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株式会社モリモト医薬 主催 

第3回  中国セミナー＆交流会 のご案内 

チャイナリスク回避と中国ビジネスの要点 

― 中国医薬品市場の最新動向、中国事情紹介、中国現地製造研究事業に関して ― 

 

開催日：2013年3月21日(木) 15:15 ～  19:00 

場 所：株式会社モリモト医薬 大阪研究センター４階 セミナールーム 

参加費：お一人様3,000円（セミナー・交流会パーティ含む） 

受 付：14:30～ 15:15  ４階事務所にて随時受付けを行っております。 

 

＜スケジュール＞ 

15:15      ご挨拶   モリモト医薬 代表取締役 盛本修司 

15:30～ 16:30    (発表：50分＋質疑応答10分) 

中国医薬品市場の最新動向 -2013-   

講師  CM J Pharm a 総経理 重村新吾 

１部 疾患動態 

２部 患者動態 

３部 行政動向 

４部 市場動向 

 

2012年9月の反日騒動の煽りを受け、日系企業におけるチャイナリスクが 

改めてクローズアップされている。 

      一部の企業では既に中国に構えていた製造拠点の中国外への移転を進めて 

いるが、今後も拡大を続けてゆくその巨大な市場としての魅力は、些かも 

変わることはない。 

 本セミナーでは、日本から現地への完成品の輸出販売を念頭に置いた、中国医薬品市場

の最新動向を紹介する。 

 

16:30～ 17:30  中国事業入門 

中国事情紹介、中国での医薬品等製造・研究事業ビジネスについて 

                          講師 モリモト医薬 代表取締役 盛本修司 

17:45   交流会懇親会 

19:00  中締め 

（内容等は、連絡なく変更があることもございます。あしからずご容赦ください） 

お問合せ・連絡先 （当社HPに最新バージョンを掲載）

株式会社モリモト医薬 本社・大阪研究センター

 事務局 山本・山口

TEL06-6476-5572 FAX06-6476-5573

Mail： yamamoto@m-ph.co.jp
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＜講演者略歴＞

重村新吾

☆主経歴

1983年 日本臓器製薬(株)入社 

1983年-1994年 MR（阪神地区マネージャー） 

1994年-2000年 医薬品営業本部（γグロブリン製剤プロダクトマネージャー） 

2000年-2001年 中国本部（業務課長） 

2001年-2005年 北京事務所（首席代表） 

2005年 アポプラスステーション(株)入社 中国事業（CSO）立ち上げ 

2006年 (株)クリアティブ入社 中国事業（CRO）立ち上げ 

2007年  CMJ Pharma（北京天使盛本医薬科技有限公司）設立 

2013年  北京在住通算11年目 

☆専門分野・研究

医薬品（医家向け及びOTC）、医薬原料、医薬添加剤、医薬包装品、保健食品、医療機器の中

国おける市場調査、FS作成、SFDA登録、臨床試験、輸入流通販売、プロモーション

盛本修司 

☆主経歴 

1982年  京都大学工学部科学工学科卒業、プロセスシステムエンジニアリング（高松研） 

1982年～ 2000年  武田薬品 製剤研究所 注射（10年）、固形（5年）、新剤形（3年） 

出願特許70件以上、開発品目：１０（ﾀｹﾌﾟﾛﾝ OD錠、ﾘｭﾌﾟﾛﾝﾃﾞﾎﾟ､ｱﾘﾅ

ﾐﾝ EX、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ他）   1998年主席研究員 

2000年-2002年  天津武田薬品 工場長 

2002年 株式カワタ 医薬事業部長、川田（天津）国際貿易有限公司総経理 

2005年5月 盛本（天津）国際貿易有限公司 総経理 （中） 

2005年5月 株式会社モリモト医薬   代表取締役 （日） 

 Ｍオーガー粉末充填秤量システム、錠剤輸送システムタブスクリュー発売 

2011年5月 新剤形医薬品発表（GT剤：GelTogether剤、ゼリー付用時組合せ製剤 

2012年10月 「GTパック」発表、 ゼリー服薬支援包装 

2013年2月 「クイック注入バッグ」発表、経管服薬投与用用具（医療用具） 

☆専門分野・研究

医薬品、医薬原料、医薬添加剤、医薬包装品、保健食品、医療機器等の中国おける製造・R＆

D調査、ＧＭＰ通訳、ツアー企画実施、展示会サポートその他
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２０１３年３月１１日

ご挨拶

株式会社モリモト医薬

代表取締役 盛本修司

中国進出をお考えの企業、ビジネスマン

中国人材の活用をお考えの皆様

中国M＆Aにご興味のある皆様へ

第３回  中国セミナー＆交流会 

２０１３年の景気回復を皆様待ち望んでおられるところと思います。昨年は日中関係者にとって、

最も苦戦した年でした。日中ビジネスにおいて大きな打撃を受けました。しかし、以前中国が世界

の中で大きな力を有し、今後も最重要国の一つであることは変わりません。 

私は２０００年から中国に駐在し、これまで１２年間日中ビジネスを行ってまいりましたが、中

国の変化・成長のスピードは日本をはるかに越えており、中国ビジネスは難しく課題は多いものの、

日本にとって既に、大きな影響を有し今後もさらに日本が学ぶべきこと、一緒に成長するべきこと

が多くあります。 

昨年、当社は「大阪研究センター」を開設し、今後医薬品・医療関係の研究及び治験薬製造拠点

として準備を進めておりますが、同時にここを、情報交流・発信、人材交流の場としたいという思

いで、昨年は４回のセミナー・交流会を開催いたしました。今回は、第３回目の中国セミナーとし

て、当社グループ会社、北京の総経理重村氏を迎えて３月２１日に、モリモト医薬新社屋４階セミ

ナールームにて開催いたしますので、ぜひ皆様方のご参加をお待ち申し上げます。 

セミナー終了後には交流会を４階多目的ルームで行います。

万障繰り合わせのうえ、皆様のご参加をお持ちしております。

お問合せ・連絡先

株式会社モリモト医薬 本社・大阪研究センター

 事務局 山本・山口

TEL06-6476-5572 FAX06-6476-5573

Mail： yamamoto@m-ph.co.jp
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＜アクセス＞

株式会社モリモト医薬 本社・大阪研究センター

〒  ： 555-0012

住所 ： 大阪市西淀川区御幣島５丁目８－ ２８

電話 ： 06-6476-5572  FAX：06-6476-5573

ホームページ http://www.morimoto-iyaku.jp/ からも地図をご覧いただけます。

● JR塚本駅から タクシー（１メータ）をご利用下さい（約5分）

  JR大阪駅からJR神戸線で1駅目、駅前ロータリーより「歌島公園」を指定ください。

● JR大阪駅から

1. JR神戸線 塚本駅下車 徒歩約20分（タクシーをご利用下さい）

2. JR神戸線 尼崎駅でJR東西線に乗換え、御幣島駅下車 ３番出口 北へ徒歩約10分

● JR北新地駅から  

1. JR東西線 御幣島駅下車 ３番出口 北へ徒歩約10分

● JR新大阪駅から

1. JR神戸線 塚本駅で下車 徒歩約20分（タクシーをご利用下さい）

2. JR神戸線 尼崎でJR東西線に乗換え、御幣島駅で下車 ３番出口 北へ徒歩10分

● JR御幣島駅から ３番出口 

1. 御幣島筋沿いに徒歩約10分。ジャガーの中古車センター（「御幣島４」交差点）の

角を右折、2つ目の四つ角を左折し、2軒目の歌島公園に面した４Ｆ建ての建物」

2. 歌島橋バスターミナルから大阪市バス「38 竹島3丁目」行に乗車、

御幣島住宅前下車 徒歩約3分

● 駐車場

弊社駐車場はスペースに余裕がございません。悪しからずご了承下さい。

参考：歌島公園駐車場タイムズ（徒歩１分）
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㈱ﾓﾘﾓﾄ医薬

本社・大阪研究センター

大阪市西淀川区御幣島5丁目　8-28

ご来社の際は本紙を印刷し

お持ちいただくと便利です
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★ 電車でお越しの場合

※JR東海道本線 塚本駅からタクシーで5～ 10分（約２km）   

（本紙をお持ちいただき住所をお伝えください）

※JR東西線御幣島（みてじま）駅から徒歩15分

  （御幣島駅３番出口を出て右側に見えるEDION（旧ミドリ電化）の方向へ徒歩１０分程で『御幣島４』（和食さとが目印）

の交差点を右折２筋目（左奥に公園）の交差点を左折し２軒目 （４階建てのドームのような天井が目印）

★ 車でお越しの場合

※南側より

   国道２号線、または淀川通りから『歌島橋』交差点を北進、加島方向へ向かい１km程で『御幣島４』の交差点を右折、

２筋目を左折２軒目

※北側より

   大阪空港線（阪神高速池田線側道）を南下直進し阪神高速『加島入口』を越えて５００m程度で『和食さと』のある

御幣島４交差点を左折し２筋目を左折２軒目


