NSIPS®に賛同いただいているメーカー・機種一覧
（2021年04月27日現在）

■レセプトコンピューター
企業・団体名
ノアメディカルシステム
EMシステムズ

機種名

企業・製品URL

NO@H FOR THE PHARMACY V5.0, V6.0

http://www.noah-medical.jp/web/index.html

ReceptyNEXT

https://emsystems.co.jp/index.html

ぶんぎょうめいと/Apobahn

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 Pharma-SEED

https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/emr/pharmacy-solution/pharma-seed-ex/

三菱電機ITソリューションズ

調剤Melphin

https://www.mdsol.co.jp/melphin/products/melphin-duo.html

ＰＨＣ

メディコム ファーネス

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnes3mx

シグマソリューションズ

エリシア

http://www.sigma-sol.co.jp/index.html

ユニケソフトウェアリサーチ

P-CUBE

http://www.unike.co.jp/products/index.html

ハイブリッジ

Pharmacy Aid

http://www.hi-bridge.co.jp/

ICソリューションズ

MEDI-ECHO P

http://www.ic-sol.co.jp/mediecho/

ネグジット総研

調剤くんＶ７

https://v7.chouzai-sys.com

両毛システムズ

http://www.mpcomp-net.jp/product/pharao/pharao_02.html

メディカルアイリード

調剤用DRS

メディセオ

PRESUS

http://www.maroon.dti.ne.jp/milead.net/drugstore.htm

ズー

レセコン電子薬歴一体型システム「Gennai7（ゲンナイセブン）」

http://www.emedical.ne.jp/products/rececom/gennai7/

モイネットシステム
シンク

GOHL2, OKISS

インフォテクノ

IpharmaⅡ

https://www.infot.co.jp/

ワンズ・システム

調剤在庫システム PAWAFULⅢ

http://www.ones-system.co.jp/

アイテックソフトウェア

保険薬局システム Pharm-i

http://itec.hankyu-hanshin.co.jp/product/industry-me/pharm-i/point.html

コラソンシステムズ

Premacy Neo

http://www.corazon-systems.jp/index.html

たちばな薬局

調剤支援

http://www.yeah.ne.jp/~tatibana/

エッジ

EDGE-ONE

http://edge-en.co.jp/edge-one/

ビーツー

PharmaⅡ

http://www.kkb2.jp/
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■調剤機器（分包機・薬袋発行・鑑査システム等）
企業・団体名

機種名

企業・製品URL

ＰＨＣ

調剤システムコントローラー

https://www.phchd.com/jp/biomedical/

ICM

薬袋王

https://www.i-c-m.com/

クカメディカル

ミスゼロ子

http://www.mis0.com/

ユヤマ

調剤支援システム（YUNICOM）

http://www.yuyama.co.jp/

トーショー

調剤支援システム（VP-Win）

http://www.tosho.cc/

高園産業

調剤支援システム（SOLNET02）

http://www.takazono.co.jp/

WINDY

薬袋発行システム

http://www.e-windy.co.jp/

グッドサイクルシステム

正

http://goodcycle.net/

散鑑O

佐賀電算センター

Taker-ss

コラソンシステムズ

薬袋発行システム Di Package

http://www.corazon-systems.jp/index.html

キヤノンライフケアソリューションズ

調剤関連機器

http://www.canon-lcs.co.jp/

小西医療器

調剤支援システム（k-Pharos）

https://www.kns-md.co.jp/

オークラ情報システム

監査システム

http://www.ois92.co.jp/jouzaikansa.pdf

インフォテクノ

正（調剤過誤防止ピッキングシステム）

https://www.infot.co.jp/

メディナビ

ミスノン（調剤過誤防止システム）

ワンズ・システム

薬剤画像監査システム cube.i

マルエム・システムクリエート

薬袋発行システム 袋PS

http://www.maruemusys.com/

オフィスナビゲート

薬局向けPOS店舗システム

http://offnavi.net/

安全医療システム研究所

腎排泄型薬剤処方鑑査支援システム「compRete」

https://sms-lab.org/comprete/

三駆

水剤分包機 おくすりちゅーちゅー

https://thank-jp.com/

薬局業務トータル支援システム「kusudama（薬玉）」

http://www.emedical.ne.jp/products/kusudama/

メディング

ズー

調剤POSシステム「GPOS just（ジーポスジャスト）」

http://www.emedical.ne.jp/products/gpos-just/

コード・アール

POSレジ「Plat's（プラッツ）」

http://www.code-r.co.jp/product/index.html

富士フイルム富山化学

PROOFIT, PROOFIT１D

https://fujifilm.jp/business/healthcare/pharmacy_assistance/index.html

アイオイ・システム

プロジェクションピッキングシステム

https://www.hello-aioi.com/jp/solution/digital_picking/projection/pps/

ジョヴィ

JOINS-LITE（調剤POS）

https://www.jovy.co.jp/

日本ベクトン・ディッキンソン

医薬品の自動入庫・在庫管理・自動払出装置 BD Rowa™ システム https://www.bdj.co.jp/mms/bd-rowa.html

ビジコム

レセコン連動型POSレジ

https://www.busicom.co.jp/

ピーホット

PHOT バーコード監査システム

http://www.phot.co.jp/jigyo.html

シルバコンパス

薬剤ピッキング支援システム「PickingCompass」

https://silvacompass.co.jp

コンテック

調剤監査システムauditBCR

https://audit-bcr.com/
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■電子薬歴管理システム
企業・団体名
ハイブリッジ

機種名

企業・製品URL

Hi-story

http://www.hi-bridge.co.jp/

Tomorrow Pharmacy 21
グッドサイクルシステム

http://goodcycle.net/

フロントシステム『KY2』
すらすら

ICM

薬歴王

https://www.i-c-m.com/

ユニケソフトウェアリサーチ

P-POS

http://www.unike.co.jp/products/index.html

コラソンシステムズ

服薬指導支援システム Di NotesⅡ

http://www.corazon-systems.jp/index.html

ユヤマ

Brain Box VⅡ

http://www.yuyama.co.jp/

ファイバーキャストジャパン

P-pass

http://www.fibercast-jp.com/

メディセオ

PRESUS

インフォテクノ

KY2

https://www.infot.co.jp/

アクシス

メディクス

https://medixs.jp/

カケハシ

Musubi

https://kakehashi.life/

ソラミチシステム

CARADA 電子薬歴

http://solamichi.com/product/

C.Medical

Connect Report

https://www.c-medi.co.jp

ユーネスソフトウェア

電子薬歴情報システム

https://www.youness-soft.co.jp/
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■在庫管理システム
企業・団体名

機種名

企業・製品URL

佐賀電算センター

RetrieverNEXT、RetrieverR2

スズケン

PS+マネジメント

アステム

GALILEO（ガリレオ）

鍋林

ODSS

http://www.nabelin.co.jp/business/medicine/odss/detail

WINDY

在庫管理システム

http://www.e-windy.co.jp/

オークラ情報システム

在庫管理システム 薬VAN

http://www.ois92.co.jp/k-van/

SCSK

CHOIS

https://www.suzuken.co.jp/product/supportsystem/

東邦薬品
メディカルフロント

Medi-Frontier

メディセオ

PRESUS

ＰＨＣ

総合経営支援システム Ph-NetMaster

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/ph-netmaster

インフォテクノ

明

https://www.infot.co.jp/

モロオ

在庫管理システム

ファルマーケット

Pharmarket-IM

https://www.pharmarket.co.jp/IM_guide.html

ズー

多店舗売上集計・在庫一元管理「G本部（ジーホンブ）」

http://www.emedical.ne.jp/products/honbu-sys/

ファルモ

Every

ファーマクラウド

医薬品発注・在庫管理システム「メドオーダー」

https://www.pharmacloud.co.jp/service/med-order

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 Pharma-SEED（本部管理）

https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/emr/pharmacy-solution/pharma-seed-ex/option/

ピーホット

http://www.phot.co.jp/jigyo1.html

PHOT在庫管理システム
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■その他
企業・団体名

企業・製品URL

ピー・ビーシステムズ
アイシステム
じほう
メディカルアイ
クラフト
エスイーシー（ID-Link）

http://www.mykarte.org/idlink/index.html

ヘルスケアリレイションズ

http://hcr.co.jp/

ストローハット
カシオ計算機（レセコン連動型レジスター）

http://sys.casio.jp/V-REGI/pharmacy/

サイバーリンクス

http://www.cyber-l.co.jp/
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/services/application-

富士通マーケティング（GLOVIA smart きらら OCR for ファーマシー）

services/enterprise-applications/glovia/glovia-kirara/ocr/pharmacy/

HYUGA PRIMARY CARE

https://kirari3.com/

※ NSIPS（エヌシップス）®は公益社団法人日本薬剤師会の登録商標です（商標登録 第5214610号）。
※ 表に掲載のない賛同メーカーで新たに掲載を希望する場合や、リンクや掲載内容等の変更がある場合には、本会NSIPS会担当事務局までご連絡ください。
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