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米国 HemCon 社との国内における
包括的・独占的開発および販売契約締結に関するお知らせ
当社は、米国 HemCon Medical Technologies Inc.（所在地：オレゴン州ポートランド、
最高経営責任者：John W. Morgan 以下「HemCon社」）と国内における止血・創傷治療用
品の包括的・独占的開発販売契約を本日締結しましたのでお知らせいたします。
当社は、本契約の締結により、日本国内におけるHemCon社製品のすべての権利を取得し
ました。HemCon社が米国をはじめ世界約60ヶ国で製造・販売しているキトサンなどを素材
とした止血・創傷治療用品（パッチ、ガーゼ、バンデージ等）を当社が輸入し、当社の子会
社であるゼリア商事株式会社（本社：東京、社長：株橋春樹）が販売します。
HemCon社の製品群は、日本国内において、医療機関のみならず、様々なルートでの販売
が可能であり、中長期的視点から新規事業としての展開が十分期待できます。当社および
HemCon社は、相互に良きパートナーとして事業展開を推進していけると考えています。
今回のHemCon社とのアライアンス契約は、医薬品事業の周辺領域における新規事業の一
環として当グループの企業価値向上に貢献できると期待しております。
具体的な事業計画および製品の上市が決まり次第、お知らせいたします。
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［HemCon（ヘムコン）社概要］
1.会社名：HemCon Medical Technologies Inc.
（ヘムコン・メディカル・テクノロジー・インク）
2.所在地：アメリカ合衆国

オレゴン州

ポートランド

3.創立・設立：2001年6月

4.代表者：John W. Morgan(ジョン W. モーガン)
5.従業員：127名

6.営業活動：医療用製品および止血用品の製造
7.販売国数：約60カ国（米国、英国、オーストラリア、デンマーク等）
8.主力製品：HemCon Bandage(外傷・裂傷)、ChitoFlex(透析)、HemCon Patch(カテーテ
ル)、HemCon Dental Dressings(抜歯)、ChitoGauze(外傷、裂傷)

9.未上場
10.ホームページ：URL http://www.hemcon.com/

［HemCon社 製品写真］

以
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［参考 資料 ］本プ レス リリー ス英 訳
April 8, 2010
Company: Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.
Representative: Sachiaki Ibe, President & CEO
(Code 4559 Tokyo stock exchange)

Announcement of Conclusion of Comprehensive and
Exclusive Contract for Domestic Development and Sales
with US Company HemCon Medical Technologies Inc.
Zeria Pharmaceuticals Co. Ltd. (“Zeria”) is proud to announce that Zeria today concluded a
comprehensive and exclusive contract for the domestic development and sales of
hemostatic dressing and wound dressing products with the US company HemCon Medical
Technologies Inc. (Location: Portland, Oregon; CEO: John W. Morgan; “HemCon”)
Zeria acquired the rights to market all HemCon products within Japan. Zeria will import
hemostatic dressing and wound dressing products (patches, gauzes, bandages etc.) using
materials such as Chitosan which are manufactured and sold by HemCon in the US, and
approximately 60 other countries around the world. They will then be sold by Zeria’s
associated company Zeria Shoji Co., Ltd. (Headquarters: Tokyo, Representative Director:
Haruki Kabuhashi)
As the HemCon products can be sold not only to medical institutes, but also through a
variety of other routes in Japan, Zeria expect a considerable expansion in new business in
the mid- to long term. Zeria believe that both Zeria and HemCon will be able to push forward
expansion of business as mutually profiting partners.
As a part of new business in the sector surrounding the medical supplies business, Zeria
anticipates that this alliance contract with HemCon will be able to contribute to the elevation
of our group’s enterprise value.
Further notifications will be made as soon as product market launches are finalized.

[HemCon Company Outline]
1. Company name: HemCon Medical Technologies Inc.
2. Location: Portland, Oregon, USA
3. Established: June 2001
4. Representative: John W. Morgan
5. No. of employees: 127
6. Business activities: Manufacture of medical and hemostatic supplies
7. Sales countries: Approx. 60 countries (including the US, UK, Australia and Denmark)
8. Main products: HemCon Bandage (external wounds/lacerations), ChitoFlex (dialysis),
HemCon Patch (catheter), HemCon Dental Dressings (tooth extraction), ChitoGauze
(external wounds/lacerations)
9. Unlisted
10.Homepage: URL:http://www.hemcon.com/
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