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アルコン事業概要

アルコン製品は140カ国以上で、数多くの患者様の治
療に役立てられており、サージカル製品、アイケアヘ
ルス製品、コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア
製品において、業界で最も幅広い製品群を提供してい
ます。

アルコンのサージカル製品は、世界主要13カ国におい
て、顧客満足度、価値、イノベーションの項目で第1
位を取得しています。また、ビジョンケア製品は世界
で最も信頼されているブランドの1つです。

そして、アルコンは、研究、助成金、研修プログラム
等を通して、世界中で眼科領域の発展を支援していま
す。

屈折異常
（1億5,300万人が未矯正）

老視
（17億人）

ドライアイ
（3億5,200万人）

白内障
（2,000万人が失明）

網膜疾患
（9,300万人もの糖尿病網膜症
患者を含む）

緑内障
（6,700万人以上）

アルコン2019年売上
74 億ドル

眼科市場規模
合計250億ドル
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アイケアリーダーとしての歩み

70年以上にわたるアルコンの歴史を支えてきたのは、眼科領域における専門性、世界有数
の製品ブランド、そして誇りです。

私たちは、素晴らしい視界がもたらす素晴らしい人生に貢献するために、人生が変わるよ
うな眼科製品のイノベーションで世界のリーダーを目指します。

アルコンでは1,300人以上の社員が研究開発に携わり、現在、110以上もの開発プロジェ
クトが進行しています。研究開発への投資は業界最高レベルで、2019年には5億8,400万
ドル以上の投資を行いました。こうしてアルコンはイノベーションをけん引しています。

私たちは、お客様との強固な関係を重視し、業界初のイノベーションを数多く生み出して
きました。アルコンはこうした実績を基盤に未来を構築していきます。
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アルコンの世界展開

グローバル本社
ジュネーブ

大型物流センター

ビジョンケア研究開発／製造拠点

サージカル研究開発／製造拠点

リージョン本社
アジア: シンガポール
北米: フォートワース
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ・ｶﾘﾌﾞ海：ﾌｫｰﾄﾜｰｽ
日本: 東京
欧州・中東・ｱﾌﾘｶ・ﾛｼｱ：ジュネーブ

物流センター74拠点
（グローバル）
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2万人の人財

アルコン社員の国籍は90カ国以上にも及びます。

社員は日々、アルコンの基礎となる原則である「お客様」「イノベーショ
ン」「人財」に注力して業務に励んでいます。これらの原則はアルコンを
未来に導く、いわば羅針盤のようなものです。アルコンでは、社員こそが
違いをもたらし、「インテグリティ」「イノベーション」「クオリティ」
「勇気」「協働」「パフォーマンス」を高めあう組織文化を醸成すると考
えています。

アルコンは社員育成のために、キャリア形成の機会を提供しています。
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Note: All trademarks are property of the respective owner
Source: Internal analysis as well as GFK, IMS, Nielsen, CBG, Euromonitor data and Market Scope

市場規模：100億ドル

2019年グローバル売上（事業別、単位: 10億ドル）

Surgical
4.2

3.2

市場規模：150億ドル

Vision Care

アルコンは世界No.1の眼科医療機器メーカー
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Note: Numbers may not add up due to rounding

サージカル ビジョンケア
インプラント製品 ディスポーザブル製品 手術装置 /その他 コンタクトレンズ オキュラーヘルス

市場ランキング

主要ブランド

2019年売上 12億ドル 23億ドル 7億ドル 20億ドル 12億ドル

全ての製品カテゴリーで第1位または第2位

2位1位 1位 1位 1位

アルコンは全ての製品カテゴリーにおいてトップクラス

*

*日本未承認製品（2020年5月時点）
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市場の潜在能力

眼科医療機器の世界市場規模は250億ドルで、成長している

高齢化
2050年までに、10億人以上が

60歳以上に1

イノベーション
より多くの選択肢が

より良い治療結果をもたらす

富の増加
今後10～15年間で

中間層が約15億人増加2

ニーズの増大
デジタル機器使用の増加に伴
い、2050年までに世界人口の
半数（約50億人）が近視に3

世界の動きが継続的な市場成長を示唆

100億ドル
(インプラント製品、
ディスポーザブル製品、
手術装置) 150億ドル (コンタクトレンズ, 

オキュラーヘルス)

サージカル ビジョンケア

Source: Internal analysis as well as GFK, IMS, Nielsen, CBG, Euromonitor data and Market Scope

1. United Nations (UN), http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
2. The unprecedented expansion of the global middle class an update, Kharas 2017
3. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Holden, Brien A. et al., Ophthalmology , Volume 123 , Issue 5 , 1036  - 1042

http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
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サージカル製品：世界中でNo.1

インプラント製品 (2019年売上 12億ドル)
• 「アクリソフ®」眼内レンズ
• 「ウルトラサート™」プリロード デリバリーシステム
• 「Clareon® AutonoMe™」プリロード デリバリーシステム

ディスポーザブル製品 (2019年売上 23億ドル)
• 白内障手術用ディスポーザブル製品
• 網膜硝子体手術用器具とディスポーザブル製品
• 手術用カスタムパック
• 屈折矯正手術用ディスポーザブル製品

手術装置 (2019年売上 7億ドル）
• 白内障手術装置
• 硝子体手術装置「コンステレーション ビジョンシステム」
• 屈折矯正手術装置「ウエーブライト®」システム
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サージカル世界市場をけん引

全製品カテゴリーで新規導入数第1位、
設置済み製品のシェアも首位：

白内障手術装置: 

52%

硝子体手術装置: 

48%

屈折矯正レーザー: 

34%

顧客の満足度、価値、
イノベーションで第1位：

2019年 サージカル世界売上
(単位：10億ドル)

100億ドル
市場

その他

売上第1位：

Note: All trademarks are property of the respective owner
Source: Internal analysis as well as GFK, IMS, Nielsen, CBG, Euromonitor data and Market Scope

4.2
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ビジョンケア製品: 
日々の信頼で、年々成長

コンタクトレンズ（2019年売上 20億ドル）
• 水分三層コンタクトレンズ「デイリーズ トータル ワン

®」
• 「デイリーズ® アクア コンフォートプラス®」
• 「PRECISON1®」*1

• 2週間／1カ月交換型コンタクトレンズ
「エア オプティクス®」

• カラーレンズ「エア オプティクス® カラーズ」
• カラーレンズ「フレッシュルック®」

オキュラーヘルス（2019年売上 12億ドル）
• ドライアイ製品「SYSTANE®」シリーズ*2

• コンタクトレンズ洗浄･消毒用ソリューション「クリア
ケア®」

• MPSタイプのレンズケア製品と潤滑点眼剤*「オプ
ティ・フリー®」シリーズ

• 「SYSTANE® iLux®」マイボーム腺機能不全サーマル
パルセーションシステム*2

• アレルギーによる目のかゆみを軽減する「Pataday®

Once Daily」*「Pataday® Twice Daily」*2

*1 日本未発売製品（2020年5月時点）
*2 日本未承認製品（2020年5月時点）
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成長するビジョンケア市場で世界のリーダー的ポジション

3.1
150億ドル
市場

売上第2位：

ドライアイ製品、
レンズケア製品で第1位

2019年ビジョンケア世界売上
(単位: 10億ドル)

成長の機会
ビタミン、アレルギー、充血

世界でコンタクトレンズの
普及率が低い（4%）

1日使い捨てレンズ（新規装用者の25%）
に成長機会あり

その他

Note: All trademarks are property of the respective owner
Source: Internal analysis as well as GFK, IMS, Nielsen, CBG, Euromonitor data and Market Scope

3.2
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リーダー的ポジションを持続させるための製品イノベーション

アルコンは、社内イノベーション、およびパートナーシップを通じたイノベーションにより、
最高の製品を提供することを目指しています。

• 2019年、5億8,400万ドルを研究開発に投資
• 1,300人以上の社員が研究開発に従事
• 2016年以降、30以上の事業開発･ライセンス契約を締結
• 開発パイプラインは110以上

世界中の明確なニーズ

の視覚障害は予防または治療が
可能です180%

ドライアイ患者3

3億5,200万人
未矯正の屈折異常1

1億5,300万人
老視患者2

17億人

1. World Health Organization (WHO), www.who.int/blindness
2. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment, 2018 Oct;125(10):1492-1499. doi: 10.1016/j.ophtha
3. Epi Database. Kantar Health. June 2015. Custom Dry Eye Self-Reported Prevalence ages 40+, 16 markets

http://www.who.int/blindness
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開発パイプラインは110以上

さらに、世界中で1,300人以上の社員が、目の症状や病気の治療法の研究開発に従事しています。

新素材の
コンタクトレンズ 複数の眼内レンズ新技術 白内障･網膜硝子体手術装置

の画期的なプラットフォーム

老視用コンタクトレ
ンズの革新的なデザ
イン

強化された手術用
レーザーとロボティクス

治療結果向上のための
デジタルサージカル
スイート

私たちは全社を挙げてイノベーションを加速し、市場と隣接分野を拡大し、新たなビジネスモデルを
構築します。
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イノベーションを支える高度な機能と能力

人工知能 (AI)、機械学習、自動
化、発見のペースを速めるコネク
ティビティ

急速に増大する需要と複雑性に対
応するために、次世代技術を導入
した最先端の製造設備

• ビジョンケア：8カ所の製造拠点

• サージカル：10カ所の製造拠点

• 製品の90%は社内で製造

1,900人以上の社員が品質保証に
従事。品質管理システムにより、
コンプライアンスとインテグリ
ティを担保
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成長を促す豊富なパイプライン

主要な短期成長ドライバー:
• 先端技術眼内レンズ：PanOptixでシェ
アを獲得し、先端技術の普及を促進

• 網膜硝子体：顕微鏡による従来型の手術
からデジタル技術を用いた手術への移行
を加速

• デイリーズ トータル ワン®: 老視カテゴ
リーの拡大。製品認知の向上、装用感、
品質を武器に、1日使い捨てコンタクト
レンズへの市場シフトの機会を捉える

• SYSTANE® COMPLETE*2：消費者向
けマーケティング活動に投資し、現在首
位のシェアをさらに拡大

• PATADAY*2 : 目のアレルギー症状を緩
和する処方薬レベルの点眼薬を一般用医
薬品として消費者に提供

パイプライン計画：

2020年～2021年 主要製品

サージカル
• 3焦点眼内レンズ「PanOptix」

• 非回折型眼内レンズ 「VIVITY」*２

• 自動プリロード眼内レンズデリバリーシステム
「Clareon with AutonoMe」

• バイオメーター「ARGOS」*1

• 白内障手術装置「CENTURION 」
「LEGION*１」

• 眼科用3次元映像システム「NGENUITY」

ビジョンケア
• 1日使い捨てコンタクトレンズ
「PRECISION1」*1

• 防腐剤無添加ドライアイ用目薬「SYSTANE」*2

• OTCアレルギー用目薬「PATADAY」*2

• 乱視用1日使い捨てコンタクトレンズ
「デイリーズトータル ワン 乱視用」*1 

• 乱視用1日使い捨てコンタクトレンズ
「PRECISION1 Toric」 *2

• 乱視用2週間交換コンタクトレンズ
「エアオプティクスプラス ハイドラグライド
トー リック」 *1

*1 日本未発売製品（2020年5月時点）
*2 日本未承認製品（2020年5月時点）
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迅速で反復型の
イノベーション

顧客との強固な関係医療機器メーカー
としてのDNA

柔軟性のある
企業運営

機敏な企業文化

独立した、力強い未来に向けて

主要な強みにさらに集中して取り組み、より機敏な企業へ
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50年以上にわたり、慈善活動を通じて持続可能なアイケアへの
アクセスを創出

アクセス
恵まれない環境に置かれた
患者様が質の高いアイケアを

受けるための支援

教育
医療従事者の方々に
教育･研修機会を提供

コミュニティ
地域社会の発展

慈善活動へのコミット
メント:

2008年～2018年に、約5億4,000万
ドル相当の製品を寄附。約7,000件の
メディカルミッションで45万件以上
の手術が行われ、600万人以上の患者
様を治療

過去10年間で
6,000万ドルを寄附

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Photo credit: Brent Stirton hired by Novartis for 2015 annual report; taken during a SEE missionPhoto credit: ORBISPhoto credit: Internal 



日本アルコンのご紹介
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日本アルコンについて
日本アルコン株式会社

本社： 〒105-6333
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
虎ノ門ヒルズ森タワー

電話番号：03-6899-5000（大代表）

資本金： 5億円

代表者： 代表取締役社長リック・コズロスキー

従業員数：約640名

事業拠点：
営業所 17拠点
物流センター 3拠点
東京テクニカルセンター 1拠点
アルコン・エクスペリエンス・センター 16拠点

(2020年1月現在）
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最も幅広い眼科サージカル製品群

インプラント製品 ディスポーザブル製品 手術装置
• アクリソフ® 眼内レンズ

- 1994年の発売以来、世界で1億眼以
上のインプラント実績

- 球面、トーリック、多焦点（老視矯
正）

-「ウルトラサート™」プリロード
デリバリーシステム

- 日本初の3焦点眼内レンズ
「AcrySof ® IQ PanOptix® Trifocal」

• 「Clareon® AutonoMe™」プリロード
デリバリーシステム

• 「アルコン®エクスプレス®」緑内障
フィルトレーションデバイス

• 白内障手術用ディスポーザブル製品
• 網膜硝子体手術用器具とディスポーザ
ブル製品

• 手術用カスタムパック
• 屈折矯正手術用ディスポーザブル製品

• 白内障手術装置
• 硝子体手術装置「コンステレーション
ビジョンシステム」

• 「NGENUITY® 3Dビジュアルシステ
ム」

• 眼灌流圧センサー内蔵 白内障手術用
超音波ハンドピース 「CENTURION®

ACTIVE SENTRY® ハンドピース」
• 屈折矯正手術装置「ウェーブライト®」
システム
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近視／遠視用 乱視用 マルチフォーカル カラー

１
日
使
い
捨
て
タ
イ
プ

２
週
間
交
換
／

１
カ
月
交
換
タ
イ
プ

業界をリードするビジョンケア ブランド

コンタクトレンズ レンズケア製品

クリアケア®

過酸化水素タイプのソリューション

オプティ・フリー®

MPSタイプのソリューション
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アルコン・エクスペリエンス・センター

ウェットラボ
アルコンの最新機器を使
用したウェットラボを
年間約1,100件実施

サージカルスイート
アルコンの最新サージカ
ル手術装置をご体験して
いただける機会を提供

フィールドサービス
ラボ

技術スペシャリストと
クリニカルスペシャリス
ト計約70名が継続的に

サポートを提供

ビジョンケアラボ
弊社製品を実際の医療現
場で適正にご使用いただ
くための各種プログラム

を提供



年間約200件の研究
助成（2019年）

80以上の研修プログ
ラムを累計550名以
上のアイケア専門家
に実施（2019年）

約1,100件のウェット
ラボを累計約4,500名
のアイケア専門家に実
施 (2019年)

約80のアイケア専門
家向けセミナーを実
施（2019年）

年間約40件の教育助
成（2019年）

260名以上の経験豊
富な営業部員* 

Alcon Japan Award: 
眼科海外フェローシップ
への参加を支援する同ア
ワードの受賞者数は2005
年の開始以来、計30名*

Alcon Research 
Institute: 1993年以来、
9名の日本の眼科医に研
究費を授与* 

*2020年4月現在

数字で見る日本アルコン
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一人でも多くの方に素晴らしい視界がもたらされるために

アクセス
メディカルミッションを行う

日本の非営利団体に
製品を寄附しています

啓発
アイケアのグローバルリーダー

として「世界視力デー」や「目の愛
護デー」を始め、さまざまな機会を
通じて目の健康に関する啓発活動を

行っています

コミュニティ
地域社会の発展に貢献すべく、

さまざまな活動を
行っています



Business Use Only | 26

アルコンに関する情報

Alcon.co.jp
会社概要、拠点情報、沿革、疾患に関する情報、求人、メディア向け情報等を掲載

Cataract-iol.jp
「わかる！白内障」では、白内障の症状や治療の選択肢などの情報を提供

Alcon-contact.jp
アルコンのコンタクトレンズとコンタクトレンズケア製品についての情報を提供
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