2022年8月現在

As of August, 2022

日本のバイエル
会社概要

バイエル ホールディング株式会社
設立

2006年 12月

資本金

1,000 万円

役員

代表取締役社長 フリオ ・トリアナ

事業内容

取締役

パトリック ・レナーツ

取締役

ハイコ ・ スキッパー

日本のバイエル各社の持株会社およびビジネスサービスの提供

従業員数 * 111名
本社

〒 100-8268 東京都千代田区丸の内1-6-5

バイエル薬品株式会社
設立

1973年 4月

資本金

22億 7,342 万 5,000 円

役員

代表取締役社長 フリオ ・トリアナ

事業内容

取締役

シュテファン ・ エルリヒ

取締役

角前 譲治

医薬品、医療機器等の開発、輸入、製造、販売

従業員数 * 2,, 208名
本社

〒 530-0001 大阪市北区梅田2-4-9

バイエル クロップサイエンス株式会社
設立

19 41年 1月

資本金

11億 7,505 万円

役員

代表取締役社長 坂田 耕平

事業内容

代表取締役

ハーラルト ・ プリンツ

取締役

ブライアン ・ ネーバー

取締役

角前 譲治

農薬および防疫用薬剤の開発、製造、輸出入および販売

従業員数 * 323名
本社

〒 100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
＊従業員数：契約社員を含む（2021年12月31日時点）
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主要製品一覧

Pharmaceuticals

医療用医薬品

医療品医薬品部門

Pharmaceuticals

・選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤「イグザレルト 」
Xarelto (selective direct Factor Ⅹa inhibitor)

・慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤「ベリキューボ 」

Verquvo (therapeutic agent for heart failure/soluble guanylate cyclase stimulator)

・非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬「ケレンディア 」
Kerendia (non-steroidal selective mineralocorticoid receptor antagonist)

・腎性貧血治療薬／HIF-PH阻害薬「マスーレッド 」

Musredo（therapeutic agent for renal anemia/HIF-PH inhibitor）

・高リン血症治療剤「ホスレノール 」

Fosrenol (hyperphosphatemia agent)

・可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤「アデムパス 」
Adempas (soluble guanylate cyclase stimulator)

・抗血小板剤「バイアスピリン 」
Bayaspirin (antiplatelet agent)

・小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤「ロスーゼット 」、
「アト―ゼット 」
ROSUZET , ATOZET (intestinal cholesterol transporter inhibitor/HMG-CoA reductase inhibitor combination tablets)

・前立腺癌治療剤「ニュベクオ 」

Nubeqa (therapeutic agent for prostate cancer)

・抗悪性腫瘍剤/トロポミオシン受容体キナーゼ阻害剤「ヴァイトラックビ 」
Vitrakvi (anticancer agent)

・抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤「スチバーガ 」
Stivarga (anticancer agent)

・抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤「ネクサバール 」
Nexavar (anticancer agent)

・放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤「ゾーフィゴ 」
Xoﬁgo (anticancer agent)

・眼科用VEGF阻害剤「アイリーア 」
EYLEA (intravitreal VEGF inhibitor)

・子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤「ヤーズフレックス 」

YazFlex (therapeutic agent for treatment of pain associated with endometriosis/dysmenorrhea)

・月経困難症治療剤「ヤーズ 」

YAZ (therapeutic agent for treatment of dysmenorrhea)

・子宮内黄体ホルモン放出システム「ミレーナ 」

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine system)

・経口避妊剤「トリキュラー 」
Triquilar (oral contraceptive)

・遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤「コバールトリイ 」
Kovaltry (recombinant factor Ⅷ)

・ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤「ジビイ 」
Jivi (PEGylated recombinant human Factor Ⅷ)

・非イオン性尿路・血管造影剤「イオパミロン 」

Iopamiron (non-ionic contrast medium for CT, angiography and urography)

・非イオン性尿路・血管造影剤「イオプロミド
「BYL」」

Iopromide「BYL」(non-ionic contrast medium for CT, angiography and urography)

・線状型MRI用肝臓造影剤「EOB・プリモビスト 」
EOB･Primovist (MRI liver contrast agent)

・環状型非イオン性MRI用造影剤「ガドビスト 」
Gadovist (non-ionic MRI contrast agent)

放射線科領域医療機器

Radiology Medical
Devices

・アンギオ用造影剤自動注入装置「Mark7 ARTERION インジェクション」
Mark 7 Arterion (anglo injection system)

・CT用造影剤自動注入装置「メドラッドCTインジェクターSTL/D」
Stellant CWS (CT injection system)

・MRI用造影剤自動注入装置「MRXperion インジェクションシステム」
MRXperion (MR injection system)

・医療放射線管理システム「ラジメトリクス」

Radimetrics (radiation dose management system)

Pharmaceuticals

医療用医薬品

コンシューマーヘルス部門

Consumer Health

・持続性選択H1受容拮坑体・アレルギー性疾患治療剤「クラリチン 」
Claritin (anti-histamine)

・抗真菌剤「マイコスポール 」
Mycospor (antifungal)

・抗真菌剤「工ンペシド 」
Empecid (antifungal)

サプリメント・ OTC
薬

Supplements
& OTC

・プレナタルサプリメント
「工レビット 」
Elevit (prenatal supplement)

・男性妊活コンディショニングサプリメント
「メネビット 」

Menevit (men s conditioning supplement for planning a baby)

・DHAサプリメント
「エレビット 植物性DHA」
Elevit Algae DHA (DHA Supplement)

・腟力ンジダ再発治療薬「工ンペシド 」
Empecid (antifungal)

・解熱鎮痛薬「バイ工ルアスピリン 」

Bayer Aspirin (antipyretic and analgesic)

・その他のアレルギー用薬「クラリチン 」
Claritin (anti-histamine)

主要製品一覧

Crop Protection

農薬

クロップサイエンス部門

Crop Science

・殺虫殺菌剤「ヨーバル トップ」
「ヨーバル プライムEV」
「ヨーバル パワーEV」
「エバーゴル ワイド」
「ルーチン アドスピノ™」
「ルーチン エキスパート」
「ルーチン ブライト」

Yeoval Top, Yeoval Prime EV, Yeoval Power EV, Evergol Wide, Routine Ad Spino™, Routine Expert, Routine Blight,(insecticide/fungicide mixtures)

・殺虫剤「ヨーバル 」
「アドマイヤー 」
「アドマイヤー プラス」
「キラップ 」
「ダニゲッター 」
「バリアード 」
「ビーラム 」
「ビーラム プラス」
「モベント 」
Yeoval , Admire , Admire Plus, Kirappu , Danigetter , Bariard , Velum, Velum Plus, Movento (insecticides)

・殺菌剤「アントラコール 」
「シルバキュア 」
「ナティーボ 」
「フリント 」
「リライアブル 」
「バラライカ B」
Antracol , Silvacur , Nativo, Flint , Reliable , Balalaika B (fungicides)

・除草剤「カウンシル コンプリート」
「カウンシル エナジー」
「ボデーガード プロ」
「カウントダウン 」
「ドリフ 」
「ストレングス 」
「イネリーグ 」「リベレーター 」
「ガレース 」
「アクチノール B」
Council Complete, Council Energy, Bodyguard Pro, Countdown, Drif , Strength , Ineleague Liberator , Galace , Actinol B (herbicides)

・種子処理剤「ヨーバル シードFS」
「エバーゴル シードFS」
「ルーチン シードFS」
Yeoval Seed FS, Evergol Seed FS, Routine Seed FS (SeedGrowth)

・バイオスティミュラント肥料「アンビション 」
Ambition (biostimulants)

Environmental
Science

エンバイロ
サイエンス

Ⓡバラライカはホクサン
（株）
の登録商標

・緑化製品
（ゴルフ場用薬剤）
「スペクタクル 」
「ティアラ 」
「デスティニー 」
「トリビュート 」
「フルハウス 」
「オブテイン 」
「クルセイダー 」
「シグネチャー 」
「ミラージュ 」
「ローバー 」
「タフバリア 」
「テトリーノ 」
「トップチョイス」
「リラーク 」
Specticle , Tiara , Destiny , Tribute ,Fullhouse , Obtain , Crusadar , Signature , Mirage , Louvor , Tafbaria , Tetrino , Topchoice,
Relark (professional golf course management)

・生活環境製品（シロアリ防除剤/ ゴキブリ駆除剤・不快害虫駆除剤）
「ハチクサン 」
「アジェンダ 」
「マックスフォース 」
「レスポンサー 」
「テンプリド 」
Hachikusan , Agenda , Maxforce , Responsar , Temprid (professional pest management)

日本のバイエル 売上（2021）

売上高

※1

従業員数

Sales in total
※2

単位：百万円 JPY million

Number of employees

Bayer in Japan sales 2021

2021
270,450
2,642

1：日本の顧客に対する売上高。海外のバイエルによる日本の顧客向けの売上も含む。

※

平均為替レートは『Annual Report 2021』
より。
2021年売上高：20億83百万ユーロを円換算した数字（1ユーロ = 129.82円）
2：従業員数(2021年12月末)：正社員+契約社員

※

1：Sales to Japanese customers.This includes sales to Japanese customers by overseas units of Bayer.

※

The average exchange rate is from Annual Report 2021.
2021 sales: EUR 2,083 million converted to yen (at JPY 129.82/EUR)
2：Headcount as of December 31, 2021: regular employees + contract employees

※
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