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小松屋創業（久光仁平）

小松屋から久光常英堂と改称
（久光与市）

久 光 製 薬 商 　 品 久 光 製 薬 商 　 品

東京出張所開設

久光製薬株式会社と改称

東証・大証・名証第一部に指定替え

鳥栖研究所竣工

P.T サロンパス・インドネシア設立（インドネシア）

ヒサミツ ファルマセウティカ ド ブラジル
 リミターダ設立（ブラジル）

ヒサミツ ユーケー リミテッド設立（イギリス）

ノーベン ファーマシューティカルス買収（アメリカ）

久光製薬技術諮詢（北京）有限公司設立（中国）

ヒサミツ ユーエス インコーポレイテッド
設立（アメリカ）

「朝日万金膏 
Ⓡ」発売

「サロンパス 
Ⓡ」発売

「エアー Ⓡサロンパス 
Ⓡ」発売

「サロンシップ 
Ⓡ」発売

「エストラーナ 
Ⓡテープ」

発売

「ツロブテロールテープ「HMT」」発売

KEPLAT Ⓡ（ケプラット 
Ⓡ）発売

「Fentanyl Transdermal System」発売（アメリカ）
「フェントス 

Ⓡテープ」発売

「モーラス 
ⓇパップXR」発売

「ノルスパン 
Ⓡテープ」発売

「MinivelleⓇ　」発売

「アレグラⓇ
　FX」発売

中冨博隆社長就任

中冨博隆会長就任
中冨一榮社長就任

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
オフィシャルパートナー（外用鎮痛消炎剤）決定

久光製藥（香港）有限公司設立

久光製葯（中国）有限公司設立

ヒサミツ ル セウテ カドブラジル

ヒサミツ アメリカ インコーポレイテッド設立（アメリカ）
宇都宮工場竣工

「モーラス 
Ⓡ」発売

2000（平成12年）

2002（平成14年）

2011（平成23年）

2012（平成24年）

2013（平成25年）

2003（平成15年）

2010（平成22年）

「サロンパス 
Ⓡ」

日米同時発売

2015（平成27年）

「アレサガ 
Ⓡテープ」発売2018（平成30年）

2017（平成29年）

2005（平成17年）

「サロンパスⓇ 
ペインリリーフパッチ」
FDA承認取得（アメリカ）2008（平成20年）

2009（平成21年）

2006（平成18年）

1847（弘化 4 年）

1871（明治 4 年）

1903（明治36年）

1934（昭和 9 年）

1907（明治40年）

1951（昭和26年）

三養基製薬株式会社設立 1944（昭和19年）

1957（昭和32年）

久光製薬股份有限公司設立（台湾） 1960（昭和35年）

1963（昭和38年）

1965（昭和40年）

1971（昭和46年） 

1972（昭和47年）

1975（昭和50年）

1986（昭和61年）

1981（昭和56年）

1987（昭和62年）

1988（昭和63年）

久光兄弟合名会社設立
（中冨三郎 旧姓久光三郎）

ケイテイ

久光兄弟株式会社設立（中冨正義）

筑波研究所竣工

ヒサミツ ベトナム ファーマシューティカル
 カンパニーリミテッド設立（ベトナム）

久光カリフォルニア研究所設立（アメリカ）

「モーラス 
Ⓡテープ」発売

「ライフセラ フェイスマスク 
Ⓡ」発売

サミ ベトナム シ カル

1990（平成 2 年）

1995（平成 7 年）

1994（平成 6 年）

1997（平成 9 年）

「
日

「ブテナロック 
Ⓡ」発売 「フェイタス 

Ⓡ」発売

「ネオキシ 
Ⓡテープ」発売

東京2020オリンピ ク パラリンピ ク競技大会
久光製葯（中 ）有限公司設 （平成 年）
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