
                                      

（一社）日本医薬品卸売業連合会では、現在下記の刊行物を発行しています。 
ご希望される際は、必要事項（書名、部数、郵便番号、所在地、貴社名、部署、ご担当者名、電話、FAX番号）をご記入のうえ、当連合会
事務局まで FAX（03-3273-7648）にて、お申し込みください。（添付の申込書をご利用ください） 

（2023.5.1） 

書  名 
頒布価格 

会員 賛助会員 一般 

・月刊卸薬業（年間購読）令和５年度
7,200円 

（税込価格 7,920円） 
12,984円 

(税込価格 14,282円） 

・医薬品卸売業の経営概況（令和４年版） 資料編
27,000円 
(税込価格

29,700円） 

45,000円 
(税込価格

49,500円) 
非売 

〃   解説編 
 2,700円 
(税込価格
2,970円) 

 4,500円 
(税込価格
4,950円） 

非売 

・日本医薬品卸企業名簿（令和３年度版）
4,000円 

(税込価格 4,400円） 
4,000円 

(税込価格 4,400円） 

・医薬品卸の機能別コストの国際比較（ＤＶＤ）＜第１弾＞
・NTSC方式【英語（米国・韓国）、日本語切替付】
・P A L方式【英語（西ヨーロッパ、韓国以外のアジア）】

3,000円 
(税込価格 3,300円) 

非売 

・医薬品卸の機能別コストの国際比較＜第 1弾＞
(英語版)、（中国語版）、（韓国語版） 

300円 
(税込価格 330円) 

 400円 
（税込価格 440円） 

・医薬品の商取引の実態と医薬品卸の機能範囲についての国際比較＜第２弾＞
（日本語版）、（英語版） 

300円 
(税込価格 330円) 

 400円 
（税込価格 440円） 

・自然災害発生時の医薬品供給における課題と対応の国際比較＜第３弾＞
（日本語版）、（英語版） 

300円 
(税込価格 330円) 

400円 
（税込価格 440円） 

・ジェネリック医薬品に関する薬価制度と流通の国際比較＜第 4弾＞ 300円 
(税込価格 330円） 

400円 
（税込価格 440円） 

・医療用医薬品の流通の安全性と品質確保に関する国際比較＜第５弾＞
（日本語版）、（英語版） 

 300円 
(税込価格 330円） 

400円 
（税込価格 440円） 

･ＪＧＳＰ＜一般薬版＞（2016.7.11改訂） 
 700円 

(税込価格 770円） 
1,000円 

(税込価格 1,100円） 

･ＪＧＳＰ（２０１２年改訂） 
1,000円 

（税込価格 1,100円） 
1,500円 

（税込 1,650円） 
･ＪＧＳＰ GDP国際整合化対応版 
〈医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律 令和 3年８月 1日施行対応〉 

1,200円 
(税込価格 1,320円) 

1,700円 
(税込価格 1,870円） 

･セルフケア卸将来ビジョン（平成 29年 7月） 
400円 

（税込価格 440円） 
 400円 

（税込価格 440円） 

・医療用医薬品卸売業将来ビジョン２００３（在庫なし）
200円 

（税込価格 220円） 
 200円 

（税込価格 220円） 

・医療用医薬品卸売業将来ビジョン２００３（対訳版）
400円 

（税込価格 440円） 
 400円 

（税込価格 440円） 
･医薬品卸販売担当者研修教本Ⅰ「一般知識と倫理」 
（平成 22年度）改訂版 

500円 
（税込価格 550円） 

1,000円 
（税込価格 1,100円） 

・医薬卸連ガイド＜2022年度版＞
 200円 

（税込価格 220円） 
200円 

（税込価格 220円） 

申込先：一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会 ※発送の際の送料はいただきません。
〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-7-20八重洲口会館 7F 

 電話 03-3275-1573  FAX 03-3273-7648 

（一社）日本医薬品卸売業連合会 刊行物一覧

http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku_dvd_link.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku_sassi_link.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku02.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku03.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku04.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kokusaihikaku05.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/jgsp_link.pdf?20230401
http://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/jgsp2012_link.pdf?20230401


宛先：日本医薬品卸売業連合会　　行
ＦＡＸ：０３－３２７３－７６４８

会員 賛助会員 一般

12,984円

(税込価格14,282円）

27,000円
(税込価格29,700円）

45,000円
(税込価格49,500円)

非売

2,700円
(税込価格2,970円)

4,500円
(税込価格4,950円）

非売

4,000円

(税込価格4,400円）

400円

（税込価格440円）

1,000円

(税込価格1,100円）

1,500円

（税込1,650円）

1,700円

(税込価格1,870円）

400円

（税込価格440円）

200円

（税込価格220円）
(在庫なし）

400円

（税込価格440円）

1,000円

（税込価格1,100円）

200円

（税込価格220円）

T E L

ＦＡＸ

　【通信欄】 ＊　送付先と請求先が異なる場合は、下記にご記入ください。

医薬品卸販売担当者研修教本I「一般知識と倫理」（H22年度)改訂版
500円

（税込価格550円）

医薬卸連ガイド〈2022年度版〉
200円

（税込価格220円）

送  付  先 　〒

E-mail

会　社　名

〒

医療用医薬品卸売業将来ビジョン2003
200円

（税込価格220円）

〃 対訳版
400円

（税込価格440円）

部　署　名

担当者名

JGSP（2012年改訂）
1,000円

（税込価格1,100円）

JGSP GDP国際整合化対応版〈医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律等の一部を改正する法律 令和3年8月1日施行対応〉

1,200円

(税込価格1,320円)

セルフケア卸将来ビジョン（H29.7月)
400円

（税込価格440円）

医療用医薬品の流通の安全性と品質確保に関する国際比較〈第５弾〉  日本語版
300円

(税込価格330円）

400円

（税込価格440円）
　〃　  英語版

JGSP〈一般薬版〉（2016.7.11改訂）
700円

(税込価格770円）

自然災害発生時の医薬品供給における課題と対応の国際比較〈第３弾〉　日本語版
300円

(税込価格330円)

400円

（税込価格440円）
　〃　  英語版

ジェネリック医薬品に関する薬価制度と流通の国際比較〈第４弾〉
300円

(税込価格330円）

〃 解説編

（2023.5.1）

メール：orosi-seminar@jpwa.or.jp

医薬品の商取引の実態と医薬品卸の機能範囲についての国際比較〈第２弾〉日本語版
300円

(税込価格330円)

400円

（税込価格440円）
　〃　 　英語版

頒布価格

非売
〃 PAL方式

令和　　年　　月　　日

医薬品卸の機能別コストの国際比較〈第１弾〉　英語版

300円

(税込価格330円)

400円

（税込価格440円）
〃 中国語版

〃 韓国語版

医薬品卸売業の経営概況（令和4年版）資料編

※発送の際の送料はいただきません。

部数

刊行物購入申込書

月刊卸薬業（年間購読）　Ｒ５年度
7,200円

（税込価格7,920円）

日本医薬品卸企業名簿（令和3年度版）
4,000円

(税込価格4,400円）

医薬品卸の機能別コストの国際比較（DVD）〈第１弾〉　  NTSC方式
3,000円

(税込価格3,300円)

書　　　　名

mailto:koutori@jpwa.or.jp#
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