
注射剤製造　
対象アンプル品種　1mLA、2mLA、3mLA、5mLA、20mLA        

対象バイアル品種　2mLV、10mLV、13mLV、17mLV、18mLV、20mLV     

工程 設備名称 メーカー 型式 基本能力　　 保有数

アンプル洗浄機 ボッシュ RRU3064 処理能力　 1mL・2mLA：13,200（本/時） 1式

バイアル洗浄機 ボッシュ RRU3063 処理能力　2mLV：15,000（本/時） 1式

ゴム栓洗浄・滅菌機 トーステ PH-CL120 60Kg分/バッチ 1式

アンプル滅菌機 ボッシュ HQL3620 処理能力　1mL・2mLA：13,200（本/時） 1式

バイアル滅菌機 ボッシュ HQL3460 処理能力　2mLV：15,000（本/時） 1式

アンプル調製設備 日本ガイシ㈱ 100L×１基、400L×1基　C/SIP付き 1式

バイアル調製設備 日本ガイシ㈱ 100L×１基、30L×1基　C/SIP付き、移動式2L×1基 1式

処理能力　1mL・2mLA：13,200（本/時）　

タイム＆プレッシャー方式

処理能力　2mLV：15,000（本/時）　ＭＡＸ

タイム＆プレッシャー方式

有効棚面積　15.73（m
2
）　 1,035（W）×1,520(Ｌ)×有効10段

C／SIP付き、入庫本数；46,000本（2mLV換算）

バイアル自動入出庫装置 富士電機エフテック㈱ 処理能力　充填機と連動 1式

滅菌機（アンプル器具用）
（アルミキャップ用）

ゲティンゲ GE6913ARB-2 チャンバー有効寸法　645（W）×920(h)×1,350(d) 2式

滅菌機 チャンバー有効寸法　950（W）×1,600(h)×2,000(d)、

（アンプル最終製品用） ベンチレーション式

滅菌機（バイアル器具用） ゲティンゲ GE91615ARB-2 チャンバー有効寸法　920（W）×1,600(h)×1,540(d) 1式

巻締 アルミキャップ巻締機 ㈱ＫＴ製作所 10E-1Ｒ ライン能力(常用) 120～300（本/分）　一本ローラー式 1式

AIM2012 ライン能力(常用)　1mLA：18,000（本/時） 1式

AIM277 D157 ライン能力(常用)  2mLA：13,200（本/時） 1式

HDB-2・AST ライン能力(常用)　1mLA：18,000（本/時） 1式

HDB-Ⅱ ライン能力(常用)  2mLA：13,200（本/時） 1式

ライン能力(常用)　5mLV：12,000（本/時）

対象水性バイアル品種　5mLV、10mLV

アンプルラベラー/ロンド成
形挿入機

アイ・デイ・ケイ㈱ IWP-MP300 ライン能力(常用)　150（本/分）　　最大300（本/分） 1式

アンプルカートナー カム社 PGカートナー ライン能力(常用)　15（ロンド/分） 1式

バイアルタックラベラー 光洋自動機㈱ LKS-200T ライン能力(常用)　150（本/分） 1式

バイアルカートナー ㈱オーエム製作所 VZC52 対象バイアル品種　2mLV、5mLV、10mLV、13mLV、20mLV 1式

印字検査装置 ミューチュアル㈱ PRO-A1 ３５個/分 1式

注射
用水

蒸留水製造設備 栗田工業㈱ 製造能力　1.2（m
3
/h）　フィンアクア製 1式

除染 過酸化水素除染装置 ㈱エアレックス チャンバー有効寸法　700（W）×1,000(h)×1,500(d) 1式

バイアル充填・半打栓機

包装

調製

洗浄

滅菌

充填

凍結
乾燥

バイアル検液機

ボッシュ ALF4060

ボッシュ FLP4060

ボッシュパッケージングテ
クノロジー㈱

検査

ゲティンゲ
滅菌

アンプル充填・熔閉機 1式

1式

3式

1式

共和真空技術㈱

GEV91620AR-2

凍結乾燥機

AIM588

RL-3015BS

アンプル検液機
ボッシュパッケージングテ
クノロジー㈱

アンプルピンホール検査機 ニッカ電測

1式
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半固形製剤・液剤製造　

工程 設備名称 メーカー 型式 基本能力　 保有数

製造能力　 200～550kg

乳化槽550L×1基、水槽350L×1基、油槽200L×1基

 C/SIP付き

処理能力　150（本/分）

対象チューブ　2g、5g、10ｇ、20g

処理能力　50（本/分）

対象ボトル　　10mL、15mL

ロンド成形機 ㈱佐原製作所 MS-15 対象チューブ　2g、5g、10ｇ 1式

チューブ挿入機 田村機械工業㈱ TBRC-1690D ベッド　5本、10本入り 1式

箱組立機 田村機械工業㈱ KDM-300 50個/分 1式

印字検査装置 ミューチュアル㈱ PRO-A1 ３５個/分 1式

調製

ガデリウス㈱ NM2002／M型

朝日自動機械㈱ 3F-2I-1CH液自動充填巻締機

1式

1式

包装

真空乳化装置 みづほ工業㈱ AVTU-2-700型 1式

充填

チューブ充填機
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固形製剤製造　①

工程 設備名称 メーカー 型式 基本能力　　 保有数

バーチカルグラニュレーター ㈱パウレック ＶＧ－６００ 全容量　６００Ｌ　　有効容量　３６０Ｌ　　　　e.g. １００～１５０ｋｇ 1式

バーチカルグラニュレーター ㈱パウレック ＶＧ－２００ 全容量　２００Ｌ　　有効容量　１２０Ｌ　　　　e.g.   ４０～　６０ｋｇ 1式

バーチカルグラニュレーター ㈱パウレック ＶＧ－２５ 全容量　２５Ｌ　　　有効容量　１５Ｌ　　　　　e.g.   　３～　　６ｋｇ 2式

流動乾燥機 ㈱パウレック ＳＴＲＢ－６０ 仕込量　１００～１５０ｋｇ 1式

フロードライヤー フロイント産業㈱ ＮＦＯＤ－６０ 仕込量　　４０～６０kg 1式

攪拌流
動造粒
/コー

ティング

ニューマルメライザー ㈱ダルトン/不二パウダル ＮＱ－１０００ 仕込量　１００～１２０ｋｇ 1式

オシレータ式整粒機 ㈱畑鉄工所 ＨＲＧ－２００Ｖ 1式

オシレータ式整粒機 ㈱菊水製作所 ＯＧ－Ｗ－３ 1式

コーミル ㈱パウレック ＱＣ－１９４Ｓ 処理量　２３０～２３００kg/時 4式

ピンミル ㈱パウレック １６０－Ｚ 処理量　２０～１００kg/時 3式

ジェットミル ㈱セイシン企業 JOM-０２０２ 処理量２．０～２０kg/時 1式

サンプルミル ㈱奈良機械製作所 SAMF 1式

振動篩 ㈱ダルトン ５００型 2式

振動篩 ㈱ダルトン ７００型 2式

振動篩 ㈱ダルトン １０００型 4式

Ｖ型混合機 ㈱パウレック Ｖ－５００ 全容量　１,２５０Ｌ　有効容量　５００Ｌ　※主原料比率・配合数により増加も可能。 1式

Ｖ型混合機 ㈱パウレック ＶＭ－５００ 全容量　１,２５０Ｌ　有効容量　５００Ｌ　※主原料比率・配合数により増加も可能。 3式

ﾄﾞﾗﾑ混合機 自社製 ドラム　　３６Ｌ　　又は　　１００Ｌ 、２５０Ｌ　　（ロート部を除く） 1式

ボーレコンテナ混合機 寿工業 PM1000-DX コンテナ　　６００Ｌ 1式

ボーレコンテナ混合機 寿工業 PM200-LS コンテナ　　１００Ｌ 1式

水洗式打錠機 ㈱畑鉄工所 ＨＴ－Ｘ４５ＭＳ－ＵＷ ４５本　　　　　　　１０～７０rpm　　　　　e.g.       ８．１万錠/時　(30rpm) 2式

回転盤着脱式打錠機 ㈱菊水製作所 ＡＱＵＧ－1045SW2ＪZ ４５本　　　　　　　２０～１２０rpm　　　　e.g.       ８．１万錠/時　（30rpm） 3式

打錠機 ㈱畑鉄工所 ＨＴ－ＡＰ６５－ＤⅡ ６５本ダブル　　　１５～５０rpm　　　 　 e.g.  　 １５．６万錠/時　(20rpm) 1式

ドリアコーター ㈱パウレック Ｄria１６００/１．２５ 皮膜錠仕様　　仕上り仕込量　　７００Ｌ　　e.g.  　５００kg 1式

ドリアコーター ㈱パウレック Ｄria１６００/１．２５ 糖衣錠仕様　　仕上り仕込量　　７００Ｌ　  e.g.  　５００kg 1式

パウレックコーター ㈱パウレック ＰＲＣ－６０ 皮膜錠仕様　　仕上り仕込量　　　６０Ｌ　　e.g.  　   ４８kg 1式

パウレックコーター ㈱パウレック ＰＲＣ－１５０ 皮膜錠仕様　　仕上り仕込量　　１５０Ｌ　　e.g.  　１２０kg 1式

パウレックコーター ㈱パウレック ＰＲＣ－２００ 皮膜錠仕様　　仕上り仕込量　　２００Ｌ　　e.g.  　１６０kg 1式

ハイコーター フロイント産業㈱ ＨＣＦ－１３０ 仕上り仕込量　　　　　　　　　　　　２２５Ｌ　  e.g.    １５０kg　 1式

オニオンパン 畑鉄工所㈱ ＨＣ－２００ 糖衣錠仕上り仕込量　　　　　　　１５０L　　 e.g.    １２０kg 4式

箱型[50型]真空乾燥機 エイシア工業㈱ - 到達真空度　　６．７Ｐａ　 2式

凍結乾燥機 共和真空㈱ ＲＬ－１００５ＢＦ 凝結量　１００kg以内　　　到達真空度　１．４Ｐａ　 1式

錠剤印刷機 武田薬品工業㈱ T-S １０～３０万錠/時　　　　　※錠径の範囲により変動する。 1式

錠剤自動印刷機 クオリカプス㈱ IMS-300D ２５～３０万錠/時　　　　　※錠径の範囲により変動する。 1式

錠剤ビデオ検査機 第一実業ビスウィル㈱ ＴＶＩＳ－ＳＸR
目安：　１２万錠/時 (素錠）　　９．６万錠/時 （皮膜錠）
※錠剤形状により変動する。（４．８万錠/時　～　１４．４万錠/時） 1式

錠剤ビデオ検査機 第一実業ビスウィル㈱ ＴＶＩＳ－ＥＸ３
目安：　２０万錠/時 （素錠）　１９．８万錠/時 （皮膜錠）　１１万錠/時 （糖衣錠） 　※錠剤形状により変動
する。（４．８万錠/時　～　３４．８万錠/時） 2式

錠剤ビデオ検査機（粒状錠用） ㈱ミューチュアル IMAGE7000-PE3 目安：12万錠／時（カタログ値：60万錠／時） 1式

錠剤ビデオ検査機 池上通信㈱ TIE-9500
目安：　１６．２万錠/時 （素錠）　１６．２万錠/時 （皮膜錠）
※錠剤形状により変動する。（最大５０万錠/時　～　６０万錠/時） 1式

顆粒
検査

顆粒自動検査機 第一実業㈱ ＧＶPＳ－1-MED １５kg/時　　（顆粒粒度により　１０～６０kg/時）　　 1式

ブリスター ＣＫＤ㈱ ＦＢＰ－６００Ｅ３
錠剤用　３,０００～６,３００錠/分
シート幅　１９１mm、２０６mm(１０錠)　２５１mm(１４、２１錠) 1式

ブリスター ＣＫＤ㈱ ＦＢＰ－６００Ｅ３
カプセル用　４,０００～６,３００Ｃ/分   シート幅　２０２mm(１０Ｃ)　２６８mm(２１Ｃ)
錠剤用　５,０００～８,４００錠/分　シート幅　１９１mm、２０６mm（10錠）　２５１mm（１４、２１錠） 1式

GEMT
AB充

充填機 ㈱トパック SL-7S型 280包/分 1式

カートナー ㈱京都製作所 Vario-Li 錠剤用　１００、５００、１,０００、１,０５０、２,１００錠　　６０ピロー/分 1式

カートナー ㈱京都製作所 Vario-Li
カプセル用　　１００、５００、１,０００、１,０５０cap　　　４０ピロー/分
錠剤用　５６、１００、５００、１０００、１０５０錠　　　６０ピロー／分 1式

ピロー機 大森機械工業㈱ S-5680A
カプセル用　１００、２１０Ｃ　　　３０～４０ピロー/分
錠剤用　１００、１４０、２１０錠　　　４０～６０ピロー/分 2式

ピロー機 大森機械工業㈱ S-5600J 製剤見本用　３５～５０ピロー/分 1式

ピロー機 大森機械工業㈱ S-5680-BX スティック用　５包、６包　４７～５７ピロー／分 1式

錠剤・ｶﾌﾟｾﾙ計数充填機 川越機械㈱ EEC-1201-BAF ２,２５０～３,１００錠(Ｃ)/分 1式

細粒充填機 ㈱ファブリカトヤマ ﾏﾙﾁｽｹｰﾗｰAU-102 ４００～２,０００g/分 1式

分包 四方シール機 旭紙工 1g/2包：７０g/分　　１g/3包：１０５g/分 1式

整粒

攪拌
造粒

流動
乾燥

混合

コーティ
ング

錠剤
印刷

篩過

打錠

乾燥

錠剤
検査

粉砕

ＰＴＰ
充填

ボトル
充填

包装
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固形製剤（特定製剤）製造　②

工程 設備名称 メーカー 型式 基本能力　　（実測・カタログ値等から記載） 保有数

攪拌
造粒

バーチカルグラニュレーター ㈱パウレック ＶＧ－１００ 全容量　１００Ｌ　　有効容量　６０Ｌ　　　e.g.  ２０～３０ｋｇ 1式

流動層
造粒/
乾燥

流動層造粒乾燥機 ㈱パウレック ＷＳＴ－３０（改造） 乾燥最大　４５kg　　造粒最大　３７kg 1式

整粒 コーミル ㈱パウレック １９４－Ｓ ２３０kg/時 1式

粉砕 ピンミル ㈱パウレック １６０－Ｚ 処理量　２０～１００kg/時 1式

篩過 振動篩 ㈱ダルトン １０００型 1式

混合 Ｖ型混合機 ㈱徳寿工作所 Ｖ－３００
全容量　６５０Ｌ　　有効容量　３００Ｌ　　　　　　　                         　　　　　　　 e.g.  ８０万錠
(160kg)　　　回収容器　　　３８０Ｌ

1式

打錠 水洗式打錠機 畑鉄工所㈱ ＨＴ－Ｘ３２ＭＳ－ＵＷ ３２本　　１０～７０rpm　　　e.g.  ５．７６万錠/時　(30rpm) 1式

コーティ
ング

パウレックコーター ㈱パウレック ＰＲＣ－１５０ 皮膜錠仕様　仕上り仕込量　１５０Ｌ　　e.g.  ６０万錠　(120kg) 1式

乾燥 箱型[50型]真空乾燥機 エイシア工業㈱ 到達真空度　　６．７Ｐａ　(0.05Torr） 1式

検査 錠剤ビデオ検査機 第一実業ビスウィル㈱ ＴＶＩＳ－EＸＸ
目安：　１２万錠/時 (素錠）　　９．６万錠/時 （皮膜錠）　５．５万錠/時 （糖衣錠）
※　錠剤形状により変動する。（４．８万錠/時　～　１４．４万錠/時）

1式

PTP
充填

ブリスター ＣＫＤ㈱ ＦＢＰ－３００Ｅ ３,０００～４２００錠/分　　　シート幅　１０１ｍｍ（１０、２１錠）　１３１ｍｍ（１４錠） 1式

ピロー機 大森機械工業㈱ S-5680A ２８、８４、１００、１４０、２１０錠　　　２０～６０ピロー/分 1式

カートナー ㈱京都製作所 Vario-Li ２８、１００、５００、１,０００、錠　　６０ピロー/分 1式

ＳＰ
充填

ＳＰ充填 旭紙工 １７シート/分　（１７０錠/分） 1式

包装
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