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製品一覧

ＮＯ メーカー 製品名 フリガナ 容量 分類 税率 税込価格 本体価格

1 ウチダ 温経湯 ウンケイトウ 15日分 2類 10% 12100 11000

2 ウチダ 加味逍遙散料 カミショウヨウサン 15日分 2類 10% 9174 8340

3 ウチダ 帰脾湯 キヒトウ 15日分 2類 10% 10703 9730

4 ウチダ 桂枝加竜骨牡蠣湯 ケイシカリュウコツボレイトウ 15日分 2類 10% 9174 8340

5 ウチダ 桂枝茯苓丸料 ケイシブクリョウガンリョウ 15日分 2類 10% 9174 8340

6 ウチダ 五積散 ゴシャクサン 15日分 2類 10% 9174 8340

7 ウチダ 柴胡加竜骨牡蛎湯 サイコカリュウコツボレイトウ 15日分 2類 10% 12100 11000 ★

8 ウチダ 柴胡桂枝湯 サイコケイシトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

9 ウチダ 柴苓湯 サイレイトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

10 ウチダ 四逆湯 シギャクトウ 15日分 2類 10% 9174 8340 ★

11 ウチダ 紫根牡蠣湯 シコンボレイトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

12 ウチダ 七物降下湯 シチモツコウカトウ 15日分 2類 10% 18150 16500 ★

13 ウチダ 十全大補湯 ジュウゼンタイホトウ 15日分 2類 10% 10703 9730

14 ウチダ 真武湯 シンブトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

15 ウチダ 折衝飲 セッショウイン 15日分 2類 10% 9174 8340

16 ウチダ 当帰飲子 トウキインシ 15日分 2類 10% 9174 8340

17 ウチダ 当帰建中湯 トウキケンチュウトウ 15日分 2類 10% 9174 8340

18 ウチダ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ 15日分 2類 10% 12100 11000

19 ウチダ 当帰芍薬散料 トウキシャクヤクサンリョウ 15日分 2類 10% 9174 8340

20 ウチダ 人参湯 ニンジントウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

21 ウチダ 人参養栄湯 ニンジンヨウエイトウ 15日分 2類 10% 12100 11000 ★

22 ウチダ 麦門冬湯 バクモントウトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

23 ウチダ 八味丸料 ハチミガンリョウ 15日分 2類 10% 9174 8340

24 ウチダ 半夏白朮天麻湯 ハンゲビャクジュツテンマトウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

25 ウチダ 防風通聖散料　　 ボウフウツウセイサンリョウ 15日分 2類 10% 9174 8340 ★

26 ウチダ 補中益気湯 ホチュウエッキトウ 15日分 2類 10% 10703 9730

27 ウチダ 麻黄附子細辛湯 マオウブシサイシントウ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

28 ウチダ 抑肝散加陳皮半夏 ヨッカンサンカチンピハンゲ 15日分 2類 10% 10703 9730 ★

29 ウチダ 六君子湯 リックンシトウ 15日分 2類 10% 12100 11000 ★

30 ウチダ 苓桂朮甘湯 リョウケイジュツカントウ 15日分 2類 10% 9174 8340 ★

31 イスクラ 温清飲 ウンセイイン 350錠 2類 10% 4950 4500 ★

32 イスクラ イスクラ温胆湯エキス顆粒 ウンタントウエキスカリュウ 45包 2類 10% 5126 4660

イスクラ イスクラ温胆湯エキス顆粒 ウンタントウエキスカリュウ 90包 2類 10% 9614 8740

33 イスクラ イスクラ衛益顆粒Ｓ エイエキカリュウ 30包 2類 10% 3300 3000

イスクラ イスクラ衛益顆粒Ｓ エイエキカリュウ 90包 2類 10% 8800 8000

34 イスクラ イスクラ開気丸 カイキガン 120丸 2類 10% 2090 1900 ★

イスクラ イスクラ開気丸 カイキガン 480丸 2類 10% 6380 5800

35 イスクラ イスクラ華陀膏　 カダコウ 20g 2類 10% 1100 1000 ★

36 イスクラ 葛根湯 カッコントウ 120錠 2類 10% 1760 1600 ★

イスクラ 葛根湯 カッコントウ 350錠 2類 10% 3850 3500 ★

37 イスクラ 加味逍遙散エキス顆粒［東洋］ カミショウヨウサン 90包 2類 10% 10120 9200 ★

38 イスクラ イスクラ冠元顆粒 カンゲンカリュウ 6包 2類 10% 1100 1000

イスクラ イスクラ冠元顆粒 カンゲンカリュウ 45包 2類 10% 7370 6700

イスクラ イスクラ冠元顆粒 カンゲンカリュウ 90包 2類 10% 13882 12620

39 イスクラ 芎帰調血飲第一加減エキス キュウキチョウケツインダイイチカゲン 90包 2類 10% 9350 8500

40 イスクラ 血府逐瘀丸 ケップチクオガン 720丸 2類 10% 10450 9500 ★

41 イスクラ イスクラ健胃顆粒Ｓ ケンイカリュウ 45包 2類 10% 6490 5900 ★

イスクラ イスクラ健胃顆粒Ｓ ケンイカリュウ 30包 2類 10% 3960 3600

イスクラ イスクラ健胃顆粒Ｓ ケンイカリュウ 90包 2類 10% 11880 10800

42 イスクラ イスクラ健脾散エキス顆粒 ケンピサンエキス 30包 2類 10% 3300 3000

イスクラ イスクラ健脾散エキス顆粒 ケンピサンエキス 90包 2類 10% 9900 9000

43 イスクラ イスクラ杞菊地黄丸 コギクジオウガン 10丸 2類 10% 3740 3400 ★
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イスクラ イスクラ杞菊地黄丸 コギクジオウガン 30丸 2類 10% 10681 9710 ★

44 イスクラ イスクラ参茸補血丸 サンジョウホケツガン 420丸 2類 10% 7480 6800

イスクラ イスクラ参茸補血丸 サンジョウホケツガン 840丸 2類 10% 13200 12000

45 イスクラ イスクラ酸棗仁湯顆粒 サンソウニントウカリュウ 45包 2類 10% 4136 3760

46 イスクラ 散痛楽楽丸 サンツウラクラクガン 450丸 2類 10% 5500 5000 ★

47 イスクラ 至宝三鞭丸 シホウサンベンガン 480丸 2類 10% 10450 9500 ★

48 イスクラ ジメイ（耳鳴）丸 ジメイガン 270丸 2類 10% 3960 3600 ★

49 イスクラ イスクラ瀉火補腎丸 シャカホジンガン 360丸 2類 10% 4807 4370 ★

イスクラ イスクラ瀉火補腎丸 シャカホジンガン 720丸 2類 10% 9075 8250

50 イスクラ イスクラ瀉火利湿顆粒 シャカリシツカリュウ 90包 2類 10% 9900 9000 ★

51 イスクラ 潤肺糖漿　 ジュンパイトウショウ 150ml 2類 10% 2530 2300 ★

52 イスクラ イスクラ勝湿顆粒　 ショウシツカリュウ 12包 2類 10% 1705 1550

イスクラ イスクラ勝湿顆粒　 ショウシツカリュウ 90包 2類 10% 9614 8740

53 イスクラ 小青竜湯エキス ショウセイリュウトウ 12包 2類 10% 1540 1400 ★

54 イスクラ イスクラ逍遙顆粒 ショウヨウカリュウ 30包 2類 10% 3300 3000

イスクラ イスクラ逍遙顆粒 ショウヨウカリュウ 90包 2類 10% 9900 9000

55 イスクラ イスクラ浸膏槐角丸 シンコウカイカクガン 300丸 2類 10% 4488 4080 ★

イスクラ イスクラ浸膏槐角丸 シンコウカイカクガン 600丸 2類 10% 8327 7570

56 イスクラ イスクラ参馬補腎丸 ジンバホジンガン 240丸 2類 10% 6600 6000

イスクラ イスクラ参馬補腎丸 ジンバホジンガン 480丸 2類 10% 12100 11000

57 イスクラ イスクラ心脾顆粒 シンピカリュウ 60包 2類 10% 9900 9000

58 イスクラ イスクラ清営顆粒 セイエイカリュウ 90包 2類 10% 9900 9000

59 イスクラ 星火牛黄清心丸 セイカゴオウセイシンガン 60丸×5 2類 10% 24200 22000 ★

60 イスクラ 精華牛車腎気丸　 セイカゴシャジンキガン 720丸 2類 10% 8250 7500 ★

61 イスクラ 精華鼻淵丸 セイカビエンガン 600丸 2類 10% 7579 6890

62 イスクラ イスクラ双料杞菊顆粒 ソウリョウコギクカリュウ 45包 2類 10% 4730 4300

イスクラ イスクラ双料杞菊顆粒 ソウリョウコギクカリュウ 45包×2 2類 10% 8690 7900

63 イスクラ イスクラ双料参茸丸 ソウリョウサンジョウガン 6丸 2類 10% 9900 9000 ★

64 イスクラ タイツコウ軟膏　 タイツウナンコウ 21g 2類 10% 2200 2000 ★

65 イスクラ 中薬杞菊地黄丸　 チュウヤクコギクジオウガン 360丸 2類 10% 4180 3800 ★

イスクラ 中薬杞菊地黄丸　 チュウヤクコギクジオウガン 720丸 2類 10% 7700 7000 ★

イスクラ 中薬杞菊地黄丸　 チュウヤクコギクジオウガン 3120丸 2類 10% 26400 24000 ★

66 イスクラ イスクラ頂調顆粒　 チョウチョウカリュウ 45包 2類 10% 4620 4200

67 イスクラ イスクラ天津感冒片 テンシンカンボウヘン 72丸 2類 10% 27500 25000

イスクラ イスクラ天津感冒片 テンシンカンボウヘン 1080丸 2類 10% 27500 25000 ★

68 イスクラ イスクラ天王補心丹Ｔ テンノウホシンタン 360丸 2類 10% 4059 3690 ★

イスクラ イスクラ天王補心丹Ｔ テンノウホシンタン 720丸 2類 10% 7480 6800

69 イスクラ イスクラ独歩顆粒　 ドッポカリュウ 60包 2類 10% 8800 8000 ★

70 イスクラ イスクラ八仙丸　　 ハッセンガン 540丸 2類 10% 5874 5340 ★

71 イスクラ イスクラ婦宝当帰膠Ｂ　 フホウトウキコウ 300ml 2類 10% 5874 5340

イスクラ イスクラ婦宝当帰膠Ｂ　 フホウトウキコウ 600ml 2類 10% 10681 9710

72 イスクラ イスクラ平喘顆粒 ヘイゼンカリュウ 90包 2類 10% 9680 8800 ★

73 イスクラ イスクラ補中丸Ｔ　 ホチュウガン 450丸 2類 10% 4620 4200 ★

イスクラ イスクラ補中丸Ｔ　 ホチュウガン 900丸 2類 10% 8712 7920 ★

74 イスクラ 麻杏止咳顆粒Ｓ マキョウシガイカリュウ 45包 2類 10% 3850 3500 ★

75 イスクラ 蘭州金匱腎気丸 ランシュウキンキジンキガン 720丸 2類 10% 7700 7000 ★

76 イスクラ イスクラ涼解楽　 リョウカイラク 12包 2類 10% 2200 2000 ★

イスクラ イスクラ涼解楽　 リョウカイラク 300包 2類 10% 50600 46000 ★

77 小太郎 延年半夏湯 エンネンハンゲトウ 90包 2類 10% 13200 12000 ★

78 小太郎 黄連解毒湯 オウレンゲドクトウ 90包 2類 10% 8140 7400 ★

79 小太郎 芎帰調血飲第一加減 匙クラブ キュウキチョウケツダイイチカゲン 90包 2類 10% 11000 10000

80 小太郎 金羚感冒散 匙クラブ キンレイカンボウサン 12包 2類 10% 2002 1820

81 小太郎 五積散 匙クラブ ゴシャクサン 90包 2類 10% 7920 7200

82 小太郎 柴胡桂枝湯 匙クラブ サイコケイシトウ 90包 2類 10% 8800 8000 ★
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83 小太郎 柴胡疎肝湯 匙クラブ サイコソカントウ 30包 2類 10% 4400 4000

小太郎 柴胡疎肝湯 匙クラブ サイコソカントウ 90包 2類 10% 13200 12000

84 小太郎 柴苓湯 匙クラブ サイレイトウ 30包 2類 10% 3850 3500

小太郎 柴苓湯 匙クラブ サイレイトウ 90包 2類 10% 10490.7 9537

85 小太郎 十全大補湯 匙クラブ ジュウゼンタイホトウ 84包 2類 10% 12320 11200 ★

86 小太郎 小柴胡湯 匙クラブ ショウサイコトウ 90包 2類 10% 10703 9730 ★

87 小太郎 竹葉石膏湯 匙クラブ チクヨウセッコウトウ 90包 2類 10% 13200 12000 ★

88 小太郎 当帰飲子 匙クラブ トウキインシ 90包 2類 10% 9900 9000

89 小太郎 当帰芍薬散料 匙クラブ トウキシャクヤクサンリョウ 90包 2類 10% 7260 6600

90 小太郎 補気健中湯 匙クラブ ホキケンチュウトウ 90包 2類 10% 13200 12000 ★

91 小太郎 補中益気湯 匙クラブ ホチュウエッキトウ 90包 2類 10% 9900 9000

92 小太郎 婦人宝 匙クラブ フジンホウ 100ml×3 2類 10% 5500 5000 ★

93 小太郎 抑肝散加陳皮半夏 匙クラブ ヨクカンサンカチンピハンゲ 30包 2類 10% 3850 3500

小太郎 抑肝散加陳皮半夏 匙クラブ ヨクカンサンカチンピハンゲ 90包 2類 10% 10450 9500

94 小太郎 苓桂朮甘湯 匙クラブ リョウケイジュツカントウ 90包 2類 10% 5940 5400 ★

95 三和 桂枝加竜骨牡蛎湯 ケイシカリュウコツボレイトウ 90包 2類 10% 6930 6300 ★

96 三和 麦門冬湯 バクモントウトウ 30包 2類 10% 3300 3000

97 救心 活命参 カツメイサン 30包 2類 10% 11000 10000

救心 活命参 カツメイサン 60包 2類 10% 22000 20000

98 set 妊婦さん風邪処方 ニンプサンカゼショホウ - 一部2類 10% 2200 2000

99 ウチダ よくいにん ヨクイニン 500g 3類 10% 1760 1600

100 イスクラ イスクラ麦味参顆粒 バクミサンカリュウ 30包 3類 10% 5016 4560 ★

イスクラ イスクラ麦味参顆粒 バクミサンカリュウ 60包 3類 10% 9075 8250

101 救心 複方霊黄参丸 フクホウレイオウサンガン 120丸 3類 10% 8690 7900 ★

救心 複方霊黄参丸 フクホウレイオウサンガン 300丸 3類 10% 20680 18800

102 ウチダ ウチダの雲南貴精 ウチダノウンナンキセイ 420粒 健康食品 8% 10584 9800 ★

ウチダ ウチダの雲南貴精 ウチダノウンナンキセイ 900粒 健康食品 8% 21168 19600

103 ウチダ 田七錠 デンシチジョウ 0.2g×300錠 健康食品 8% 6696 6200

104 ウチダ プチアスリーブ プチアスリーブ 30ml x 6本 健康食品 8% 1944 1800 ★

105 ウチダ アスリーブ アスリーブ 500ml 健康食品 8% 5184 4800

106 イスクラ イーパオ イーパオ 210粒 健康食品 8% 8802 8150 ★

イスクラ イーパオ イーパオ 630粒 健康食品 8% 19980 18500 ★

107 イスクラ 炒麦芽 イリバクガ 500ｇ 健康食品 8% 12960 12000 ★

イスクラ 炒麦芽 イリバクガ 3g×30包 健康食品 8% 2484 2300

イスクラ 炒麦芽 イリバクガ 3ｇ×120包 健康食品 8% 9936 9200

108 イスクラ 艶麗丹 エンレイタン 2cap×30袋 健康食品 8% 8640 8000

イスクラ 艶麗丹 エンレイタン 2cap×60袋 健康食品 8% 17280 16000

109 イスクラ 海精宝 カイセイホウ 360粒 健康食品 8% 9720 9000

イスクラ 海精宝 カイセイホウ 1080粒 健康食品 8% 22680 21000 ★

110 イスクラ 活楽宝 カツラクホウ 360粒 健康食品 8% 6696 6200 ★

111 イスクラ 響聲白龍散 キョウセイハクリュウサン 30包 健康食品 8% 3240 3000

112 イスクラ イスクラ金花黒茶 キンカコクチャ 3g×25包 健康食品 8% 2916 2700 ★

113 イスクラ イスクラ枸杞の原液 クコノゲンエキ 500ml 健康食品 8% 4104 3800 ★

114 イスクラ 五行草茶 ゴギョウソウチャ 60包 健康食品 8% 5400 5000 ★

イスクラ 五行草茶 ゴギョウソウチャ 120包 健康食品 8% 7992 7400 ★

115 イスクラ 五衡丹 ゴコウタン 300粒 健康食品 8% 8640 8000 ★

116 イスクラ 五涼華 ゴリョウカ 15包 健康食品 8% 1620 1500

117 イスクラ 五涼華タブレット ゴリョウカタブレット 360粒 健康食品 8% 5400 5000

118 イスクラ 三爽茶 サンソウチャ 60包 健康食品 8% 5076 4700 ★

イスクラ 三爽茶 サンソウチャ 180包 健康食品 8% 10800 10000 ★

119 イスクラ 紫煌珠 シコウジュ 90粒 健康食品 8% 7560 7000 ★

120 イスクラ シベリア人参茶 シベリアニンジンチャ 60包 健康食品 8% 9223.2 8540 ★

121 イスクラ シベリア霊芝 シベリアレイシ 90粒 健康食品 8% 13500 12500

122 イスクラ シベリア霊芝茶 シベリアレイシチャ 60包 健康食品 8% 10584 9800 ★
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イスクラ シベリア霊芝茶 シベリアレイシチャ 180包 健康食品 8% 27000 25000 ★

123 イスクラ 香西洋参 シャンセイヨウジン 60包 健康食品 8% 10260 9500 ★

124 イスクラ 香ロゼア シャンロゼア 30包 健康食品 8% 3024 2800 ★

125 イスクラ 晶三仙 ショウサンセン 60包 健康食品 8% 5076 4700

126 イスクラ 心沙棘 シンサージ 90粒 健康食品 8% 7344 6800 ★

イスクラ 心沙棘 シンサージ 270粒 健康食品 8% 17280 16000 ★

127 イスクラ 水快宝 スイカイホウ 225粒 健康食品 8% 6696 6200

128 イスクラ 星火亀鹿仙 セイカキロクセン 30袋 健康食品 8% 9450 8750

イスクラ 星火亀鹿仙 セイカキロクセン 60袋 健康食品 8% 18900 17500

129 イスクラ 星火賢脳丹 セイカケンノウタン 120粒 健康食品 8% 5184 4800 ★

130 イスクラ 星火睛明丹 セイカセイメイタン 3粒×60包 健康食品 8% 12960 12000 ★

131 イスクラ 星火霊芝宝 セイカレイシホウ 60包 健康食品 8% 50760 47000 ★

132 イスクラ (新)爽月宝 ソウゲツホウ 180粒 健康食品 8% 10260 9500

133 イスクラ 田七人参茶 デンシチニンジンチャ 60包 健康食品 8% 9957.6 9220 ★

イスクラ 田七人参茶 デンシチニンジンチャ 180包 健康食品 8% 22680 21000 ★

134 イスクラ 田七人参粒 デンシチニンジンツブ 5粒×30袋 健康食品 8% 7992 7400

イスクラ 田七人参粒 デンシチニンジンツブ 5粒×60袋 健康食品 8% 15984 14800

135 イスクラ 二至丹　 ニシタン 360粒 健康食品 8% 4320 4000

136 イスクラ 白花蛇舌草 ハクカジャゼツソウ 60包 健康食品 8% 3888 3600 ★

137 イスクラ 板藍茶 バンランチャ 60包 健康食品 8% 4968 4600

イスクラ 板藍茶 バンランチャ 120包 健康食品 8% 7128 6600

138 イスクラ イスクラ板藍のど飴 バンランノドアメ S 健康食品 8% 388.8 360

イスクラ イスクラ板藍のど飴 バンランノドアメ L 健康食品 8% 1944 1800

139 イスクラ 百潤露 ヒャクジュンロ 60包 健康食品 8% 5400 5000 ★

イスクラ 百潤露 ヒャクジュンロ 180包 健康食品 8% 12960 12000 ★

140 イスクラ 紅沙棘 ホンサージ 120cap 健康食品 8% 8424 7800

イスクラ 紅沙棘 ホンサージ 360cap 健康食品 8% 21600 20000 ★

イスクラ 紅沙棘 ホンサージ 24粒×12袋 健康食品 8% 22032 20400 ★

141 イスクラ ミンハオ ミンハオ 210粒 健康食品 8% 7128 6600

142 イスクラ 木鶏丹 モッケイタン 5粒×15袋 健康食品 8% 6480 6000

★イスクラ 木鶏丹 モッケイタン 5粒×30袋 健康食品 8% 12960 12000

イスクラ 木鶏丹 モッケイタン 600粒 健康食品 8% 37800 35000 ★

143 救心 金銀花のど飴 キンギンカノドアメ 70g 健康食品 8% 324 300

144 イスクラ 瑞花露ボディケア入浴液 スイカロボディケアニュウヨクエキ 300ml 化粧品 10% 2420 2200 ★

145 イスクラ セ・サージクリーム セ・サージクリーム 40g 化粧品 10% 8800 8000 ★

146 イスクラ 瑞花露薬用スキンケアスプレー 50ml 医薬部外品 10% 1320 1200 ★

147 イスクラ 瑞花露薬用ソープ スイカロヤクヨウソープ 300ml 医薬部外品 10% 3080 2800 ★

148 イスクラ 瑞花露薬用保湿クリーム スイカロヤクヨウホシツクリーム 120g 医薬部外品 10% 3300 3000 ★

149 イスクラ 瑞花露薬用保湿ローション スイカロヤクヨウホシツローション 150ml 医薬部外品 10% 3300 3000 ★

150 救心 亀鹿霊仙廣 キロクレイセンコウ 30包 健康食品 8% 6480 6000

151 渡辺ｵｲｽﾀｰ ワタナベオイスターゼリー ワタナベオイスターゼリー 1包 健康食品 8% 540 500

渡辺ｵｲｽﾀｰ ワタナベオイスターゼリー ワタナベオイスターゼリー 30包 健康食品 8% 14580 13500

渡辺ｵｲｽﾀｰ ワタナベオイスターゼリー ワタナベオイスターゼリー 60包 健康食品 8% 27540 25500

152 渡辺ｵｲｽﾀｰ ワタナベオイスター粒 ワタナベオイスターツブ 180粒 健康食品 8% 14580 13500

渡辺ｵｲｽﾀｰ ワタナベオイスター粒 ワタナベオイスターツブ 300粒 健康食品 8% 22680 21000

153 ｵﾘｼﾞﾅﾙ Mersea basic メルシーベーシック 120cap 健康食品 8% 4400 単品購入・送料込み

★印はお取り寄せ
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第２類医薬品

煎じ薬　15日分　大人　１日１包（２回分）
水500＝600mlに1包を入れ、沸騰したら弱火にし、40～45分煎じてください。
水量が300～250mlくらいになったら、生薬を濾し、1日2回に分けて食間
（空腹時）に温めて服用してください。
注：煎じ終わったら生薬 すぐに濾してください。
耐熱 カップなどに2回に分けておくと便利です。

製品名・容量・価格（税抜） 効能

ウ
チ
ダ
・
煎
じ
薬

ウンケイトウ

温経湯

冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすい次 諸症：月経不順、更年期神経症、
帯下、月経過多、月経痛、腰痛、頭痛、指掌角皮症
注：「帯下たいげ」と 俗にいうこしけ。子宮から 分泌物を指します。

カミショウヨウサン

加味逍遙散料

虚弱体質で疲労しやすく、頭痛、頭重感、 ぼせ、めまい、動悸、肩こり、
神経症状があるも で、微熱、食欲不振、月経不調などを伴うも 。
更年期障害、月経不順、帯下、更年期神経症、不眠症。
注：「帯下たいげ」と 俗にいうこしかけ。子宮から 分泌物を指します。

キヒトウ

帰脾湯

平素胃腸 弱い虚弱体質 も が心身過労 結果、種々 出血を起こして貧血を
きたしたり、健忘、不眠、精神不安、心悸亢進などを起こしたも 。腸取出血、血尿
などによる、貧血、衰弱、健忘症、不眠症、神経性心悸亢進症、月経不順。

ケイシカリュウコツボレイトウ

桂枝加竜骨牡蠣湯
体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいも 次 諸症：神経
質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

ケイシブクリョウガンリョウ

桂枝茯苓丸料

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、 ぼせて足冷えなどを
訴える次 証症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血 道症肩こり、めま
い、頭痛、打ち身、（打撲傷）、しもやけ、しみ
〈効能・効果に関連する注意〉
血 道症と 、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性ホルモン 変動に伴って
現れる精神不安や精神神経症状及び、身体症状 ことである。

ゴシャクサン

五積散

冷え性、貧血症で胃腸 弱い体質 も で上半身に熱感があり下半身が冷え、腰、
股、下腹部などが冷え痛むも 。急性慢性胃腸炎、腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、帯
下、月経不順。 　　

サイコカリュウコツボレイトウ

柴胡加竜骨牡蛎湯

精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次 諸症：高血圧
随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、

小児夜なき
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サイコケイシトウ

柴胡桂枝湯

頭痛、微悪寒、微熱、関節痛があり、みずおちがつかえ、胸や脇腹に圧迫感や疼痛
あるも 。あるい 、腹痛、胃痛、胸痛が激しく食欲減退などを伴うも 。感冒、胃

酸過多症。

サイレイトウ

紫苓湯

吐き気、食欲不振、喉 渇き、排尿が少ないなど 次 諸症：水瀉性下痢、急性胃
腸炎、暑気あたり、むくみ。
注：水瀉性下痢と 、水溶性 下痢を指します。

シギャクトウ

四逆湯

四肢厥冷し、身体疼痛し、不消化便 下痢あるい 尿利多い
も 、あるい 腹部張満、嘔吐、発熱、悪寒、頭痛、発汗など
を伴うも 。
急性吐瀉病、急性慢性腸炎、自家中毒病、下痢症、感冒。
注：厥冷と 四肢 末端から冷えることを指します．

シコンボレイトウ

紫根牡蠣湯
体力中等度以下 も で、消耗性疾患などに伴うも 次 諸症：
乳腺 痛み、痔 痛み、湿疹、皮膚炎、貧血、倦怠。

シチモツコウカトウ

七物降下湯
身体虚弱 傾向 あるも 次 諸症：高血圧に伴う随伴症状（ ぼせ、肩こり、
頭痛、耳鳴り）

ジュウゼンタイホトウ

十全大補湯 病後 体力低下、疲労倦怠、食欲不振、寝汗、手足 冷え、貧血

シンブトウ

真武湯

生気がなく疲労倦怠感がいちじるしく胃部に水分停滞感がありめまいや動悸あるい
腹痛や下痢あるい 小便不利など あるも で手足冷えやすく四肢沈重疼痛、

麻痺、咳嗽、浮腫などを伴うも
感冒、慢性下痢、胃下垂症、じんましん、慢性腎炎、血圧異常

「咳嗽（がいそう）」と 痰 ある咳を指します．

セッショウイン

折衝飲
体力中等度以上で、下腹部痛があるも 次 諸症：月経不順、月経痛、月経困
難、神経痛、腰痛、肩こり　　

トウキインシ

当帰飲子 冷え性 も 、次 諸症：慢性湿疹（分泌物 少ないも ）かゆみ

トウキケンチュウトウ

当帰建中湯

虚弱体質で疲労しやすく、直腹筋拘攣し、貧血 傾向あり、腹痛下腹より腰背に及
ぶ疼痛、下血などを伴うも 。婦人 腰痛、子宮出血、月経痛、産後 衰弱、坐骨
神経痛、腎石症、腰痛、脊椎カリエス

トウキシギャクカゴシュユショウキョ
ウトウ

当帰四逆加呉茱萸生姜
湯

冷え症で手足厥冷し、頭痛、悪寒、胸満、嘔吐、下痢、腰痛、下腹痛などを伴うも
。

凍傷、手足冷感、坐骨神経痛、常習頭痛、婦人下腹痛。
注：「厥 冷けつれい」と 四肢 末端から冷えることを指します
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トウキシャクヤクサンリョウ

当帰芍薬散料

比較的大量が乏しく、冷え性で貧血 傾向があり、疲労しやすく、時に下腹部痛、頭
痛、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次 諸症：月経不順、月経異常、月経
痛、更年期障害、産前産後、あるい 、流産により障害（貧血、疲労倦怠、めまい、
むくみ、）めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰 冷え性、しもやけ、むくみ、しみ

ニンジントウ

人参湯
手足などが冷えやすく、尿量が多いも 次 諸症：胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、
嘔吐、胃痛

ニンジンヨウエイトウ

人参養栄湯

やせて顔色悪く発熱、悪寒があり四肢倦怠感あり喘咳、喀痰、自汗、不眠、食欲不
振などを伴うも ：
病後 衰弱、産後 衰弱、結核症 衰弱、虚弱体質

「喘咳（ぜんがい）」と 喘して痰 ある咳をするも を指します．

「喀痰（かくたん）」と 吐いた痰を指します．

バクモントウトウ

麦門冬湯

体力衰えて皮膚枯燥し、 ぼせて咽喉に異物感、乾燥感、刺激感などがあり、下か
らこみあげてくるような強い咳嗽をし顔面紅潮するも で、通常喀痰 少量で く
喀出困難なも ：気管支炎、気管支ぜんそく、咽喉炎、胸部疾患 咳嗽、百日咳、妊
娠咳、しゃっくり

ハチミガンリョウ

八味丸料

疲労倦怠感が著しく、口渇、尿量異常、（減少、また 増大）、手足冷感、
また 煩熱（ ん つ）、下腹部弛緩麻痺また 緊張があり、腰痛、浮腫、
眩暈などを伴うも 。腎炎、ネフローゼ、膀胱炎、糖尿病、血圧異常、動脈硬化症、
坐骨神経痛
注：眩暈と 、めまいを指します。

ハンゲビャクジュツテンマトウ

半夏白朮麻湯 胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがあるも 。

ボウフウツウセイサンリョウ

防風通聖散料
腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなも 次 諸症：高血圧 随伴症状（動悸、肩
こり、 ぼせ）、肥満症、むくみ、便秘

ホチュウエッキトウ

補中益気湯

胃腸 機能が減退し、疲労倦怠感がありも 、あるい 、食欲不振、悪寒、
盗汗などを伴うも 。虚弱体質改善、病後 体力増強、夏痩せ、虚弱者 感冒。
注：盗汗と 、寝汗を指します。

マオウブシサイシントウ

麻黄附子細辛湯

虚弱で無気力な体質 も で、悪寒、微熱、全身倦怠感があり横臥することを好
み、咳嗽、稀薄なたん、身体疼重などを伴うも 。
虚弱者や老人 感冒、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛

＊「咳嗽（がいそう）」と 痰 ある咳を指します．
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ヨッカンサンカチンピハンゲ

抑肝散加陳皮半夏

虚弱な体質で神経がたかぶるも 次 諸症：神経症、不眠症、
小児夜なき、小児疳症．

リックンシトウ

六君子湯

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつか
え、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいも 次 諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

リョウケイジュツカントウ

苓桂朮甘湯

立ちくらみやめまい、動悸、頭痛、耳鳴り、 ぼせなどがあり、尿利減少、足冷え、胃
部 水分停滞感などを伴うも 。

製品名・容量・価格（税抜） 効能

イ
ス
ク
ラ
産
業

ウンセイイン

温清飲
350錠

体力中等度で、皮膚 かさかさして色つやが悪く、 ぼせる
も 次 諸症 ：月経不順、月経困難、血 道症（注）、更
年期障害、神経症、湿疹 ・皮膚炎体力中等度で、皮膚 か
さかさして色つやが悪く、 ぼせるも 次 諸症 ：月経不
順、月経困難、血 道症（注）、更年期障害、神経症、湿疹 ・
皮膚炎
〈効能・効果に関連する注意〉
注：血 道症と 、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女
性 ホルモン 変動に伴って現れる精神不安やいらだちな
ど 精神神経症状および身体症状 ことです。

ウンタントウエキスカリュウ

イスクラ温胆湯エキス顆
粒
45包
90包

体力中等度以下で、胃腸が虚弱なも 次 諸症：
不眠症、神経症

エイエキカリュウ

イスクラ衛益顆粒Ｓ
30包
90包

身体虚弱で疲労しやすいも 次 諸症：虚弱体質、疲労
倦怠感、 あせ　

カイキガン

イスクラ開気丸
120丸
480丸

胃腸疾患に伴う次 諸症状： き気 （むかつき、胃 むかつ
き、嘔気、悪心）、胸つかえ、腹部膨満感、腹痛、胃痛、食欲
不振、消化不良、下痢、腹部膨満感を伴い繰り返し又 交互
に現れる下痢及び便秘
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カダコウ

イスクラ華陀膏
20g

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

カッコントウ

錠剤 葛根湯
120錠
350錠

体力中等度以上 も 次 諸症：感冒 初期（汗をかい
ていないも ）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や
肩 痛み

カミショウヨウサン

加味逍遙散エキス顆粒
［東洋］分包
90包

体力中等度以下で、 ぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、
精神不安やいらだちなど 精神神経症状,ときに便秘 傾向

あるも 次 諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経
困難、更年期障害、血 道症、不眠症。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〈効能・効果に関連する注意〉
血 道症と 、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性
ホルモン 変動に伴って現れる精神不安やいらだちなど
精神神経症状および身体症状 ことです。

カンゲンカリュウ

イスクラ冠元顆粒
45包
90包

中年以降また 高血圧傾向 あるも 次 諸症：頭痛、
頭重、肩こり、めまい、動悸

キュウキチョウケツインダイイチカ
ゲン

芎帰調血飲第一加減
エキス細粒
90包

体力中等度以下 も 次 諸症。ただし、産後 場合
体力に関わらず使用できます。血 道症、月経不順、産後
体力低下。
〔効能・効果に関連する注意〕血 道症と 、月経、妊娠、出
産、産後、更年期など女性 ホルモン 変動に伴って現れる
精神不安やいらだちなど 精神神経症状および身体症状
ことです。

ケップチクオガン

血府逐瘀丸
720丸

中年以降又 高血圧傾向 あるも 次 諸症：頭痛、頭
重、肩こり、 ぼせ、動悸

ケンイカリュウ

イスクラ健胃顆粒Ｓ
45包
30包
90包

比較的体力がなく、胃腸 働き 弱いも 次 諸症：胃
炎、胃腸虚弱、胃痛、腹痛、食欲不振、胃部不快感、腹部膨
満感、悪心、下痢



第２類・第３類医薬品　6

ケンピサンエキス

イスクラ健脾散エキス顆
粒
30包
90包

体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪く、食欲がなく下
痢が続く傾向があるも 次 諸症：食欲不振、慢性下痢、
病後 体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎

　　

コギクジオウガン

イスクラ杞菊地黄丸
10丸
30丸

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又
多尿で、ときに手足 ほてりやロ渇があるも 次 諸

症：かすみ目、つかれ目、 ぼせ、頭重、めまい、排尿困難、
頻尿、むくみ、視力低下

サンジョウホケツガン

イスクラ参茸補血丸
420丸
840丸

虚弱体質、肉体疲労、病後 体力低下、胃腸虚弱、食欲不
振、血色不良、冷え症

サンソウニントウカリュウ

イスクラ酸棗仁湯顆粒
45包

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあ
るも 次 諸症：不眠症、神経症

サンツウラクラクガン

イスクラ散痛楽楽丸
450丸

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるも 次
諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

シホウサンベンガン

イスクラ至宝三鞭丸
480丸

滋養強壮、肉体疲労、虚弱体質

ジメイガン

イスクラジメイ（耳鳴）丸
270丸

貧血性 耳鳴、腰痛、四肢及び腰 脱力感

シャカホジンガン

イスクラ瀉火補腎丸
360丸
720丸

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渇がある
も 次 諸症:顔や四肢 ほてり、排尿困難、頻尿、むくみ

シャカリシツカリュウ

イスクラ瀉火利湿顆粒
90包

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるも 次
諸症：排尿痛、残尿感、尿 にごり、こしけ（おりも ）、頻尿



第２類・第３類医薬品　7

ジュンパイトウショウ

潤肺糖漿
150ml

ど 痛み、せき

ショウシツカリュウ

イスクラ勝湿顆粒
12包
90包

体力中等度以下 も 次 諸症：感冒、暑さによる食欲
不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠

ショウセイリュウトウ

小青竜湯エキス細粒
12包　1400円

体力中等度又 やや虚弱で、うすい水様 たんを伴うせき
や鼻水が出るも 次 諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、
鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

ショウヨウカリュウ

イスクラ逍遙顆粒
30包
90包

体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安など 精
神神経症状、ときに便秘 傾向 あるも 次 諸症：冷え
症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血 道
症、不眠症、神経症
〈効能・効果に関連する注意〉
注：血 道症と 、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女
性 ホルモン 変動に伴って現れる精神不安やいらだちな
ど 精神神経症状および身体症状 ことです。

シンコウカイカクガン

イスクラ浸膏槐角丸
300丸
600丸

次 症状 緩和「内痔核、外痔核、裂肛、痔出血、痔 痛
み」

ジンバホジンガン

イスクラ参馬補腎丸
240丸
480丸

次 場合 滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃
腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え性。

シンピカリュウ

イスクラ心脾顆粒
60包

貧血、不眠、健忘

セイエイカリュウ

イスクラ清営顆粒
90包　9000円

便秘。便秘に伴う次 症状 緩和：頭重、 ぼせ、肌あれ、
吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醱酵、痔



第２類・第３類医薬品　8

セイカゴオウセイシンガン

星火牛黄清心丸
60丸×5

次 場合 滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃
腸虚弱、食欲不振

セイカゴシャジンキガン

精華牛車腎気丸
720丸

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減
少し、むくみがあり、ときに口渇があるも 次 諸症：下肢
痛、腰痛、しびれ、高齢者 かすみ目、かゆみ、排尿困難、
頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状 改善（肩こり、頭重、
耳鳴り）

セイカビエンガン

精華鼻淵丸
600丸

蓄 う症、鼻づまり、鼻炎

ソウリョウコギクカリュウ

イスクラ双料杞菊顆粒Ｓ
45包
45包×2

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又
多尿で、ときに手足 ほてりやロ渇があるも 次 諸

症：かすみ目、つかれ目、 ぼせ、頭重、めまい、排尿困難、
頻尿、むくみ、視力低下

　　　　
　　

ソウリョウサンジョウガン

イスクラ双料参茸丸
6丸

次 場合 滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病後 体力低
下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

タイツウナンコウ

タイツコウ軟膏
21g

切り傷、かゆみ、虫刺され、軽いとこずれ、やけど

チュウヤクコギクジオウガン

中薬杞菊地黄丸
360丸
720丸 
3120丸

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又
多尿で、ときに手足 ほてりや口渇があるも 次 諸

症：かすみ目、つかれ目、 ぼせ、頭重、めまい、排尿困難、
頻尿、むくみ、視力低下

チョウチョウカリュウ

イスクラ頂調顆粒
45包

体力に関わらず使用でき、頭痛があるも 次 諸症：か
ぜ、血 道症（注）、頭痛
〈効能効果に関連する注意〉
(注)血 道症と 、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女
性 ホルモン 変動に伴って現れる精神不安やいらだちな
ど 精神神経症状および身体症状 ことである。
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テンシンカンボウヘン

イスクラ天津感冒片
72包
1080包

かぜによる ど 痛み・口( ど) 渇き・せき・頭痛

テンノウホシンタン

イスクラ天王補心丹Ｔ
360丸
720丸

体質虚弱な人 次 諸症 ：不眠、不安感、肩こり、息切れ、
動悸、口渇、便秘

ドッポカリュウ

イスクラ独歩顆粒
60包

疲れやすく、下肢が冷えやすいも 次 諸症：腰痛、関節
痛、下肢 しびれ・痛み

ハッセンガン

イスクラ八仙丸
540丸

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、
口渇があるも 次 諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者

かすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、から
ぜき

フホウトウキコウ

イスクラ婦宝当帰膠Ｂ
300ml
600ml

更年期障害による下記疾患：頭痛、肩こり、貧血、腰痛、腹
痛、めまい、 ぼせ、耳鳴り、生理不順、生理痛、冷え症

ヘイゼンカリュウ

イスクラ平喘顆粒
90包

体力虚弱で、足冷えや顔 ぼせがあり、息苦しさ あるも
次 諸症：慢性気管支炎、気管支ぜんそく

ホチュウガン

イスクラ補中丸Ｔ
450丸
900丸

虚弱体質、貧血症、夏やせ、胃弱、病中・病後 体力回復、
痔疾、脱肛、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感 あるも 又

頭痛、悪寒、発汗を伴うも 。

マキョウシガイカリュウ

麻杏止咳顆粒Ｓ
45包

気管支援、気管支喘息
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ランシュウキンキジンキガン

蘭州金匱腎気丸
720丸

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量
減少又 多尿でときに口渇があるも 次 諸症：下肢痛、
腰痛、しびれ、高齢者 かすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿
感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状 改善
（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

リョウカイラク

イスクラ涼解楽
12包
300包

かぜによる ど 痛み、口（ ど） 渇き、せき、頭痛

小
太
郎
製
薬

エンネンハンゲトウ

延年半夏湯
90包

体力中等度で、みぞおちに抵抗感があって、肩がこり、足が
冷えるも 次 諸症： 慢性胃炎、胃痛、食欲不振

オウレンゲドクトウ

黄連解毒湯
90包

体力中等度以上で、 ぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落
ち着かない傾向 あるも 次 諸症： 鼻出血、不眠症、
神経症、胃炎、二日酔、血 道症、めまい、動悸、更年期障
害、湿疹・皮膚炎、皮膚 かゆみ、口内炎 

キュウキチョウケツダイイチカゲン

芎帰調血飲第一加減
90包

体力中等度以下 も 次 諸症。ただし産後 場合 体
力に関わらず使用できる。：月経不順、産後 体力低下、血

道症

キキンレイカンボウサン

金羚感冒散
12包

かぜによる ど 痛み・口（ ど） 渇き・せき・頭痛

ゴシャクサン

五積散
90包　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

体力中度また 、やや虚弱で冷え性があるも 次
諸症：腰痛、神経痛、関節痛、頭痛、感冒、月経痛、
更年期障害、胃腸炎

サイコケイシトウ

柴胡桂枝湯
90包

体力中等度又 やや虚弱で、多く 腹痛を伴い、ときに微熱
・寒気・頭痛・ きけなど  あるも 次 諸症： 胃腸炎、
かぜ 中期から後期 症状

サイコソカントウ

柴胡疎肝湯
30包
90包

体力中等度で、胸脇部に重苦しさがあり、時に頭痛肩背がこ
わ るも 次 諸症：腹痛、側胸部痛、神経痛。
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サイレイトウ

柴苓湯
30包
90包

吐き気、食欲不振、 ど かわき、排尿が少ないなど 次
諸症：水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ

ジュウゼンダイホトウ

十全大補湯
84包

病後 体力低下、疲労倦怠、食欲不振、寝汗、手足 冷え、
貧血

ショウサイコトウ

小柴胡湯
90包

きけ、食欲不振、胃炎、胃腸虚弱、疲労感および風邪 後
期 症状

チクヨウセッコウトウ

竹葉石膏湯
90包

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱
感、強いせきこみ、口が渇くも 次 諸症：からぜき、気管
支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症

トウキインシ

当帰飲子
90包

体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するも 次
諸症：湿疹・皮膚炎（分泌物 少ないも ）、かゆみ

トウキシャクヤクサンリョウ

当帰芍薬散料
90包

体力虚弱で、冷え症で貧血 傾向があり疲労しやすく、とき
に下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴え
るも 次 諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障
害、産前産後あるい 流産による障害（貧血、疲労倦怠、め
まい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、むくみ、耳鳴り、頭重、肩
こり、腰痛、足腰 冷え症、しみ、しもやけ

ホキケンチュウトウ

補気健中湯
90包

体力衰弱で、胃腸が弱いも 次 諸症：
腹部膨満感、むくみ

ホチュウエッキトウ

補中益気湯
90包

体力虚弱で、元気がなく、胃腸 たらきが衰えて、疲れや
すいも 次 諸症：
疲労倦怠、虚弱体質、病後・術後 衰弱、食欲不振、 あ
せ、感冒

フジンホウ

婦人宝
100ml×3本

生理不順、生理痛、冷え性、貧血、肩こり、頭痛、めまい
など。

ヨクカンサンカチンピハンゲ

抑肝散加陳皮半夏
30包
90包

体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたか
ぶり、怒りやすい、イライラなどがあるも 次 諸症：神経
症、不眠症、小児夜なき、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、
更年期障害、血 道症
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リョウケイジュツカントウ

苓桂朮甘湯
90包

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときに ぼせ
や動悸があるも 次 諸症：
めまい、立ちくらみ、耳鳴り、動悸、息切れ、頭痛、神経過
敏、神経症

三
和
製
薬

ケイシカリュウコツボレイトウ

桂枝加竜骨牡蛎湯
90包

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすい
も 次 諸症：
神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

バクモントウトウ

麦門冬湯
30包

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、
又 咽頭 乾燥感があるも 次 諸症：
からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

救
心
製
薬

カツメイサン

活命参
30包
60包

次 場合 滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃
腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

s
e
t

ニンプサンカゼショホウ

妊婦さん風邪処方

イスクラ
・板藍 ど飴　3粒
・板藍茶　2包
・響聲白龍散　6包
ウチダ
・金羚感冒散　6包

第３類医薬品

ウ
チ
ダ

よくいにん
500g いぼ、皮膚 あれ

イ
ス
ク
ラ
産
業

バクミサンカリュウ

イスクラ麦味参顆粒
30包
60包

次 場合 滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、

救
心
製
薬

フクホウレイオウサンガン

複方霊黄参丸
120丸
300丸

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振
血色不良、冷え症、発育期



そ 他　1

健康食品・栄養食品・化粧品・医薬部外品

製品名・容量・価格（税抜） 特徴

　
ウ
チ
ダ
・
健
康
食
品

ウンナンキセイ

ウチダ 雲南貴精
420粒
900粒

サルノコシカケ科 マンネンタケ”霊芝レイシ”から抽出したエ
キスと、中国雲南省 肥沃な土地から収穫された”田七人参
デンシチニンジン” 粉末を混和させ粒状に製品化したも
です。

デンシチジョウ

田七錠
0.2g×300錠

中国産 田七人参(デンシチニンジン)を原料とした健康補助
食品です。田七人参 昔から中国で最も珍重されてきた植
物で｢金不換｣ 別名を有する程貴重な物です。

プチアスリーブ
30ml x 6本

人間にとって不可欠な栄養素である鉄分を補ってくれる栄養
補給飲料です。ヘム鉄 他に植物由来 プルーン（西洋ス
モモ）エキス、サンザシエキスを配合し、お子様から女性まで
飲みやすくなっております。今まで 鉄分含有食品などと異
なり、お茶やコーヒーと飲んでも吸収が悪くなりません。北ア
ルプス剣岳 天然水を使用しております。

アスリーブ
500ml 同上

　
イ
ス
ク
ラ
産
業
・
健
康
食
品

イーパオ

イーパオ
210粒
630粒　

蟻 、人体に必要なミネラルやタンパク質などが含まれてい
ます。「イーパオ」 、食用蟻に加えハトムギ、ゴカヒなどを配
合したも です、

イリバクガ

炒麦芽
500g
3g×30包
3g×120包
　　　　　　　

炒麦芽 麦芽（発芽させた大麦）を軽く炒ってエキス状にした
も です。「炒麦芽」 、中国 伝統的な考えた方において
女性に優しいも と言われています。

エンレイタン

艶麗丹
20cap×30袋
20cap×60袋

「艶麗丹」 、哈士蟆油（ハシマユ）、西洋人参（セイヨウニン
ジン）、銀耳（ギンジ）、真珠（シンジュ）を配合したも です。

カイセイホウ

海精宝
360粒
1080粒 　　　　　　　　

海精宝 中国で 滋養にある食材として知られている魚
鰾を じめ、クコ、シャエンシなどに、南米産 マカを
加えたも です。

カツラクホウ

活楽宝
360粒

活楽宝 、フウトウカズラ、メナモミ、ボケ、ウチワドコロ、クサ
ギ 5つ 植物エキスに鮫軟骨抽出物であるコンドロイチン
とグルコサミン（えび、かに
由来）を配合したも です。

キョウセイハクリュウサン

響聲白龍散
30包

余甘子(ヨカンシ)を じめ、桔梗(キキョウ)、真珠(シンジュ)、
銀耳(ギンジ)、甘草(カンゾウ)、緑茶、ハッカ油を配合した健
康食品です。水なしで飲める発泡顆粒タイプ。余甘子 酸味
とハッカ油 清涼感で どスッキリ。ボイスケアにオススメで
す。
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キンカコクチャ

イスクラ金花黒茶
3g×25袋　　　

中国六大茶 １つである黒茶 中でも、「金花菌」を持つ安
化黒茶 ことです。金花菌 微生物発酵を促す工程におい
て、自然成長する有益菌です。湖南省安化地区を原産地と
する黒茶に金花菌が多くみられます。

クコノゲンエキ

イスクラ枸杞 原液
500ml 

イスクラ枸杞 原液 中国寧夏産 枸杞 実を絞って得ら
れた100％ストレート果汁です。ゼアキサンチンなど カロテ
ノイド系色素、ビタミン、ミネラル類、アミノ酸類、多糖類を含
有するため、欧米で 健康素材をして注目を集めています。

ゴギョウソウチャ　　　　　
五行草茶
60包
120包 　　　　　　　　　

スベリヒユ 茎 赤、葉が緑、花が黄、根が白、種子が黒い
ことから中国で 五行草とも呼 れ、健康維持 ために大切
な食材として親しまれてきました。こ スベリヒユを手軽に摂
れるようにした が「五行草茶」です。

ゴコウタン

五衡丹
300粒

五衡丹 バカス（サトウキビ 絞り糟）で培養したレイシ、ア
ガリクス 菌糸体抽出エキスに、沖縄で無農薬栽培された桑

葉とグァバ 葉を配合したも です。

ゴリョウカ

五涼華
15包

五涼華 、中国 伝統的な組み合わせを元に金銀花
（キンギンカ）、野菊花（ノギクカ）、蒲公英
（ホコウエイ）、紫花地丁（シカジチョウ）、龍葵
（リュウキ） 5つ 植物エキスを配合したも で、こ
５つ 植物エキスを使用した粉末タイプです。

ゴリョウカタブレット

五涼華タブレット
360粒

「五涼華タブレット」 、中国 伝統的な組み合わせをもとに
金銀花（キンギンカ）、野菊花（ノギクカ）、蒲公英（ホコウエ
イ）、紫花地丁（シカジチョウ）、龍葵（リュウキ） 5つ 植物
エキスを配合したも です。「五涼華タブレット」 こ 5つ
植物エキスを使用した粒タイプです。

サンソウチャ

三爽茶
60包
180包  

三爽茶 柳茶（リュウチャ）というバラ科 植物を主原料とし
たも です。柳茶 チベットで そ 枝や葉を利用し、健康
維持に役立ててきました。三爽茶 、シベリア人参柳茶に加
え、ハス 葉、スギナ、シベリア人参を配合しています。　

シコウジュ

紫煌珠
90粒　　　　　　　　　

紫煌珠 ブタプラセンタエキスに葉酸、ビタミンＢ6、ビタミン
Ｂ12、γ－トコフェロール、ＥＰＡ、ＤＨＡなど、女性 健康に必
要な栄養素をバランス良く配合した、女性 ため 健康食品
です。

シベリアニンジンチャ

シベリア人参茶
60包

シベリア人参 シベリアに自生する植物であるエレイテレコッ
ク 根です。同じウコギ科 オタネニンジンと区別するため、
欧米で シベリア人参と呼 れています。
シベリア人参茶 シベリア及び、極東産 エレウテロコックを
使用しています。
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シベリアレイシ

シベリア霊芝
90粒

「シベリア霊芝」 生きた白樺 樹液を吸って成長するキノコ
であるチャガを使っています。こ チャガ シベリアに広がる
タイガで冬場に採取されます。ロシア ノーベル賞作家であ
るソルジェニーツィン 著書《ガン病棟》に記述があります。
「シベリア霊芝」 こ 本場ロシア産 チャガを使用した粒タ
イプです。

シベリアレイシチャ

シベリア霊芝茶
60包
180包　　　　　　　　　　　　

「シベリア霊芝茶」 生きた白樺 樹液を吸って成長するキノ
コであるチャガを使っています。こ チャガ シベリアに広が
るタイガで冬場に採取されます。ロシア ノーベル賞作家で
あるソルジェニーツィン 著書《ガン病棟》に記述がありま
す。「シベリア霊芝茶」 こ 本場ロシア産 チャガを使用し
た粉末タイプです。

シャンセイヨウジン

香西洋参
60包　　　　　　　

西洋人参 別名アメリカニンジンとも呼 れるウコギ科 植
物 根です。カナダやアメリカ 森林地帯に自生し、同じウコ
ギ科 オタネニンジンと区別する意味でアメリカニンジン、西
洋人参と呼 れるようになりました。「香西洋参」 西洋人参
エキス末に特有 香りを生かすために西洋人参微粉末を加
えたも です｡

シャンロゼア

香ロゼア
30包　　　　　　　

「香ロゼア」 ベンケイソウ属 ラジオラ･ロゼア 根を使用し
ています。ラジオラ・ロゼア シベリア南部 アルタイ地方
高山に自生する植物です。名前 由来 こ 根を切ると、バ
ラ様 香気を感じたためといわれています。ロシアで そ
珍しさから「黄金 根」と呼 れ、非常に珍重されてきました｡
「香ロゼア」 特有 香りを生かすように加工しています。

ショウサンセン

晶三仙
60包　

「晶三仙」 山楂子、麦芽および植物性発酵物を原料として
います。こ ３つ 中国 伝統的な組み合わせで、食事
前後によく摂られています。「晶三仙」 山楂子 爽やかな
酸味を楽しめます。

シンサージ

心沙棘
90包
270包

沙棘（サージ） やせた土壌や高地、寒冷地等 厳しい環境
で育つ生命力 強いグミ科 植物です。「心沙棘」 沙棘
果皮や種子からとったフラボノイド類と果汁を使用していま
す。

スイカイホウ　　　　　　　
水快宝
225粒

「水快宝」 ヒルと三棱（サンリョウ）、莪朮（ガジュツ）、山楂
子（サンザシ）を原料としています。ヒル 世界 いたるとこ
ろで血を吸わせる療法がよく知られています。 中国で 、ヒ
ルに血を吸わせる療法に使うだけでなく、乾燥粉末にして飲
まれてきました。「水快宝」 ヒル 働きを補助する三つ 素
材を配合しました。

セイカキロクセン

星火亀鹿仙
30袋
60袋　　　　　　

「星火亀鹿仙」 カメ 甲羅、スッポン 甲羅、シカ 角(骨
化したも ) 動物由来 原料を煮出して濃縮液体にし、数
種類 植物エキスを加え、飲み切りタイプ アルミスティック
分包に充填しています。
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セイカケンノウタン

星火賢脳丹
120粒　　　　　

海洋由来 必須脂肪酸であるDHAとEPA、植物由来 クル
ミ油を配合したも です。

セイカセイメイタン

星火睛明丹
3粒×60包

「星火睛明丹」 、中医学理論から選定した石決明（セキケツ
メイ）、白僵蚕（ビャクキョウサン）、エビスグサ種子、酒黄精
（シュオウセイ）にマリーゴールド色素（ルテイン、ゼアキサン
チン含有）やヘマトコッカス藻色素（アスタキサンチン含有）を
配合したも です。石決明 アワビ 貝殻で古来より中医学
で使用されたも で、美しい真珠光沢をもつ で螺鈿細工や
アクセサリーにも使用されます。白僵蚕 、絹を生み出すカ
イコからできたも で古代より使用されてきました。これらを
手軽に摂れるようにソフトカプセルにしました。

セイカレシホウ

星火霊芝宝
60袋

「星火霊芝宝」 霊芝胞子を主体とし、霊芝子実体微粉末と
冬虫夏草菌糸体を原料としています。霊芝胞子 細胞壁
堅く、胞子内 成分を効率的に摂れません。「星火霊芝宝」
に使用している霊芝胞子 そ 細胞壁を破砕し、成分を摂り
やすくしています。

ソウゲツホウ

爽月宝
180cap

「爽月宝」 フランス海岸松樹皮から抽出されたポリフェノー
ルを主体とするピクノジェノールと莪朮（ガジュツ）、三棱（サ
ンリョウ）、肉桂を使用しています｡ピクノジェノール 働きを
補助する三つ 素材を配合しました。女性 方にお勧めで
す｡

デンシチニンジンチャ

田七人参茶
60包
180包 
　　　　　　　　　　　　　

田七人参 別名を三七人参（サンシチニンジン）、田三七（デ
ンサンシチ）とも呼 れるウコギ科 植物 根です。中国南
方 限られた地域でしか栽培できないため、かつて 門外
不出でした。昔 中国で 特権階級 人々しかそ 恩恵に
あずかれなかったため、金にも換えられない貴重品として「金
不換」という別名もありました。「田七人参茶」 摂りやすい田
七人参エキス末を使用しています。

デンシチニンジンツブ

田七人参粒
5粒×30袋
5粒×60袋

田七人参 別名を三七人参（サンシチニンジン）、田三七（デ
ンサンシチ）とも呼 れるウコギ科 植物 根です。中国南
方 限られた地域でしか栽培できないため、かつて 門外
不出でした。昔 中国で 特権階級 人々しかそ 恩恵に
あずかれなかったため、金にも換えられない貴重品として「金
不換」という別名もありました。「田七人参粒」 田七人参エ
キス末と田七人参末 両方を使用しています。
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ニシタン　　　　　　　　
二至丹
360粒

「二至丹」 女貞子（ジョテイシ）と旱蓮草（カンレンソウ）を使
用したも です。こ 組み合わせ 中国で 古くから二至丸
として使われています。二至丸 名前 二至 、冬至と夏至

対極 時節が由来です。つまり、陰 気が極まる冬至に
収穫する女貞子と陽 気が極まる夏至に収穫期する旱蓮草
を組み合わせることから二至丸と呼 れます。「二至丹」
陰陽バランスが良いと言われている2つ 素材を配合したも

です。

ハクカジャゼツホウ　　　　
白花蛇舌草
60包

「白花蛇舌草」 アカネ科植物 フタバムグラを使用していま
す。白い花と蛇 舌 ような形状 葉をもつため、中国で
白花蛇舌草といわれています。日本で 殆ど利用されなかっ
た植物ですが中国で 有用なも として利用されてきまし
た。「白花蛇舌草」 こ 植物を手軽に摂れるようにしたも
です。

バンランチャ　　　　　　　
板藍茶
60包
120包

「板藍茶」 アブラナ科 ホソバタイセイ 根を乾燥した板藍
根（バンランコン）を使用しています。ホソバタイセイ 南ヨー
ロッパ、西アジア原産で江戸時代に中国を経由して日本に染
料植物として伝来しました。板藍 名前 通りホソバタイセイ

葉や茎 、発酵させたも を藍染め染料として用られてい
ましたが、日本で ダデ藍 栽培 方が普及し現在で 殆
ど利用されていません。「板藍茶」 板藍根を手軽に摂れる
ようにしたも です。

バンランノドアメ　　　　　
イスクラ板藍 ど飴
12粒
80粒　　　　　

「イスクラ板藍 ど飴」 アブラナ科 ホソバタイセイ 根を
乾燥した板藍根（バンランコン）を使用しています。ホソバタイ
セイ 南ヨーロッパ、西アジア原産で江戸時代に中国を経由
して日本に染料植物として伝来しました。板藍 名前 通り
ホソバタイセイ 葉や茎 、発酵させたも を藍染め染料と
して用られていましたが、日本で ダデ藍 栽培 方が普及
し現在で 殆ど利用されていません。「イスクラ板藍 ど飴」

板藍根 エキス末を配合した ど飴です。

ヒャクジュンロ

百潤露
60包
180包

「百潤露」 ユリ 根である百合（ヒャクゴウ）、ハマボウフウ
根である北沙参（キタシャジン）、アマドコロ 根である玉

竹（ギョクチク）を使用しています。ヒャクゴウ 日本で ユリ
根として料理によく使われる食材です。また、ハマボウフウと
アマドコロ 春先 新芽を高級食材として用いられることが
知られています。中国で 百合、北沙参、玉竹を潤い 食材
としてよく使われています。「百潤露」 3つ 素材を手軽に
摂れるようにしたも です。



そ 他　6

ホンサージ
紅沙棘
120cap
360cap
24粒×12袋

沙棘（サージ） やせた土壌や高地、寒冷地等 厳しい環境
で育つ生命力 強いグミ科 植物です。「紅沙棘」 沙棘
果実からわずかしか採れないオイルを使用しています。こ
沙棘果実 オイルに 、不飽和脂肪酸やカロテノイドが含ま
れています。オイル自体 深い紅色 、β‐クリプトキサンチ
ンを主体としたカロテノイド色素が由来となっています。「紅沙
棘」 純粋な沙棘果実オイルを手軽に摂れるようにソフトカプ
セルに詰めました。

ミンハオ

ミンハオ
210粒

「ミンハオ」 琥珀（コハク）、珍珠母（チンジュモ）、短梗五加
果（タンコウゴカカ）を配合したも です。琥珀 宝飾品として

知られていますが、中国 清朝宮廷で 西太后が体を気
遣い、摂っていたという記録が残っています。珍珠母 真珠
母貝 真珠層です。短梗五加果 中国遼寧省で採れるウコ
ギ科植物 マンシュウウコギ 実です。「ミンハオ」 加工し
にくい琥珀微粉末に珍珠母と短梗五加果を加え、飲みやす
い粒タイプにした食品です。

モッケイタン

木鶏丹
5粒×15袋
5粒×30袋
600粒

「木鶏丹」 カワラタケとマンシュウグルミ 樹皮 エキスを
飲みやすい粒タイプにした食品です。清王朝を樹立した満州
族 故地、長白山麓に伝わる伝説を元に、現地 大自然
中で育ったカワラタケとマンシュウグルミを配合した食品で
す。

救
心
製
薬

キンギンカノドアメ

金銀花 ど飴
70g

中国で 昔から金銀花（スイカズラ 花）が ど等に多く用
いられてきました。 どにたいへん良いとされているハーブ

金銀花に西洋 ハーブエキスやビタミンCを加え、 どに
スーっとまろやか、リフレッシュに最適なおいしい ど飴で
す。

化粧品

製品名・容量・価格（税抜） 特徴

　
イ
ス
ク
ラ
産
業
化
粧
品

スイカロボディケア

ニュウヨクエキ　　　　　　
瑞花露ボディケア入浴液
300ml　

「瑞花露ボディケア入浴液」 デリケートなお肌をやさしく守
り、うるおいを補う入浴液です。ワレモコウ、チョウジ、サン
ショウ、オウバク、カワラヨモギ、クララ 植物エキスを配合し
ています。入浴しながらお肌に必要な“うるおい”を補います。
やわらかな乳白色 お湯が、お肌をすみずみまでいたわり、
ティーツリー 穏やかな香りが、森林浴をしているようなリ
ラックス効果をもたらし、体と心を解きほぐします。
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イ
ス
ク
ラ
産
業
化
粧
品

セ・サージクリーム　　　　
セ・サージクリーム
40g　　　　　

「セ・サージ」 植物エキスを配合した保湿クリームです。
サージ ｢生命 果実｣と呼 れ、中国で 古くから健康食
品として親しまれてきました。こ 天然成分を中心に、植物エ
キスを配合した が、｢セ・サージ｣です。 皮膚にうるおいを与
える沙棘、肌に りとツヤを与えるエゾウコギ、皮膚 角質
層にある保湿成分と類似した真珠抽出タンパク質コンキオリ
ン 他、サンザシ、ソウハクヒ、チャヨウなど 植物エキス
が、みずみずしい素肌づくりをサポート。加齢による皮膚 た
るみやシワ、冷暖房や気候 変化による乾燥、紫外線によ
るシミやニキビ痕 色素沈着など スキントラブルでお悩み

方に、ぜひお試しいただきたいモイスチャークリームです。

医薬部外品・栄養補助食品

製品名・容量・価格（税抜） 特徴

　
イ
ス
ク
ラ
産
業
・
医
薬
部
外
品

スイカロヤクヨウスキンケアスプレー

瑞花露薬用スキンケアスプ
レー
50ml　　　

「瑞花露薬用スキンケアスプレー」 荒れたお肌にミスト ケ
アでやさしいうるおいを与える低刺激 スキンケアスプレー
です。ユーカリ、ヨモギ、チョウジ、オウバクなど 植物エキス
を配合しています。肌荒れを防ぎ、皮膚をすこやかに保ち、
日焼け・雪焼け後 ほてりを防ぎ、皮膚にうるおいを与えま
す。「瑞花露薬用スキンケアスプレー」 、ノンガスタイプ ス
プレーです。手軽で簡単、持ち運びにも便利です。弱酸性、
無香料、無着色。 
ノーマルスキンからデリケートなドライスキン 方までお使い
いただけます。 

スイカロヤクヨウソープ

瑞花露薬用ソープ
300ml

「瑞花露薬用ソープ」 お肌をいたわり、みずみずしく洗い上
げる、薬用液体せっけんです。天然由来 グリチルリチン酸
ジカリウム、アラントインが肌荒れを防ぎます。クララ、シコ
ン、ワレモコウ、オトギリソウ 植物成分がお肌を整えます。
ニンジン、トウキ 植物エキスがお肌にうるおいを与え、すこ
やかに保ちます。植物性セラミド、ヒアルロン酸が植物 力を
高めます。
低刺激性植物由来 せっけん素地を使用しています で、
洗顔だけで なく、頭から足先まで全身にお使いいただけま
す。
弱酸性、無香料、無着色。 
ノーマルスキンからデリケートなドライスキン 方まで幅広く
お使いいただける薬用ソープです。 

スイカロヤクヨウホシツクリーム

瑞花露薬用保湿クリーム
120g

「瑞花露薬用保湿クリーム」 お肌に“うるおい”を与え、乾燥
からお肌を守る保湿クリームです。ニンジン、トウキ、ジオウ、
ヨクイニン 植物エキスがお肌にうるおいを与え、乾燥を防
ぎます。オウゴン、シコン、ガイヨウ 植物エキスが肌荒れを
防ぎます。
弱酸性、無香料、無着色。 
ノーマルスキンからデリケートなドライスキン 方までお使い
いただけます。
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スカロヤクヨウホシツローション

瑞花露薬用保湿ローション
150ml

「瑞花露薬用保湿ローション」 お肌に“うるおい”を与え、お
肌を“すこやか”に保つ保湿ローションです。天然由来 有効
成分グリチルリチン酸ジカリウムが肌荒れを防ぎます。クラ
ラ、シコン、カミツレ 植物エキスがお肌を整えます。ニンジ
ン、トウキ 植物エキスがお肌にうるおいを与え、すこやかに
保ちます。
弱酸性、無香料、無着色。 
ノーマルスキンからデリケートなドライスキン 方までお使い
いただけます。 

救
心
製
薬
・

栄
養
補
助
食
品

キロクレイセンコウ

亀鹿霊仙廣
30袋

体内 血や潤いを養う補陰薬『亀板』と、免疫力や自然治癒
力を養う補陽薬『鹿角』が健康維持に必要な物質やエネル
ギーをバランスよく補い、これに枸杞子、朝鮮人参を加えた
陰陽双補 パワー漲る栄養補助食品です。

渡
辺
ｵ
ｲ
ｽ
ﾀ
ｰ
・

栄
養
補
助
食
品

ワタナベオイスターゼリー

ワタナベオイスターゼリー
1包
30包
60包

現代人に不足しがちな鉄、亜鉛が含まれ、さらに必須微量元
素 セレン、クロム、コバルトなど 天然ミネラルと９種 ビタ
ミンなどがバランスよく含まれたすぐれた栄養補助食品で
す。

渡
辺
ｵ
ｲ
ｽ
ﾀ
ｰ
・

栄
養
補
助
食
品

ワタナベオイスターゼリー

ワタナベオイスター粒
180粒
300粒

現代人に不足しがちな鉄、亜鉛が含まれ、さらに必須微量元
素 セレン、クロム、コバルトなど 天然ミネラルと９種 ビタ
ミンなどがバランスよく含まれたすぐれた栄養補助食品で
す。

オ
リ
ジ
ナ
ル

メルシーベーシック

Mersea basic
妊活に必要な基本的な栄養素を揃えたうえで、特に、妊活に
おいて重要とされるビタミンDにこだわったサプリです。






