「ＺＥ」 プレガバリン 中国 中国

プレガバリンOD錠７５ｍｇ「ＺＥ」 プレガバリン 中国 中国

プレガバリンOD錠１５０ｍｇ「ＺＥ」 プレガバリン 中国 中国

ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ベザフィブラート 日本 日本

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「ＺＥ」 ベザフィブラート 日本 日本

ビオヂアスターゼ２０００ 日本

セルラーゼAP３ 日本

ニューラーゼ 日本

膵臓性消化酵素TA 日本、イタリア（日本）

メマンチン塩酸塩OD錠５ｍｇ「ＺＥ」 メマンチン塩酸塩 中国 インド（日本）

メマンチン塩酸塩OD錠１０ｍｇ「ＺＥ」 メマンチン塩酸塩 中国 インド（日本）

メマンチン塩酸塩OD錠２０ｍｇ「ＺＥ」 メマンチン塩酸塩 中国 インド（日本）

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本 韓国

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本 韓国

リセドロン酸Na錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

リセドロン酸Na錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

韓国 中国 中国

中国

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＺＥ」 レボフロキサシン水和物 中国（日本）

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＺＥ」 レボフロキサシン水和物 中国（日本）

ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム 日本 中国

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム 日本 中国

ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム 日本 中国

レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 レバミピド

ボルトミー配合錠

ピーエイ配合錠
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