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患者さんの人生に寄り添い支え続ける
として

サノフィはグローバル・ヘルスケアリーダーとして世界約���ヵ国で事業を展開しています。

４つのグローバルビジネスユニット（スペシャルティケア、ワクチン、ジェネラルメディスン、コン

シューマー・ヘルスケア）で構成され、約��万人の社員が革新的な医科学研究に基づいた

ヘルスケア・ソリューションの創出と提供に取り組んでいます。

日本においても、免疫疾患、先天性疾患・希少疾患、オンコロジー、糖尿病、循環器疾患、内科

系疾患領域の医療用医薬品や、ワクチン、コンシューマー向け製品など、幅広く事業を推進して

います。

私達サノフィ・グループの使命、「We chase the miracles of science  to improve  people’s 

lives」は、人々の暮らしをより良くするために、科学のもたらす奇跡を追求するという、未来に

向けた野心的な戦略に根ざしています。

私たちには医療を変革するという目標があります。私たちの世界中のチームは、患者さんのために

不可能を可能にするために努力しています。患者さんのために最善策を見つけるという私たちの

決意が、画期的な医薬品やワクチンを開発し、進み続けるための原動力となっています。 

私たちサノフィはたゆまず変化を遂げる企業として、日々研鑽に努め、より大きなインパクトを

社会にもたらすべく、専門性のさらなる進化と多様な人財が生み出すイノベーションを推進

してまいります。

サノフィ株式会社
代表取締役社長

サノフィ 日本カントリーリード

岩屋 孝彦 Takahiko Iwaya

グローバル・ヘルスケアリーダー
We chase the miracles of science to 
improve people’s lives
人々の暮らしをより良くするために、科学のもたらす を追求する奇跡

科学的な発見には時間と努力が必要です。

フランスの一企業として設立されてから、世界をけん引するヘルスケア企業としての現在に至るまで、

革新はサノフィのDNAに刻み込まれており、患者さん、提携各社、地域社会、当社の従業員の暮らしを

より良いものにするという当社の探求を反映しています。 

サノフィは、統一された一つの目的と共通の情熱を原動力としています。

私たちは、データとデジタル技術を駆使した当社の最先端の科学と製造能力が、医療を変革し、世界中の

何百万人もの人々のために、不可能を可能にする力を持っていると信じています。

進歩によって私たちは結束し、成長し、学び、協力し自らの限界を超えていきます。 
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日本においても、４つのグローバルビジネスユニット（GBU）で組織されています。
専門性の強化により、イノベーションを推進し、日本のヘルスケアに貢献します。

医療ニーズにフォーカスし、人々の健康に貢献する

専門性に特化したビジネスユニット

グローバルビジネスユニット

スペシャルティケアビジネスユニットは、����年にジェン
ザイムとして設立された希少疾患治療薬におけるパイ
オニア。日本においては、希少疾患、オンコロジー、免疫
疾患、リウマチ、希少血 液 疾 患にフォーカス。全 世 界で
��を超える製品、研究・臨床段階の豊富なパイプライン
を有しています。

スペシャルティケア

診断や治療が困難な希少性疾患に
対するスペシャルティ医薬品の開発に
注力

サノフィは血友病および希少血液疾患のグローバル・リーディングカンパニーでもあります。イロクテイト®（血友
病A）、オルプロリクス®（血友病B）は、血友病治療に��年ぶりとなる大きな進歩をもたらしました。

希少血液疾患領域

イロクテイト®

オルプロリクス®

製品名

エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

一般名

血友病A（血液凝固第Ⅷ因子製剤）

血友病B（血液凝固第Ⅸ因子製剤）

主な適応症（薬効）

主な適応症（薬効）

ファブリー病（酵素補充）

ゴーシェ病（グルコシルセラミド合成酵素阻害）

ゴーシェ病（酵素補充）

糖原病Ⅱ型（酵素補充）

ムコ多糖症Ⅰ型（酵素補充）

ムコ多糖症Ⅱ型（酵素補充）

ポンぺ病(酵素補充)

酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症（酵素補充）

希少疾患領域

製品名

ファブラザイム®

サデルガ®

セレザイム®

マイオザイム®

アウドラザイム®

エラプレース®

ネクスビアザイム®

ゼンフォザイム®

一般名

アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

エリグルスタット酒石酸塩

イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）

アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ラロニダーゼ（遺伝子組換え）

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

アバルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

オリプダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ファブリー病、ゴーシェ病、ムコ多糖症Ⅰ型、ムコ多糖症Ⅱ型、ポンぺ病、酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症
（ASMD）などのライソゾーム病の治療薬を開発。早期診断への患者アクセスを向上し、適切な治療につなげる

活動を展開しています。

＊ Regeneron社と共同開発

アトピー性皮膚炎、喘息や慢性副鼻腔炎などの免疫疾患におけるアンメットニーズの解消に取り組んでいます。

免疫領域

アトピー性皮膚炎、喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎
（抗IL-�/��受容体モノクローナル抗体）

主な適応症（薬効）

デュピクセント®＊

製品名

デュピルマブ（遺伝子組換え）

一般名
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領域

小児ワクチン

トラベラーズワクチン

製品名

アクトヒブ®

イモバックスポリオ®

メナクトラ®

黄熱ワクチン

一般名

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン

不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）

�価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）

黄熱ワクチン

薬効分類

細菌ワクチン類

ウイルスワクチン類

細菌ワクチン類

ウイルスワクチン類

専門性に特化したビジネスユニット

サノフィは、ヒト用ワクチンの製造販売において、世界
最大規模を誇ります。日本では、安全性と効果の高い既存
ワクチンの安定供給、ならびに将来の新しいワクチンの
開発を推進。海外では広く接種されているにもかかわら
ず、日本ではまだ導入されていない、アンメットニーズが
残るワクチンが存在しており、これらの開発を基本方針
としています。ワクチン部門は、各省庁、各分野の専門家、
学会との協力関係を大切にしながら、ワクチンを通じて
日本の公衆衛生に貢献します。

ワクチン

日本ではまだ導入されていない
ワクチンの開発に力を尽くす

コンシューマー・ヘルスケア市場のトップ�に入るサノフィ
は、風邪・咳・鼻炎、鎮痛、消化器系、生活改善の�領域に
おいて、生活者中心の革新的なセルフケアソリューショ
ンを届けています。日本では����年以来、OTC医薬品

（一般用医薬品）やヘルスケア製品に特化しているエス
エス製薬がその一翼を担っています。高齢化が進み、軽度
な体の不調は自分で手当てするセルフメディケーション
がますます重要となる現代。「スイッチOTC医薬品」など
の付加価値の高い医薬品開発により、生活者の健康と
QOL（生活の質）の向上に貢献します。

コンシューマー・ヘルスケア
（エスエス製薬）

自分の健康を自分で守る、
セルフメディケーションをサポート

サノフィは前身であるヘキスト社を含め、インスリンが
発見されて以降、���年以上に渡り、糖尿病領域で活動
し、標準治療の確立に尽力してまいりました。
糖尿病治療薬の提供のみならず、超高齢社会の日本で
ジェネラルメディスン領域での医療ニーズが高まる中、
サノフィではこのような疾患をかかえる患者さんのQOL

（生活の質）向上や疾病の予防、治療、管理に貢献して
まいります。

ジェネラルメディスン

慢性疾患などで医療ニーズが高まる、
ジェネラルメディスン領域に貢献前立腺がん・消化器がん・多発性骨髄腫・血液移植領域で大きなプレゼンスを持ち、患者さんに価値の

ある治療選択肢を提供しています。

主な適応症（薬効）

再発又は難治性の多発性骨髄腫（CD��受容体モノクローナル抗体）

前立腺癌（チューブリン重合促進）

がん化学療法に伴う高尿酸血症（尿酸分解酵素製剤）

自家末梢血幹細胞移植（CXCR� ケモカイン受容体拮抗剤）

造血幹細胞移植、臓器移植（免疫抑制剤）

オンコロジー領域

製品名

サークリサ®

ジェブタナ® 

ラスリテック®

モゾビル®

サイモグロブリン ®

一般名

イサツキシマブ（遺伝子組換え）

カバジタキセル アセトン付加物

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

プレリキサホル

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

＊ Regeneron社と共同開発。旭化成ファーマ（株）が販売し、当社が製造販売およびコ・プロモーション

関節リウマチ患者さんに新しい治療の選択肢を提供。自社およびパートナー会社との提携を通じ、研究の
フォーカスを拡大しています。

リウマチ領域

関節リウマチ（ヒト型抗ヒトIL-�受容体モノクローナル抗体）

主な適応症（薬効）

ケブザラ®＊

製品名

サリルマブ（遺伝子組換え）

一般名

領域

糖尿病

循環器疾患

内科系疾患

固形がん

製品名

ソリクア®

インスリン アスパルト
BS注 NR「サノフィ」

インスリン リスプロ
BS注 HU「サノフィ」

ランタス®/ 
ランタス®XR

アピドラ®

リキスミア®

コンプラビン® 

プラビックス®

プラケニル®＊

＊ 旭化成ファーマ（株）が販売し、当社が製造販売

ザルトラップ®

ワンタキソテール®/
タキソテール®

一般名

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）/ 
リキシセナチド

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
［インスリン アスパルト後続�］

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
［インスリン リスプロ後続�］

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

リキシセナチド

クロピドグレル硫酸塩 / アスピリン

クロピドグレル硫酸塩

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

ドセタキセル 水和物

主な適応症（薬効）

インスリン療法が適応となる�型糖尿病
（持効型溶解インスリンアナログ製剤とGLP-� 受容体作動薬の配合剤）

インスリン療法が適応となる糖尿病（超速効型インスリンアナログ製剤）

インスリン療法が適応となる糖尿病（超速効型インスリンアナログ製剤）

インスリン療法が適応となる糖尿病（持効型溶解インスリンアナログ製剤）

インスリン療法が適応となる糖尿病（超速効型インスリンアナログ製剤）

�型糖尿病（GLP-�受容体作動薬）

虚血性心疾患（抗血小板剤）

虚血性脳血管障害、虚血性心疾患（抗血小板剤）

皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス（免疫調整剤）

結腸・直腸癌（VEGF阻害剤）

固形癌（タキソイド系抗悪性腫瘍剤）
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サノフィは、人々の健康にフォーカスしたグローバルなバイオ医薬品企業として、

ワクチンで人々を守り、革新的な医薬品で患者さんの痛みや苦しみを和らげて

います。未だ医療ニーズが満たされていない希少疾患を持つ少数の人々から、

慢性疾患などを患う数百万という人々にまで、寄り添い、支え続けるために、

専門性を深化させイノベーションを推進しています。欧州、北米、アジアに広

がる約��の研究開発拠点を持ち、また、年間約��億ユーロの研究開発費を

投入しています。世界��ヵ国の約��の製造拠点から���ヵ国以上に製品を供給。

世界約���ヵ国において、���の国籍からなる約��万人の社員が、日夜、革新

的な医科学研究に基づいたヘルスケア・ソリューションの創出に取り組んで

います。サノフィは、人々の暮らしをより良くするため、科学のもたらす奇跡を

追求する、というゆるぎない使命を原動力に進み続けます。

世界

約70ヵ所に
製造拠点

世界

約20ヵ所に
研究開発拠点

世界

約100ヵ国に
進出

社員数

約100,000人

健康上の課題に立ち向かうすべての人々を支えるために。
サノフィは し続けます。

グローバル ネットワーク

革新的な医薬品を創出
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埼玉県川越工場

日本の生産拠点、埼玉県川越工場、千葉県成田工場で
は、原料受入から製造、搬出までのすべての工程を、統合
基幹システムで一元管理。同時に自動化、気密化を推進し
て、高効率でクリーンな生産システムを構築しています。

で、
高品質な製品を生み出す日本工場。

サノフィは世界各地に生産拠点を展開しています。各国の
法令遵守にとどまらず、独自に厳しい管理・品質基準を設定
し、世界共通の高度なクオリティコントロールを実施。また、
技術や生産実績などをグローバルな規模で管理すること
により、世界のトップを目指す環境を整備しています。

の生産体制。

生産体制

高品質、安定供給

最新の生産管理システム

私たちの使命は、革新的なワクチンおよび医薬品を
提供することによって、あらゆる人々の暮らしをより
良くすることです。そのために、困難を克服し、またプロ
セスを早く進めるための新しい技術を絶えず追求して
います。私たちの疾患過程に関する高い専門性は的確
な目標を定めることを助け、私たちの独自の技術は
医療に革新をもたらす医薬品、生物学医薬品あるいは
ゲノム医薬品の開発を可能にします。

患者さん一人ひとりの
ために。

研究開発力

ニーズに応える
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クリスマス・チャリティとして入院中の患者さんにプレゼントをお届け　©Wonder Art Production

世界希少・難治性疾患の日/
Rare Disease Day

「Rare Disease Day（RDD）」は、希少・難治性疾患
の患者さんのQOL（生活の質）向上を目指した活動
です。サノフィは����年から主要協賛企業として
参 加 。日 本でもR D Dイベントと連動した「チャリ
ティーラン＆ウォーク」など、多彩なサポートプロ
ジェクトを行っています。

“アフリカ睡眠病”撲滅への支援
アフリカ睡眠病（ヒト・アフリカ・トリパノソーマ症）
は、寄生虫が原因の病気で、サハラ以南のアフリカの
�,���万人以上の人々の生命を脅かしています。サノ
フィが非営利組織であるDNDi (Drugs for Neglected 
Diseases initiative)と提携して開発した経口薬は、
この病の治療法に変革をもたらし、貧困のために充分
な治療を受けられない人々に大きく寄与。また、この
病気の撲滅を目指す国際的な活動を支援するため
に、サノフィは本薬剤を寄付しています。

糖尿病の子どもをサポート
�型糖尿病の子どもをサポートし、学校に通う子
どもたちに健康的なライフスタイルを啓発するた
め、国際糖尿病連合（IDF）と国際小児思春期糖
尿病学会（ISPAD）、サノフィ・グループは、����年に

「KiDS Project」を立ち上げました。日本では、公益
社 団 法 人 日 本 糖 尿 病 協 会と協同し、�型糖尿病
患児の学校環境のサポートに加え、青年期における
�型糖尿病の予防を目的に活動しています。

サノフィの社会への取り組みは、医薬品アクセスの向上、

脆弱なコミュニティへの支援、地球環境の保全、インクルー

シブな職場の実現の�つにより構成されます。

世界の最貧困層に医療へのアクセスを確保し、切望されて

いる小児がんの治療法の開発に焦点を当てることにより、

より健康で回復力のある世界を構築することを目指します。

サノフィの社会への取り組みは、ビジネス戦略であるPlay to Win

に統合されており、睡眠病やポリオなどの感染症との闘い

を続け、製品と世界規模での事業活動における環境負荷を

削減していくことを目標とします。

社会が直面しているグローバルな課題に取り組むための

鍵は、多様性を包含した活力ある職場を築きつつ、それぞれ

の役割を果たしている社員一人ひとりにあります。

サノフィの社会への取り組み。

CSR 企業の社会的責任

企業としての責任－

教職員向け
訪問プログラム

Planet Mobilization

サノフィは、環境への影響のモニタリングを行い環境
への影響を最小限に留める“Planet Mobilization”
戦略を世界的に展開しています。製薬会社として、
廃棄物の環境および健康に及ぼす潜在的影響の
削減と資源効率の改善の両方にコミットしてい
ます。毎年６月には世界環境デー（６月５日）にちな
んで環境月間を設定、全社で環境に対する取り
組みを展開しています。

K DS
A project of the  

International Diabetes Federation

Kids & Diabetes in SchoolsKids & Diabetes in Schools
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サノフィは中長期戦略Play to Winのもと、グローバル・ヘルス
ケアリーダーとして、世界中の人々を支えていくために、
社員一人ひとりが、生き生きと働くことのできる職場づくり
を推進しています。社員が最大限に力を発揮できる環境と、
自己実現の機会をサポートする制度の構築。そして、社員
と家族が幸福に生活を送り、永きにわたるキャリア形成
を可能にするための福利厚生の充実にも努めています。

キャリア開発支援の例
■「社内公募」により、国・部門を超えて、仕事やプロジェクト

などのキャリア機会を提供
■「キャリア開発プラットフォーム」にて、多岐に渡る情報・

機会を一元的に提供し、自立的なキャリアを支援
■「自己育成ツール」で、オンラインを中心に様々なトピック

の開発機会を提供

主な福利厚生
■ フレックスタイム制度  ■ 在宅勤務制度  ■ 時間単位有休
■ 育児、ボランティア等にも使用可能な
「ラ・メゾン休暇（失効有給休暇積立休暇）」

■ 最大�年間の育児・介護休業期間中の休業補償

社 員 が 、互 いの 強 みやアイデアを活 かし合う。それ が
イノベーションを生み、パフォーマンスを高める力になると
サノフィは考えます。全従業員が参加するという意味の
“all in.”をスローガンとして、DE&Iを推進。性別や人種・
民族、信仰、LGBTQIA+、年齢や障がいなど、多様性を認め
合い、熱意にあふれた多様な人たちが活躍できるステージ
を整えています。

これまでに受けた主な認証
����年 子育てサポート認定事業主マーク
 “くるみん”を取得

����年 「ファミリー・フレンドリー　企業部門
 厚生労働大臣優良賞」受賞

����年 「東京都がん患者の治療と
 仕事の両立への優良な取組を行う
 企業表彰」優良賞受賞

����年 女性活躍推進法に基づく
 「えるぼし」企業 最上位の�つ星取得

����年 東京都「障がい者雇用
 エクセレントカンパニー賞」受賞

サノフィ・グループ会社

エスエス製薬
株式会社

薬局で選べる
一般医薬品の製造・販売

合 弁 会 社

久光-サノフィ
株式会社

抗アレルギー薬の
スイッチOTC医薬品販売

するサノフィ・ジャパングループ。

サノフィは世界���ヵ国以上に健康を守るための医薬品をお届けしています。

日本では予防のためのワクチン、数多くのプライマリーケアと

数少ない疾病の患者さんのためのスペシャルティケアに注力しています。

さらにセルフメディケーションで日々の健康を守るための

コンシューマー向け製品でも貢献しています。

ーサノフィ・ジャパングループー

会社は、 、発展していく存在。

人材と企業カルチャー

社員の成長とともに 日本の健康に貢献
社員一人ひとりが
ベストな状態で働ける環境づくり。

ダイバーシティ、エクイティ＆
インクルージョン（DE&I）の推進。



サノフィ株式会社
〒���-����

東京都新宿区西新宿三丁目��番�号
東京オペラシティタワー

www.sanofi.co.jp
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