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本　　社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-10-6 （03）5542-8800
東京研究所 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-293-3 （048）647-7971
福島研究所 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3143
　製剤技術センター 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3171
　合成技術センター 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-5380
福島工場 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3141
仙台工場 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平7-5 （022）345-6361
北海道支店 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7-4-4 パシフィックマークス札幌北1条 （011）251-1317
東北支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-16-10 メットライフ仙台本町ビル （022）261-6517
　岩手営業所 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 東日本不動産盛岡駅前ビル （019）623-3330
　福島営業所 〒963-8001 福島県郡山市大町1-9-13 HD郡山大町ビル （024）921-3000
南関東支店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-10-6 トーアエイヨービル （03）5542-8741
　多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-11-4 株式会社東京ロジテック千代田ビル （042）528-0681
　神奈川営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 WISE NEXT新横浜 （045）472-5595
　埼玉営業所 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-300 （048）647-9926
　千葉営業所 〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビル （043）224-0871
北関東甲信越支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル （027）324-1834
　長野営業所 〒390-0811 長野県松本市中央1-17-18 有和ビル （0263）36-5707
　茨城営業所 〒310-0035 茨城県水戸市東原1-3-12 沼津ヶ澤ビル （029）233-1301
東海北陸支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-35 WAKITA名古屋ビル （052）951-7188
　静岡営業所 〒422-8041 静岡県静岡市駿河区中田2-1-9 村上中田ビル （054）286-7160
　北陸営業所 〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-177 AUBEⅡ （076）238-1310
関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル （06）6306-5591
　大阪南営業所 〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東3-1-10 OSセンタービル （072）238-1537
　兵庫営業所 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル （078）291-5801
　京都営業所 〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル （075）223-6301
中四国支店 〒730-0029 広島県広島市中区三川町2-10 愛媛ビル （082）246-6755
　岡山営業所 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル （086）232-8381
　四国営業所 〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル （087）851-4051
九州支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-4-11 天神ショッパーズ福岡 （092）713-7013
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商　　号 トーアエイヨー株式会社

本　　社 東京都中央区八丁堀3丁目10番6号

事 業 所  東京研究所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目293番3

 福島研究所 福島県福島市飯坂町湯野字田中1番地

 　製剤技術センター 福島県福島市飯坂町湯野字田中1番地

 　合成技術センター 福島県福島市飯坂町湯野字田中1番地

 仙台工場 宮城県黒川郡大和町松坂平7-5

 福島工場 福島県福島市飯坂町湯野字田中1番地

 支　店 北海道  東北  南関東  北関東甲信越  東海北陸  関西  中四国  九州

 営業所 岩手  福島  多摩  神奈川  埼玉  千葉  長野  茨城  静岡  北陸  大阪南  兵庫  京都  岡山  四国

創　　業 昭和18年10月

資 本 金  3億円

売上実績 91億4000万円（2022年3月期）

従 業 員  510名

事業内容 医薬品製造販売

昭和18年10月 東亜栄養化学工業株式会社として創立
 《蚕蛹からのビタミンB2抽出の研究を継承し
 福島市飯坂町に工場を設立》

昭和19年 2月 福島工場操業開始
 《ビタミンB2剤ビスラーゼ生産開始》

昭和19年 6月 山之内製薬との業務契約の締結
 《当社製品の一手販売契約の締結》

昭和20年 7月 高単位ビタミンB2剤量産開始
 《エレモテシウム・アシビー培養設備完成
 ビタミンB2の本格生産に入る》

昭和22年 8月 昭和天皇福島工場ご視察

昭和27年 6月 第55回日本ビタミン学会B委員会
 《当工場ホールで開催》

昭和27年10月 労働大臣賞受賞（第1回）
 《全国衛生週間・優良賞》

昭和32年 3月 タンク培養設備完成 
 《補酵素型ビタミンB2・FAD生産開始》

昭和34年 7月 労働大臣賞受賞（第2回）
 《全国安全週間・進歩賞》

昭和35年 3月 無菌室増設竣工
 《ATP製剤その他の生産開始》

昭和38年 8月 研究所新築竣工

昭和39年11月 製剤工場・第1合成工場新築竣工

昭和40年10月 厚生棟・事務棟・食堂及びホール新築竣工

昭和42年12月 第2合成工場竣工

昭和44年 1月 第3合成工場竣工

昭和45年 9月 合成研究棟竣工

昭和46年 7月 労働大臣賞受賞（第3回）
 《全国安全週間・優良事業場》

昭和50年 4月 公害防止排水処理施設竣工

昭和50年 7月 内閣総理大臣賞受賞
 《全国安全週間・産業安全功労》

昭和56年 5月 第2研究棟新築竣工

昭和58年 4月 トーアエイヨー株式会社に社名変更

昭和60年 7月 第3研究棟増築竣工

昭和61年 7月 日本薬剤学会製剤技術賞受賞
 《経皮吸収型貼付剤・フランドルテープの開発》

昭和62年 8月 自動化倉庫竣工

平成 3 年10月 労働大臣賞受賞（第4回）
 《全国労働衛生週間・努力賞》

平成 5 年 6月 東京研究所竣工

平成 9 年 7月 仙台工場竣工

平成13年12月 製剤技術センター竣工

平成16年 9月 仙台工場ISO14001認証取得

平成20年11月 本社移転

平成21年11月 合成技術センター竣工

平成23年11月 仙台工場貼付剤包装棟竣工

平成26年 1月 福島事業所ユーティリティ棟竣工

平成27年 3月 福島工場新倉庫棟竣工

事業概要

沿　革

会社組織図

取締役会

社　長

常 務 会

経営企画室

事業開発室

総務人事部

信頼性保証部

生　産　部

医薬営業部

研　究　部 福島研究所

臨床開発部

くすり情報課

安全管理課

品質保証課

生産企画課

技術推進課

福 島 工 場

営業管理課

流通企画課

営業企画課

製品マーケティング課

物流管理課

支店・営業所

仙 台 工 場

研究企画課

研究業務課

製剤研究課

合成研究課

薬理毒性研究課

薬物動態研究課

開発業務課

薬　事　課

臨床開発課

育薬開発課

総務人事課

人材開発課

財務経理課

情報システム課

総合事務課
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本　　社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-10-6 （03）5542-8800
東京研究所 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-293-3 （048）647-7971
福島研究所 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3143
　製剤技術センター 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3171
　合成技術センター 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-5380
福島工場 〒960-0280 福島県福島市飯坂町湯野字田中1 （024）542-3141
仙台工場 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平7-5 （022）345-6361
北海道支店 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7-4-4 パシフィックマークス札幌北1条 （011）251-1317
東北支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-16-10 メットライフ仙台本町ビル （022）261-6517
　岩手営業所 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 東日本不動産盛岡駅前ビル （019）623-3330
　福島営業所 〒963-8001 福島県郡山市大町1-9-13 HD郡山大町ビル （024）921-3000
南関東支店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-10-6 トーアエイヨービル （03）5542-8741
　多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-11-4 株式会社東京ロジテック千代田ビル （042）528-0681
　神奈川営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 WISE NEXT新横浜 （045）472-5595
　埼玉営業所 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-300 （048）647-9926
　千葉営業所 〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビル （043）224-0871
北関東甲信越支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル （027）324-1834
　長野営業所 〒390-0811 長野県松本市中央1-17-18 有和ビル （0263）36-5707
　茨城営業所 〒310-0035 茨城県水戸市東原1-3-12 沼津ヶ澤ビル （029）233-1301
東海北陸支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-35 WAKITA名古屋ビル （052）951-7188
　静岡営業所 〒422-8041 静岡県静岡市駿河区中田2-1-9 村上中田ビル （054）286-7160
　北陸営業所 〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-177 AUBEⅡ （076）238-1310
関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル （06）6306-5591
　大阪南営業所 〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東3-1-10 OSセンタービル （072）238-1537
　兵庫営業所 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル （078）291-5801
　京都営業所 〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル （075）223-6301
中四国支店 〒730-0029 広島県広島市中区三川町2-10 愛媛ビル （082）246-6755
　岡山営業所 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル （086）232-8381
　四国営業所 〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル （087）851-4051
九州支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-4-11 天神ショッパーズ福岡 （092）713-7013

1K52209-U
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