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要予約

日時
内容

無料

10/12(木)
午前の部

10:30～12:00 TPCマーケティング事業部部長：松本

「No.1表示の活用法と効果について」
午後の部

13:00～14:00 研究員：水上

「乳酸菌市場の現状と将来展望」
14:30～15:30 研究員：清水

「機能性表示食品市場の最新動向」
日時

10/12(木)~10/13(金)
予約優先

日時

予約不要

無料

10:00~16:00

無料

10/12(木)~10/13(金)
会場

10:30~16:00
アーバンネット神田カンファレンス
〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目 6 番 2 号
アーバンネット神田ビル 2F

要予約

日時

10/24(火)

内容

午前の部

無料

10:30～12:00 TPCマーケティング事業部部長：松本

「No.1表示の活用法と効果について」
午後の部

13:00～14:00 研究員：水上

「乳酸菌市場の現状と将来展望」
14:30～15:30 研究員：清水

「機能性表示食品市場の最新動向」
予約優先

日時

ご予約・お問合せはこちら

0120-30-6531

無料

10/24(火)

10:30~16:00
※ご注意※

●駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
●セミナーへ参加されるお客様は、受講証・名刺を忘れずご持参ください。
●展示レポートの持ち出し・レポート内容の撮影等はご遠慮ください。
●無料相談会へのご予約は基本不要ですが、混雑時はご予約優先となりま
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す。事前予約をご希望される場合は、弊社広報担当までお問合せください。

Medical Pharmaceuticals

Column

順調な普及が続くジェネリック医薬品市場

認知度が広まりをみせる「ジェネリック医
薬品」とは？

相次ぐ大型GEの特許切れにより売上は
増大するも、勝負の本番はこれから

近年は薬局等で、薬剤師さんからジェネリック医
薬品を勧められたり、掲示物でジェネリック医薬品
に関する案内を見かけることが増えました。皆さん
にも経験があると思いますが、そもそも「ジェネリ
ック医薬品って何？」なのでしょうか。
ジェネリック医薬品（以下：GE）とは、先発医薬
品（新薬）の特許満了後に他メーカーから発売され
る、同じ効能・効果・有効成分を持つ後発医薬品で
す。薬の研究開発や特許取得等のコストが必要ない
ため、低価格での販売が可能なのだそうです。
今回はそんなGEの市場について、弊社発刊のレポ
ート「2017年 ジェネリック医薬品の市場分析調
査」を参考に見ていきましょう。

薬効別では、循環器官用薬が全体の約4分の1を占
める結果となりました。2013年以降、大型GEが相
次いで発売されている影響から、売上が増加してい
るようです。

25.5%
消化器
官用薬

12.2%

6.8%

認知度向上や需要の高まりにより、GEの
市場規模・シェアはともに右肩上がり
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2017年

ジェネリック医薬品の
市場分析調査
87,000円+税

11.6%

その他の代謝性医薬品

しかしこれまで順調に普及している一方、2016
年～2017年にかけて大型新薬の特許切れが落ち着
きます。これによって、今まで以上に企業間のコス
ト競争が激化することが予想されているのです。今
後参入各社には、他社との差別化を図った新たな事
業戦略が必要となりそうです。

関連レポート
2017年1月25日発刊

シェア

12,974
12,021 12,448

12.7

2017年7月18日発刊

循環器
官用薬

腫瘍用薬

2016年度の市場規模は、前年度比3.6%増と伸
長。全体の売上に占めるシェアについても、前年比
0.4ポイント増と拡大しました。医療従事者・患者か
らの認知度・需要は着実に増大していますが、これ
は2007年に、GE使用促進における政府方針が明確
にされたことが影響しています。

参考レポート

10.0
2017
(見込)

GE市場における参入各社の現状と今後
の展望を徹底調査！
今回ご紹介したデータは「2017年 ジェネリッ
ク医薬品の市場分析調査」に、より詳しい解説とと
もに 掲載して います。 弊社オフィ シャルシ ョッ
プ”TPCビブリオテック”では、無料会員登録いただ
いたお客様限定で市場調査レポートのサンプルを
公開しておりますので、ぜひご活用ください。

2017年

製薬企業のR&D戦略
87,000円+税

圧倒的迫力！大阪を代表する夏の一大イベントが今年も開催！

第29回 なにわ淀川花火大会を観覧しました！
昨年に引き続き、今年も大阪の夏の風物詩である「第29回 なに
わ淀川花火大会」を観覧してきました！
右の2枚に加え、今月号の表紙の写真もこの花火大会で撮影した
写真です。花火の打ち上げ数はここ数年非公開となっていますが、
およそ2万発にのぼるではないかと言われていますね。また、最大の
見所であるラストを飾る怒涛の打ち上げ花火は本当に大迫力で、あ
まりの凄まじさに撮影した写真がいくつかブレてしまいました。
私は事前に予約していた観覧席だったため、人が多い中でもゆっ
くり座って花火を鑑賞することができました。またテレビ番組では、
生中継で今回の花火大会を楽しむことができたようです。
毎年夏になると必ず話題にのぼる「なにわ淀川花火大会」も、来
年で30回。少し気が早いですが、期待が高まりますね！
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左の写真、一見どこかの家の一室のよう
ですよね。実は「CAFE 太陽ノ塔」というお
店の中にある客席なのです。友人の紹介で

Photo Library

知ったのですが、和の雰囲気が心地よく、ゆ
ったりくつろげる素敵なカフェです。
私が注文したのは、右の写真の”安納芋の
パフェ”です。安納芋の甘みがギュッと詰ま
っていて、ボリュームもあり大満足！

Webマーケが撮影した

今回注文したパフェ以外にも、食事やド

今月の1枚をご紹介

リンク・甘味など気になるメニューが沢山
あり、何度も行きたくなるカフェでした。

Check!

自動車用途で展開する樹脂・繊維・ゴム・フィルム・接着剤・電池部材等の製品を対象に調査を実施！

TPC Marketer’s
2017年7月28日に発刊したケミカルメーカーの自動車向け事業戦略レポートについて、調査担当者がご紹介
します。資料の概要や調査項目は、弊社WEBサイトでご確認いただけます！
TPC ビブリオテック
検索
2017 年

ケミカルメーカーの自動車向け事業戦略調査
自動車事業の現況と今後の事業戦略を探る

自動車は、あらゆるケミカル関連の技術・材料・

の箱庭の中を、ちらりと覗いてみることのできるチ

素材が組み合わさり折り重なって一つに集約する

ケットとなっております。最近はリチウムイオン電

化学の箱庭です。

池という小石や炭素繊維複合材料といった葉っぱ

大手ケミカルメーカーはこの箱庭の中に転がっ
ている小石の一つ、木の葉の一枚にいたるまで、十

が新たにいくつも箱庭の仲間に加わってきている
様子。

森 惠佑

分な資源を注ぎ込んでその造形と配置に気を配り
ます。

ぜひ一度、当レポートをご覧になっていただきま

今回のレポートは、最先端にして進化を続けるこ

すようお願い申し上げます。

2017 年
ケミカルメーカーの自動車向け
事業戦略調査

2017 年
自動車部品メーカーの事業概
要総覧

発刊日：2017 年 7 月 28 日
頒価：90,000 円+税

発刊日：2017 年 7 月 24 日
頒価：87,000 円+税

Keisuke Mori
2014 年入社。
医療用医薬品領域を経
て、現在はケミカル領域
へ。
自動車や情報電子材料
など、新規テーマの市場
調査を手掛けている。

編集後記
大変お待たせいたしました。先月号でもお伝えしておりました通り、ついに今年10月に、大阪・東京
の2か所で「TPCマーケティングフェア2017」を開催いたします！
今回は午前・午後に講演時間を分け、より充実した内容の講義をお届けする無料の「マーケティング
セミナー」となっております。
「マーケティングレポート閲覧会」は大阪会場のみの開催となりますが、
通常ご試読不可の調査レポートも含めた約1,400テーマを自由にご覧いただけます。さらに、お客様が
お抱えのマーケティング課題を無料で個別相談いただける「相談会」も、各会場で同時開催いたします。
なお、本セミナーはご予約制となっており、各会場とも定員に到達次第、募集を締め切ります。相談
会についても混雑時はご予約優先となりますので、ご参加をお考えの方はお早めにお申込みください。

企画・編集
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