
系統名 抗菌剤名 品名 製造販売業者名
体外診断用医薬品

／試薬
供給元（製造販売業者、

輸入業者、製造者）
　製品名

動物用医薬品販
売業者等を通じて
の販売の可否

関連会社
問い合わせ先

入手方法

抗生物質 アミノグリコシド系

硫酸アプラマイシン
アプラランプレミックス
アプラランプレミックス－20
アプラランソリブル

エランコジャパン(株） 試薬 エランコジャパン株式会社
アプラマイシンディスク

硫酸アプラマイシン（15µg力価）
否

エランコジャパン株式会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティー15階

0120-126-471

左記連絡先へ
お問い合わせください。

セフェム系

セフォベシンナトリウム コンベニア注 ゾエティス・ジャパン（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’
セフォベシン（30 μg）

否
ゾエティス株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14 階
Tel: 0120-31-7955

左記連絡先へ
お問い合せください。

セフチオフル塩酸塩
エクセネルRTU
エクセネルRTU EZ

ゾエティス・ジャパン（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’
セフチオフル（30 μg）

否
ゾエティス株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14 階
Tel: 03-5309-9224

左記連絡先へ
お問い合せください。

セフチオフル
エクセーデC
エクセーデS

ゾエティス・ジャパン（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’
セフチオフル（30 μg）

否
ゾエティス株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14 階
Tel: 03-5309-9224

左記連絡先へ
お問い合せください。

セフチオフルナトリウム エクセネル注 ゾエティス・ジャパン（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’
セフチオフル（30 μg）

否
ゾエティス株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14 階
Tel: 03-5309-9224

左記連絡先へ
お問い合せください。

硫酸セフキノム
セファガード
コバクタン

MSDアニマルヘルス(株）

マクロライド系

タイロシン
タイロシン「TSA」
タイロシン注200「SP」

ナガセ医薬品（株）

タイロシン注200「KS」 共立製薬（株）

リン酸タイロシン

タイラン100「Ⅳ」
タイラン20「Ⅳ」
タイラン「科飼研」20
タイラン「科飼研」100
タイラン「科飼研」200

（株）科学飼料研究所

タイランプレミックス－5％
タイランプレミックス－10％
タイランプレミックス－2％
タイランプレミックス－200
タイランプレミックス－100
タイランプレミックス－20

エランコジャパン(株）

タイロシン－20ＢＩＶＪ
タイロシン－200ＢＩＶＪ

べーリンガーインゲルハイムアニマ
ルヘルスジャパン(株）

タイロシンＰ200「ＫＳ」
タイロシンＰ20「ＫＳ」

共立製薬（株）

酒石酸タイロシン タイロシン水溶散「フジタ」 フジタ製薬（株）

タイラン経口用「科飼研」
タイラン経口用「Ⅳ」

（株）科学飼料研究所

タイラン水溶散 エランコジャパン(株）

タイロシン水溶散BIVJ
べーリンガーインゲルハイムアニマ

ルヘルスジャパン(株）

動物用タイラン200注射液 日本全薬工業（株）

タイラン200注射液 エランコジャパン(株）

チルミコシン ミコチル300注射液 日本全薬工業（株）

チルミコシン注300「KS」 共立製薬（株）

チルミコシン注300「フジタ」 フジタ製薬（株）

チルミコシン注30％「タムラ」 田村製薬（株）

ミコチル300 エランコジャパン(株）

リン酸チルミコシン
チルミシン散2％
チルミシン散5％

DSファーマアニマルヘルス（株）

薬剤感受性ディスクの入手体制

タイロシン塩基



チルミコシン経口液「タムラ」
チルミコシン散2％「タムラ」
チルミコシン散5％「タムラ」

田村製薬（株）

プルモチルプレミックス－50
プルモチルプレミックス－20
ミコラル経口液
プルモチルプレミックス－100

エランコジャパン(株）

チルミコシン5％散「KS」
チルミコシン10％散「KS」
チルミコシン2％散「KS」
チルミコシン20％散「KS」
チルミコシン4％散「KS」

共立製薬（株）

チルミコシン散50「フジタ」
チルミコシン散20「フジタ」
チルミコシン散200「フジタ」
チルミコシン散100「フジタ」
チルミコシン散40「フジタ」

フジタ製薬（株）

ツラスロマイシン
ドラクシン
ドラクシン25

ゾエティス・ジャパン（株）

ガミスロマイシン
豚用ザクトラン注
牛用ザクトラン注

べーリンガーインゲルハイムアニマ
ルヘルスジャパン(株）

リンコマイシン系
ピルリマイシン塩酸塩水和物 ピルスー ゾエティス・ジャパン（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社

ＶＫＢディスク‘栄研’
ピルリマイシン（2μg）

否
ゾエティス株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14 階
Tel: 03-5309-9224

左記連絡先へ
お問い合せください。

その他の抗生物質

チアムリン デナガード注射液 エランコジャパン(株） 試薬 エランコジャパン株式会社
チアムリンディスク

チアムリンフマル酸塩(30µg力価)
否

エランコジャパン株式会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティー15階

0120-126-471

左記連絡先へ
お問い合わせください。

フマル酸チアムリン

タイアムチン注射液
タイアムチン散ソフト－10％
タイアムチン水溶散
タイアムチン散ソフト－2％

日本全薬工業（株） 試薬 エランコジャパン株式会社
チアムリンディスク

チアムリンフマル酸塩(30µg力価)
否

エランコジャパン株式会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティー15階

0120-126-471

左記連絡先へ
お問い合わせください。

チアムリン「科飼研」5％
チアムリン「科飼研」2％
チアムリン「科飼研」10％

（株）科学飼料研究所

デナガードプレミックス－20
デナガード
デナガードプレミックス－100
デナガード水溶散

エランコジャパン(株） 試薬 エランコジャパン株式会社
チアムリンディスク

チアムリンフマル酸塩(30µg力価)
否

エランコジャパン株式会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティー15階

0120-126-471

左記連絡先へ
お問い合わせください。

チアムリン散20「KS」
チアムリン散100「KS」

共立製薬（株）

チアムリンソフト10％「フジタ」
チアムリンソフト2％「フジタ」
チアムリン散5％「フジタ」
チアムリン散10％「フジタ」
チアムリン散2％「フジタ」

フジタ製薬（株）

合成抗菌剤
Synthetic
antibacterials

キノロン系

オキソリン酸
ナックル液
オキソリン酸5％科飼研
オキソリン酸10％科飼研

（株）科学飼料研究所

オキソリン酸懸濁液10％「フジタ」
オキソリン酸懸濁液「フジタ」

フジタ製薬（株）

水産用オキソリッチ散
動物用オキソリッチ散

コーキン（株）

水産用パラザンＤ
水産用パラザン油剤

DSファーマアニマルヘルス（株） 試薬 栄研化学株式会社
オキソリン酸ディスク
（パラザン製品群用）

否

ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社
畜水産事業部 事業プロモーションG

〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7
Tel: 06-4705-8067

https://animal.ds-pharma.co.jp

左記連絡先へお問い合せ
ください。

水産用バイオスタット ピーヴィージー・ジャパン（株）

水産用パラザン10％
パラザンＦコンク
パラザンＦ
パラザン

松村薬品工業（株）

水産用オキソリン酸懸濁液50「リケン」
水産用オキソリン酸懸濁液200「リケン」

リケンベッツファーマ（株）



水産用オキソリン酸20％散「ＫＳ」
水産用オキソリン酸10％散「ＫＳ」

共立製薬（株）

グリーンＦゴールドリキット
観パラＤ
パラキソリンＦ

三栄製薬（株）

オキソリン酸「ケミックス」 （株）ケミックス

チアンフェニコール系
チアンフェニコール ネオマイゾンリキッド （株）科学飼料研究所

ネオマイゾン注射液
動物用チアンフェニコール10％散「ＫＳ」
動物用チアンフェニコール2％散「ＫＳ」
動物用チアンフェニコール5％散「ＫＳ」
動物用チアンフェニコール20％散「ＫＳ」
水産用チアンフェニコール20％散「ＫＳ」
バシット注射液

共立製薬（株）

チアンフェニコール散10％「フジタ」
チアンフェニコール散5％「フジタ」
チアンフェニコール散「フジタ」
ドウボ液
ドウボ液10％
ドウボ液20％

フジタ製薬（株）

水産用チオファーム100
チオファーム50
チオファーム
水産用チオファーム200

コーキン（株）

水産用チアンフェニコール20％「バイオ」 バイオ科学（株）

水産用チアンフェニコール200「リケン」 リケンベッツファーマ（株）

水産用チアンフェニコール「ＴＧ」40％
水産用チアンフェニコール「ＴＧ」10％
水産用チアンフェニコール「ＴＧ」20％

（株）トーヨー技術研究所

フロルフェニコール

フロロコール2％液
ニューフロール４５０注射液
レスフロール
アクアフェン
アクアフェンＬ

MSDアニマルヘルス(株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニ

コール（30 μg）
否

MSD アニマルヘルス株式会社
〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12

Tel：03-6272-0770
susumu.matsukura@merck.com

左記連絡先へ
お問い合せください。

フロルフェニコール注１００「フジタ」
フロルフェニコール散０．５％「フジタ」
フロルフェニコール散１％「フジタ」
フロルフェニコール散２％「フジタ」
フロルフェニコール注２００「フジタ」
フロルフェニコール液２％「フジタ」
フロルフェニコール液５％「フジタ」
フロルフェニコール液１０％「フジタ」

フジタ製薬（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニ

コール（30 μg）
否

フジタ製薬株式会社
〒193-0942 東京都八王子市椚田町1211

Tel：042-661-5528

左記連絡先へ
お問い合せください。

フロルフェニコール2%散「KS」
フロルフェニコール1%散「KS」
フロルフェニコール0.5%散「KS」
フロルフェニコール注１００「ＫＳ」
フロルフェニコール注２００「ＫＳ」
フロルフェニコール２％液「ＫＳ」
水産用フロルフェニコール２％液「ＫＳ」

共立製薬（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニ

コール（30 μg）
否

共立製薬株式会社 学術
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-5

Tel：03-3264-7559

左記連絡先へ
お問い合せください。

フロルフェニコール１００注射液
フロルフェニコール２００注射液
フロルフェニコール散０．５％「タムラ」
フロルフェニコール散１％「タムラ」
フロルフェニコール散０．５％ＮＺ
フロルフェニコール散１％ＮＺ
フロルフェニコール注１００ＮＺ
フロルフェニコール注２００ＮＺ

田村製薬（株）

動物用フロルフェニコール「コーキン」
水産用フロルフェニコール散「コーキン」

コーキン（株）

フロロコール１００注射液
フロロコール２００注射液
ニューフロール

ナガセ医薬品（株）

フロロコール５
フロロコール１０
フロロコール２０

（株）科学飼料研究所



フロルフェニコール０．５％散「ＷＫ」
フロルフェニコール１％散「ＷＫ」

渡辺ケミカル（株）

エコ フロルフェニコール１０％ （株）エコアニマルヘルスジャパン

セルバー１０％液 エランコジャパン(株）

水産用バシックスＦｆ２５「リケン」 リケンベッツファーマ（株）

オスルニア DSファーマアニマルヘルス(株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニ

コール（30 μg）
否

DS ファーマアニマルヘルス株式会社【お客様相談窓口】
〒541－0053 大阪市中央区本町二丁目5 番7 号

フリーダイヤル 0120－511－022

左記連絡先へ
お問い合せください。

フロルガン 明治アニマルヘルス株式会社 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニ

コール（30 μg）
否

明治アニマルヘルス株式会社　営業部　学術課
　〒860-0083　熊本市北区大窪一丁目６番１号

　TEL：096-345-6505
左記連絡先へ

お問い合せください。

フルオロキノロン系
バイトリル１０％液
バイトリル２．５％ＨＶ液
バイトリル５％注射液
バイトリル２．５％注射液
バイトリル１０％注射液
バイトリル　ワンショット注射液
バイトリル　ワンジェクト注射液
犬・猫用バイトリル２．５％注射液
バイトリル１５ｍｇ錠
バイトリル５０ｍｇ錠
バイトリル１５０ｍｇ錠
バイトリル15mgフレーバー錠
バイトリル50mgフレーバー錠
バイトリル150mgフレーバー錠

エランコジャパン(株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’

エンロフロキサシン（5 μg）
可

エランコジャパン株式会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティー15階

0120-126-471

動物薬販売店を通じて
販売されております。

エンロフロックス注10％ フジタ製薬（株）

エンロフロキサシン注１００「ＫＳ」
エンロフロキサシン注５０「ＫＳ」
エンロクリア錠１５
エンロクリア錠５０
エンロクリア錠１５０
犬猫用エンロフロキサシン注２５「ＫＳ」

共立製薬（株）

レネバル錠１５
レネバル錠５０
レネバル錠１５０

ゾエティス・ジャパン（株）

オルビフロキサシン

ビクタス注射液5％
メイビックス注射液5％
ビクタス水溶散２５％
メイビックス水溶散２５％
ビクタスＳ注射液5％
ビクタスＳ　ＭＴクリーム
ビクタスＳＳ錠１０ｍｇ
ビクタスＳＳ錠２０ｍｇ
ビクタスＳＳ錠４０ｍｇ
ビクタスＳＳ錠８０ｍｇ

DSファーマアニマルヘルス（株） 体外診断用医薬品 栄研化学株式会社
ＶＫＢディスク‘栄研’

オルビフロキサシン（10 μg）
可

ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社
畜水産事業部 事業プロモーションG

〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7
Tel: 06-4705-8067

https://animal.ds-pharma.co.jp

動物薬販売店を通じて
販売されております。

マルボシル１０％
マルボシル２％

明治アニマルヘルス株式会社 試薬 VETOQUINOL S.A. 否

明治アニマルヘルス株式会社　営業部　学術課
　〒860-0083　熊本市北区大窪一丁目６番１号

　TEL：096-345-6505
左記連絡先へ

お問い合せください。

ゼナキル錠１００
ゼナキル錠５０
ゼナキル錠２５

ゾエティス・ジャパン（株）

メシル酸ダノフロキサシン アドボシン注射液 ゾエティス・ジャパン（株）

プラドフロキサシン

ベラフロックス60ｍｇ錠
ベラフロックス15ｍｇ錠
ベラフロックス120ｍｇ錠
ベラフロックス2.5％経口懸濁液

エランコジャパン(株）

マルボフロキサシン

エンロフロキサシン


