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脂肪過多症/ダイエット
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1, 扁鵲 90包
扁鵲は日本で唯一「脂肪過多症」（肥満症）の効能をも
ちます。江戸時代に日本で創られた「肥満・脳卒中」の
九味半夏湯を加減したオリジナル処方です。脂肪太り・
水太りの両タイプに対応します。
慈恵医大で尿酸値、コレステロール、血糖値、中性脂
肪、高血圧（※拡張期）に対する改善効果が証明され
ています。
（大きな副作用は認められておりません。）
特に内臓脂肪を減らすため、生活習慣病に対する効果
が期待できます。
沢瀉、猪苓、半夏、生姜⇒体内組織や胃内に停滞した
不要な水分を取り除きます。牡丹皮・芍薬⇒血液循環
を促進して同時に血液中にある脂質を取り除きます。桂
皮⇒体を温め血行を良くして牡丹皮・芍薬の働きを助け
ます。大黄⇒便通を良くし、体内の余分な毒素の排出
をはかります。
柴胡・升麻⇒気を持ち上げる作用があり、他の生薬の働
きを引き上げます。甘草⇒諸生薬の調和をはかります。

☞11種類の生薬が低下した新陳代謝を活性化し、体の
中に溜まった不要な中性脂肪・コレステロール・水分・
老廃物を体外に排出させます。

●効能・効果→脂肪過多症
●用法・用量→成人（１６歳以上）１回１包、7～15歳
１回１/2包を１日３回毎食間に水又はお湯にて服用。

税抜価格7,000円
JAN4987126206034
ケース入数20個
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2,バターコーヒースリム 14包

●お召し上がり方→本品1包（5g）を180ｃｃのお湯に
溶かしてお召し上がりください。アイスで飲む場合は、
本品1包（5g）を100ｃｃのお湯に溶かし、氷を入れて
お召し上がりください。また、牛乳や豆乳と混ぜても
おいしくいただけます。

・自宅で簡単、手軽に本格バ
ターコーヒー
・朝食（食事）置き換え、美
味しいバターコーヒーで２週
間スリムチャレンジ
・トリプル素材で（グラス
フェッドバター、MCTオイル、
食用炭)満腹なのにカラダ
すっきり

税抜価格1,480円
JAN4972991008142
ケース入数 20個



3,ココカラダアミノ酸30包

運動時のパフォーマンスアップ
に欠かせないアミノ酸を1包(5g)
中に4,200ｍg配合した顆粒サプ
リメントです。必須アミノ酸を
全種類、筋肉のエネルギー源と
もなる、BCAA(分岐鎖アミノ酸）
も1800mg配合しているので、最
後までバテにくい身体をサポー
トします。味にもこだわり、飲
み易いシトラス味に仕上げまし
た。

●お召し上がり方→1回1包を目安に、そのまま、また
は水などと一緒にお召し上がりください。

4,ココカラダHMBフルマックス4000 240粒

●お召し上がり方→1日5～10粒を目安に、水またはぬ
るま湯と一緒にお召し上がりください。

本品は、1日あたり10粒で
HMBカルシウムとして4000㎎
配合しています。※HMBとし
て3200㎎含有。アスリートの
方でも安心して飲んでいただ
けるように、英国LGCにおい
てアンチドーピング検査を実
施しています。運動時の筋
肉・筋量の増加、基礎代謝向
上、ひきしめなどをサポート
します。

税抜価格4,500円
JAN4972991008036
ケース入数30個

税抜価格3,600円
JAN4972991007640
ケース入数32個
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5,南国フルーツスムージー90g

太陽の恵みをたっぷり浴びた
「アサイー果汁」「レッドド
ラゴンフルーツ果汁」を配
合！南国フルーツスムージー
は人気のアサイーだけではな
く「82種類」の植物発酵エキ
スとプラセンタエキス末を配
合しております。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日６ｇ～９ｇを目安にお召し上
がり下さい。２００ｍｌ程度の水または牛乳等のお好きなお飲み物
と、本品６ｇ～９ｇを目安によくかき混ぜてからお召し上がり下さ
い。

6,ココカラダ 500g

●お召し上がり方→1回1包を400～500mlのお水またはお
湯などに溶かしてお飲みください。1日1～2包を目安
にお飲みください。水の量は、お好みで調整してくだ
さい。

クエン酸を中心に、アサイー、コラー
ゲン、グルコサミン、Lカルニチン、
ＢＣＡＡ、アルギニンなどのアミノ酸、
各種ビタミン、ミネラルなどをバラン
ス良く配合した粉末飲料です。水に溶
けやすく、すっぱさと甘さをバランス
良く整えた、飲みやすい味に仕上げま
した。フィットネス時の栄養補給や毎
日の健康維持におすすめです。
クエン酸だけではなく、女性にうれし
いコラーゲンやアスリートにも人気の
アサイーベリー、燃やすサポート Ｌ
カルニチン、ふしぶしサポート グル
コサミンなどバランスのいい健康飲料
に仕上げました。

税抜価格4,500円
JAN4972991007275
ケース入数10個

税抜価格1,500円
JAN4571212862084
ケース入数50個
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8,美味しい生酵素30本

●お召し上がり方→1日1包を目安に水などに溶かして
お召し上がりください。

230種類の植物発酵エキ
スが美味しいドリンクタ
イプに。1回分ずつが個
包装になっていてるので、
仕事先や旅行先などでも
手軽にお飲みいただけま
す。植物発酵エキスをサ
ポートするL－シトルリ
ンや香酢・ラオ陳酢も配
合。

税抜価格3,500円
JAN4560447831002
ケース入数24個

14

7,プレミアム生酵素 90粒

230種類の植物発酵エキスを使
用し、飲みやすいソフトカプ
セルに。健康をサポートする
ラオ陳酢や香酢、L-カルニチ
ン・CoQ10、乳酸菌（殺菌）と
サポート成分も充実。内容量
も４５日分とたっぷりお試し
いただけます。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり２
粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

税抜価格1,800円
JAN4560447830999
ケース入数100個



9,生酵素×スーパーフード90粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり3粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

今一番注目されている、スーパー
フードと植物発酵エキスが配合さ
れた商品が登場！注目のスーパー
フードはヘンプ・アサイー・マキ
ベリー・ゴジベリー・ピタヤと５
種類ものスーパーフードを凝縮。
さらにスーパーフードを超える人
気がある植物発酵エキスはなんと
２３０種類もの野菜・果物などを
醗酵せています。植物の力がカプ
セルに凝縮されています。税抜価格1,800円

JAN4560447830944
ケース入数100個
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10,生酵素×スーパーフード30本

●お召し上がり方→1日1包を目安に水などに溶
かしてお召し上がりください。

人気のスーパーフード
中から5種類”マキベ
リー””ヘンプ””ゴジベ
リー””アサイー””ピタ
ヤ”を厳選し、230種類
の植物発酵エキスと合
わせて、手軽なドリン
クタイプに。

税抜価格3,500円
JAN4560447830982
ケース入数24個



11,生酵素×ブラックジンジャー60粒

話題の植物発酵エキスを使用
した生酵素から、ダイエット
に燃える方をサポートするた
めの新商品“生酵素×ブラック
ジンジャー”。２３０種類の植
物を長期熟成発酵させた植物
発酵エキスと、ダイエットに
話題のブラックジンジャーが
あなたのダイエットをサポー
トします。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり２
粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

税抜価格1,800円
JAN4560447830883
ケース入数100個
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12,カロリセッタ×ブラックジンジャー180粒

食べたい方に、アメリカ
ファーマケム社製のダイ
エット素材「フェーズ２」
を正規使用！話題の黒しょ
うが・黒コショウを配合し、
ダイエットをサポートしま
す。燃えにくい、毎日しっ
かり食べたいかたにオスス
メです。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり6粒
～9粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりくだ
さい。

税抜価格1,680円
JAN4560447830579
ケース入数100個
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13,生酵素×麹 40粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり2粒
を目安に水などで噛まずにそのままお召上がりくださ
い。

9種類の穀物を3種類の
麹菌で発酵＋しょうが
麹＋230種類の植物発
酵エキス＋レジスタン
トプロテイン、乳酸菌
生産物質を配合し、ダ
イエットをサポートし
ます。

税抜価格1,980円
JAN4589805610059
ケース入数100個

14,ＨＭＢ2380 160粒

●お召し上がり方→1日あたり5～8粒を目安に水など
で噛まずにお召し上がりください。

トレーニングにおススメな成
分「ＨＭＢＣａ」を２３８０
ｍｇ配合した、運動する方の
ためのサプリメントです。
トレーニングをサポートする
クレアチンやカルニチン、シ
トルリンなど８種類の成分も
プラス。
毎日激しいトレーニングに頑
張る方をサポートします。

税抜価格1,800円
JAN4560447831545
ケース入数100個



15,ＨＭＢヴィーナス96粒

ただ鍛えるだけじゃない！美しい
スタイルづくりに必要な栄養を配
合
トレーニングサポート成分として
人気のＨＭＢを飲んでトレーニン
グするだけでは満足できない。美
しいスタイル作りに生かせる栄養
もとりたい女性のために、HMBに
４つの美容成分をプラスしました。
もちろん人気のBCAAも配合してい
ます。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり6粒
～8粒を目安にに水などで噛まずにそのままお召上が
りください。

税抜価格1,500円
JAN4589805610028
ケース入数100個
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美容
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17,エスワンエスレモン30包

・そのままお召し上がりいただけます。
・お湯またはぬるま湯に溶かしてもお召し上がりいただけま
す。
・1袋当たり約50ml（ｶｯﾌﾟ1/4）のお湯に溶かしたものを冷や
すとゼリーになります。
・1日2～4袋を目安にお召し上がりください。

・国産のレモン粉末が加わり、ますます美味
しくなった、そのまま食べられるパウダーコ
ラーゲン。
・高品質の『一番搾り』豚皮コラーゲンを使
用。
・自然に近い高分子コラーゲンを使用してい
るため、コラーゲン特有のゼリーができる。
・1袋中に3つのタップリ。ピーエスだけのオ
リジナル副材料が、コラーゲンの働きをサ
ポート。
①自然派コラーゲン1,000mg
②無臭ニンニクエキス（サチヴァミン複合
体）
③レモン約3.5個分のビタミンC72.8mg
・持ち運びにも便利なスティック分包タイプ。

税抜価格2,000円
JAN4997026000465
ケース入数24個
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16,ビブランシュ150粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として、１日
５カプセル程度を目安に、水などと一緒にお召
し上がりください。

本品は卵殻膜パウダーに、ナノ化したコラー
ゲン、ヒアルロン酸、卵白ペプチドを配合、
さらにレスベラトロール含有赤ワインエキス
とビタミンＣを加えました。
卵殻膜とは卵の内側にあるわずか０．０７ｍ
ｍの薄い膜で殻の内側に密着しています。主
成分は線維状のたんぱく質で１８種類のアミ
ノ酸、コラーゲン、ヒアルロン酸を含有して
いる自然界で唯一の素材です。特に特徴的な
点はシスチンの含有量が豊富なことで、シス
チンは体内でL-システインに変化しビタミン
Cと協働してメラニンの形成を抑制し、し
み・そばかすを予防する美白効果が期待でき
ます。税抜価格5,000円

JAN4972991007466
ケース入数24個



18,エス・ワン・エスＧプラス30包

・高品質の『一番搾り』豚皮コラーゲ
ンを使用。
・自然に近い高分子コラーゲンを使用
しているため、コラーゲン特有のゼ
リーができます。
・コラーゲンと共に働くグルコサミン、
コンドロイチン、ヒアルロン酸も配合。
・ピーエスだけのオリジナル副材料
（無臭ニンニクエキス（サチヴァミン
複合体）、ビタミンＣ、難消化性デキ
ストリン、オリゴ糖）が、コラーゲン
の働きをサポート。
・持ち運びにも便利なスティック分包
タイプ。

・1日に1～2袋を目安にお召し上がりください。
・お湯、コーヒー、紅茶、お茶、味噌汁、スープ他、温かい飲み物に溶いてお召し上が
りください。
・少量のお湯で溶いてからジュース等を加えて冷やすと、おいしいゼリーになります。
・その他、毎日のお料理にご利用ください。

19,エス・ワン・エスオリジナル70g

・1日に2～4袋（10～20ｇ）を目安にお召し上がりください。
・お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁、スープ等、温かい飲み物に
溶いてお召し上がりください。
・温めたジュースにしっかり溶いてから冷蔵庫で冷やすと、ゼリーに
なります。
・その他、毎日のお料理にご利用ください。

・高品質の『一番搾り』豚皮コラーゲ
ンを使用。
・自然に近い高分子コラーゲンを使用
しているため、コラーゲン特有のゼ
リーができます。
・ピーエスだけのオリジナル副材料、
無臭ニンニクエキス（サチヴァミン複
合体）をはじめ、食物繊維、オリゴ糖
などが、コラーゲンの働きをサポート。
・1週間分の分包（14袋）なので、お
試し用としては勿論、ご旅行などのお
出掛けのお供にも便利です。
・『エス・ワン・エス』は27年の販売
実績を誇るロングセラーブランドです。

税抜価格1,200円
JAN4997026000724
ケース入数30個

税抜価格4,000円
JAN4997026000472
ケース入数12個
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20,エス・ワン・エスオリジナル600g

・高品質の『一番搾り』豚皮コ
ラーゲンを使用。
・自然に近い高分子コラーゲンを
使用しているため、コラーゲン特
有のゼリーができます。
・ピーエスだけのオリジナル副材
料、無臭ニンニクエキス（サチ
ヴァミン複合体）をはじめ、食物
繊維、オリゴ糖などが、コラーゲ
ンの働きをサポート。
・『エス・ワン・エス』は27年の
販売実績を誇るロングセラーブラ
ンドです。

・1日に添付スプーン1～2杯（約10～20ｇ）を目安にお召し上がりください。
・お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁、スープ等、温かい飲み物に溶いてお召し上がりください。
・温めたジュースにしっかり溶いてから冷蔵庫で冷やすと、おいしいゼリーになります。
・お米2合に対して添付スプーン1/3のエス・ワン・エスオリジナルを入れると、光沢と甘味のあるおいしい
ご飯が炊き上がります。
・その他、毎日のお料理にご利用ください。

税抜価格7,600円
JAN4997026000700
ケース入数12個
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21,エス・ワン・エスオリジナル 300g

自然に近い高分子コ
ラーゲンを使用。30
有余年の販売実績を
誇るロングセラーブ
ランドの定番商品で
す。

●お召し上がり方→ 1日に添付スプーン1～2杯（約10
～20g）を目安に、お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味
噌汁、スープ他、温かい飲み物に溶いてお召し上がり
ください。その他、毎日のお料理にご利用ください。

税抜価格4,500円
JAN4997026000748
ケース入数 12個



22,生酵素×プラセンタ90粒

230種類の植物発酵
エキスに美容成分
プラセンタとコ
ラーゲンをたっぷ
り配合。毎日の健
康・美容をサポー
トします。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あた
り2粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がり
ください。

税抜価格1,800円
JAN4560447830937
ケース入数100個
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23,生酵素×プラセンタ30本

230種類の植物発酵
エキスに美容成分
プラセンタとコ
ラーゲンをたっぷ
り配合。毎日の健
康・美容をサポー
トします。

●お召し上がり方→1日1包を目安に水などに溶かして
お召し上がりください。

税抜価格3,500円
JAN4560447830869
ケース入数24個



24,プエラリア粒 180粒

プエラリアやワイルド
ヤム・プラセンタなど
女性に嬉しい成分を
たっぷり配合。美容に
嬉しいビタミンB6とビ
タミンEも入っている
ので、毎日の美容をサ
ポートします。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり6粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

25,サンホワイト90粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり3粒
を目安に水またはぬるま湯でお召上がり下さい。

塗る日差し対策から、飲む日差し
対策へ。注目のシダ植物由来｢ポ
リポディウムロイコトモスエキ
ス｣、白をサポートするアミノ酸
｢L-シスチン｣、美とダイエットサ
ポート、イタリア産レッドオレン
ジ抽出物｢レッドオレンジコンプ
レックス｣、更に、若々しさを応
援する｢ビタミンC｣の4種の素材が
美しく輝く貴方をサポートします。

税抜価格1,800円
JAN4560447831477
ケース入数100個

税抜価格1,980円
JAN4560447831262
ケース入数100個
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26,ゴールドリッチジャパンゼリー30本

金箔配合の美容ゼリー登
場！！誰もが知っている美容
成分を贅沢に配合し、お肌も
心もセレブ！１本に低分子コ
ラーゲン １０００㎎・プラ
センタ ３５００㎎ 配合
国産大麦若葉を配合し、無着
色にしております。
アスタキサンチン・エラスチ
ン・スッポン・燕の巣・セラ
ミド・ヒアルロン酸・シスチ
ン 配合

●お召し上がり方→1日１本を目安にお召し上がりく
ださい。

税抜価格3,600円
JAN4571212862251
ケース入数24個
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肝機能
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27

27, 肝生 90包

●効能・効果→急・慢性肝炎、肝臓肥大、胆のう炎、黄疸、肝臓
機能障害

●用法・用量→成人（１５才以上） １日３回、１回１包 毎食間に
服用します。

ＯＴＣでは希少な「肝炎」「肝臓
機能障害」の効能・効果を持つ
「小柴胡湯」とは全く異なる他社
にはないオリジナル処方です。二
日酔い、悪酔い予防では即効性
がみられます。市場でよくみられ
るウコン、シジミや肝臓水解物な
どとは異なり、肝臓のうっ血を取り
去り、肝臓の代謝機能をたかめ
ます。

税抜価格8,400円
JAN4987126201992
ケース入数20個

28,高濃度黒ウコン 264粒

沖縄県産の黒ウコンを始めク
ルクミノイドが１日あたり３
２０ｍｇと高配合！更に話題
のエイジングケア成分セサミ
ンが高含有の黒胡麻とそれら
栄養成分の体内への吸収をサ
ポートするピペリン含有の黒
胡椒エキスも配合しました！
飲む機会に、毎日の健康維持
にお役立て頂けます！

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり4粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

税抜価格2,980円
JAN4562273162503
ケース入数100個



28

29,濃縮ウコンプラス90カプセル

本品は、3粒中にクルクミンを
240mg配合した濃縮ウコンで
す。クルクミンの体内での吸
収を高めるためにバイオペリ
ン（黒胡椒抽出物）も配合。
更に豚肝臓加水分解物、Lシス
チンなどもプラスしました。
お酒を飲む方、タバコを吸う
方はもちろん、メタボ対策に
もおすすめです。

●お召し上がり方→ 1日3粒を目安に水またはぬるま湯
などでお召し上がりください。

税抜価格3,500円
JAN4972991007954
ケース入数40個



糖尿病
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30, 威徳 90包

威徳は、医療用漢方で「糖尿病」の
効能をもつ『白虎加人参湯』を加減し
てより効果があるように改良された一
般用や医療用漢方製剤にはないオリ
ジナル処方です。糖尿病の患者数は、
予備軍を含めると2,210万人ともいわ
れ、腎臓や目、神経などの障害(合併
症)に発展するだけでなく、生命にかか
わる脳卒中や心臓病の原因となる動
脈硬化の進行を早める最も怖い危険
因子の一つです。

●効能・効果→糖尿病、すい臓炎の炎症緩解
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格8,400円
JAN4987126202951
ケース入数20個

30

31,桑葉青汁おいしい緑60本

●お召し上がり方→1日2～3本を目安に、コップ1杯の水
または他の飲み物に溶かしてお召し上がり下さい。
・牛乳や豆乳、味噌汁、焼酎の水割り・お湯割りなど
にもぴったりです。

・いわゆる青汁のイメージとは異なり、
おいしくて飲みやすい細粒タイプの栄
養補助食品です。
・国産の桑葉約85％、大麦若葉約10％
の配合で、葉緑素・ビタミン・ミネラ
ル・食物繊維が豊富。
・桑葉特有成分『1-デオキシノジリマ
イシン』が糖質の吸収を抑制し、食後
の急激な血糖上昇を抑制します。
・特許製法（スチームブランチング）
によって品質が安定し、桑葉の栄養成
分をそのまま摂れます。
・体内にて胃酸などの影響を受けない
で腸まで届く有胞子乳酸菌や食物繊維
が腸内環境を整え、便通を促進します。

税抜価格4,000円
JAN4997026000304
ケース入数12個



32,新健康習慣 四健麗茶60袋

毎日のお茶から健康に
新健康習慣四健麗茶は、甘い
ものを取りすぎの方や、カロ
リーのとりすぎが気になる方
におすすめする健康茶です。
緑茶をベースに、桑、ヤーコ
ン、バナバ、グァバの5つの茶
葉をブレンド。毎日の美容と
健康を考えた新しいブレンド
で、お食事のおともにお飲み
ください。

●お召し上がり方→1袋を湯呑み一杯（約120cc）のお湯又は水に溶か

してお飲みください。また、お好みに合わせて、お湯又は水の量を加
減してください。1日2回を目安に、お食事とともにお召し上がりくだ
さい。

税抜価格4,500円
JAN4987103049258
ケース入数48個
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高血圧/動脈硬化/
心臓病
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33, 意発 90包

●効能・効果→動脈硬化、血圧降下、神経痛
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

意発は、医療用漢方で「血圧の異
常」の効能をもつ『当帰芍薬散』を改
良し効果をたかめた一般用や医療
用漢方製剤にはないオリジナル処方
です。特に「動脈硬化」は生命にかか
わる脳卒中や心臓病の原因とされ、
生活習慣病対策では重要なキー
ワードとなります。肥満ではないが、高
血圧・動脈硬化が気になるという方
に特におすすめいただきたい処方で
す。

税抜価格7,200円
JAN4987126131237
ケース入数20個

33

34, 神心 90包

神心（しんしん）は、「めまい、動
悸、鉄欠乏性貧血」の効能をもつ
鍼砂湯(しんしゃとう)を改良したオ
リジナル処方です。
心臓の衰弱からくる諸症状や貧
血に幅広く使用できます。体を温
めたり、胃腸をいたわる生薬が配
合されており長期服用も安全です。
動物生薬を配合しない安心感の
ある製剤です。

●効能・効果→心臓の衰弱、貧血症

●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格8,800円
JAN4987126041093
ケース入数20個



ストレス/不眠症
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35, 和悦 90包

●効能・効果→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のの次の諸症：神経症、不眠症、小児
夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症、歯ぎしり 注）血の
道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に
伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のこ
とである。

●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服用します。

◎和悦は、小児のひきつけ薬で知ら
れ、神経のたかぶり、ヒステリー、神
経症に汎用される「抑肝散」に陳皮と
半夏を加え、慢性化したもの、虚証に
も対応可能にした処方です。イライラ
や不眠等の神経症状から更年期障
害などの婦人科症状にも幅広く対応
する処方です。チック病や脳腫瘍、
パーキンソン病にも応用されます。

税抜価格8,400円
JAN4987126164907
ケース入数20個

35

36, 花月湯 8袋

花月湯は、気鬱を解する総司の
剤として有名な正気天香湯に建
林松鶴堂の独自の加減をしたオリ
ジナル処方です。正気天香湯は
頭冒感、または、いずれかの身体
痛のある不眠、神経症に使われ
ます。気の鬱滞は、不眠、神経症、
体の痛み、冷え、眩暈、婦人病な
ど様々な疾患の原因となります。

●効能・効果→気鬱症、神経衰弱による頭痛、眩暈、
嘔吐、寒熱、上気、身体疼痛、月経不順、冷え性、食
欲不振
●用法・用量 １袋を煎じ、成人(16才以上)１日３回
に分けて毎食間に服用します。

税抜価格5,100円
JAN4987126155455
ケース入数20個



疲労
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37, 新ハイゼリー顆粒 90包

新陳代謝を活発にし元気をつ
けるお薬です
ローヤルゼリーにビタミンEを
配合しました。
ローヤルゼリーは間脳に作用
し、自律神経とホルモンのバ
ランスを整えます。
使用上の注意をよくお読みの
上ご使用下さい。

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、病中
病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗疾患、産前産
後などの栄養補給
●用法・用量→成人（15歳以上）1回1包、１日２回食
後に服用してください。15歳未満は服用しないこと。

38, レバウルソゴールド70錠

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠
授乳期などの場合の栄養補給
●用法・用量→成人（15才以上）1回3錠、1日2回朝夕
に服用してください。

肝臓水解物・ウルソデオキシ
コール酸配合
●肝臓水解物とウルソデオキ
シコール酸が滋養強壮・胃腸
障害時の栄養補給などに効果
をあらわします。
●L－システインが体の代謝を
高めて滋養強壮に効果をあら
わします。
●飲みやすいフィルムコー
ティング錠です。

税抜価格9,332円
JAN4987103047339
ケース入数48個

税抜価格3,100円
JAN4987316033686
ケース入数100個
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39, ヘパリーゼGT 270錠

肝臓水解物を主剤に、ゴミシエキ
ス、カンゾウエキス末といった生
薬成分を配合した滋養強壮保健剤
です。
哺乳動物の新鮮な肝臓(レバー)を
消化吸収されやすいように分解し
た「肝臓水解物」などが新陳代謝
を高めるとともに、胃腸に働くカ
ンゾウエキス末やリュウタン末が、
疲れがたまっている時や胃腸の調
子が良くない時などの栄養補給、
滋養強壮に効果を発揮します。

●効能・効果→滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体
疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚
弱体質
●用法・用量→成人（１５才以上）・・・１回２錠、１日３回服
用してください。なお、１５才未満は服用しないでください。

40, コンドロイチンZS錠 450錠

●効能・効果→関節痛、神経痛、腰痛、五十肩、神経
性難聴、音響外傷性難聴、疲労回復
●用法・用量→食前または食後のいづれか
１回２錠、１日３回服用する。
※小児には服用させないでください。

ひざや腰などの関節の痛みは、関
節でクッションの役割をしている
軟骨の減少が原因の一つ。
コンドロイチンZS錠は、その軟骨
を構成する成分であるコンドロイ
チン硫酸を1日量で１５６０ｍｇ
配合した医薬品です。
※コンドロイチンは関節軟骨以外
にも全身に広く存在する物質です
が、加齢とともに減少してしまい
ます。

税抜価格7,000円
JAN4987103049241
ケース入数40個

税抜価格12,000円
JAN4987103049371
ケース入数28個
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41, MCカルシウム 110錠

MCカルシウムは、ボレイ末（吸収のよ
い天然のカキの殻を使用）を主成分と
したカルシウム剤です。
ボレイ末とは、海で採れる牡蠣（カ
キ）の貝殻を焼成してから粉末にした
もので生薬成分の1つです。
カルシウム（Ca：40.08）として、1日
量（3錠）中約700mgが含まれます。
また、カルシウムの吸収を助けるアミ
ノ酸（L-リシン塩酸塩）と胆汁酸成分
（ウルソデオキシコール酸）を配合し
ました。

●効能・効果→次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質、妊娠授乳婦の骨
歯の脆弱防止
*腺病質とは、貧血になりやすい虚弱・無力体質を指します。
●用法・用量→ ［年齢：1回量：用法］
成人（15才以上）：3錠・・・1日1回服用してください。
11才以上15才未満：2錠・・・1日1回服用してください。
5才以上11才未満：1錠・・・1日1回服用してください。
5才未満：服用しないでください。

42, ユンケル黄帝液30mlX3本

●効能・効果→滋養強壮。肉体疲労・病中病後・発熱
性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期など
の場合の栄養補給。虚弱体質。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1
日1回服用します。

●肉体疲労時、発熱性消耗性
疾患時の栄養補給に。ユンケ
ルの基本です。
●動物性生薬としてゴオウ、
シベット、ローヤルゼリー、
ハンピ、植物性生薬としてニ
ンジン、西洋サンザシ、ジオ
ウを配合しています。
●ピリッと辛い味が特長です

税抜価格2,400円
JAN4987316030272
ケース入数 40個

税抜価格2,580円
JAN4987103043485
ケース入数80個
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43, ユンケル黄帝Ｌ30mlX3本

●辛みを抑えたライ
トな味のユンケルで
す。
●マイルドな味を好
む女性やかぜをひい
ているときの栄養補
給におすすめします。

●効能・効果→滋養強壮。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。虚
弱体質。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1日1回服用
します。

44, ユンケル黄帝液ＤＣＦ30mlX3本

●効能・効果→滋養強壮。肉体疲労・病中病後・発熱性消耗
性疾患・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補
給。虚弱体質。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1日1回服
用します。

●カフェインが入っていない
ので、おやすみ前やかぜ薬を
服用する時にもお飲みいただ
けるユンケルです。〔DCF
（De-Caffeine）・・・カフェ
イン除去の意味〕
●動物性生薬として反鼻（ハ
ンピ）、シベット、ローヤル
ゼリー、植物性生薬としてニ
ンジン、ジオウ、セイヨウサ
ンザシに、各種ビタミンを配
合したユンケルです。

税抜価格2,913円
JAN4987316029641
ケース入数40個

税抜価格2,400円
JAN4987316030289
ケース入数40個
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45,ユンケル黄帝液プレミアム30mlX3本

●ハンピ、ゴオウ、シベット
などの動物性生薬、ニンジン、
ジオウ、ビャクジュツなどの
植物性生薬に各種ビタミンを
配合
したドリンクです。
●滋養強壮、肉体疲労時やか
ぜなどの発熱性消耗性疾患時
の栄養補給にすぐれた効果を
あらわします。

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄
養補給
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1日1回服用
します。

46,ファンテユンケル100mlX3本

●効能・効果→次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、
妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時。次の諸症状の緩和：
神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手
足のしびれ、便秘、眼精疲労。脚気。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（100mL)を1日1回服
用します。

●肉体疲労時、病中病後の体
力低下時のビタミンB1補給に
おすすめの1本100mLのドリ
ンク剤です。
●神経痛・筋肉痛・関節痛の

症状の緩和や、パソコンや
OA機器などによる目の疲れ
にもおすすめです。
●カフェインが入っていませ
ん。

税抜価格450円
JAN4987316022277
ケース入数40個

税抜価格3,000円
JAN4987316032092
ケース入数40個
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47, 新ヘルサンソフトＢ1本

新陳代謝を促進し、疲れを
とるローヤルゼリーに滋養
強壮成分であるイカリソウ
流エキスを加え、さらにア
ミノ酸のリシン塩酸塩と、
不足しがちなビタミン類を
配合した栄養保健剤です。

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前
産後などの場合の栄養補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服
用する。

48,新ヘルサンソフトB 10本

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前
産後などの場合の栄養補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服
用する。

新陳代謝を促進し、疲
れをとるローヤルゼ
リーに滋養強壮成分で
あるイカリソウ流エキ
スを加え、さらにアミ
ノ酸のリシン塩酸塩と、
不足しがちなビタミン
類を配合した栄養保健
剤です。

税抜価格200円
JAN4987103036012
ケース入数50個

税抜価格2,000円
JAN4987103036029
ケース入数5個
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49,新ヘルサンソフトB 50本

新陳代謝を促進し、疲れをと
るローヤルゼリーに滋養強壮
成分であるイカリソウ流エキ
スを加え、さらにアミノ酸の
リシン塩酸塩と、不足しがち
なビタミン類を配合した栄養
保健剤です。

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前
産後などの場合の栄養補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服
用する。

50,新ヘルサンソフトＢフレッシュ50ｍｌ

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養
補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服用する。

1本１kcalにカロリーを抑えた
新しい切り口の栄養保健剤で
す。通常一本あたり60～
80kcalもある栄養ドリンクを
飲みたくても飲めない、カロ
リーを気にする方々に朗報で
す。疲れてるけどカロリーが
気になる、糖尿病などの生活
習慣病で血糖値が気になる方
におすすめです♪

税抜価格10,000円
JAN4987103036036
ケース入数50本

税抜価格200円
JAN4987103043126
ケース入数50個
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51,新ヘルサンソフトＢフレッシュ10本

1本１kcalにカロリーを抑えた
新しい切り口の栄養保健剤で
す。通常一本あたり60～80kcal
もある栄養ドリンクを飲みた
くても飲めない、カロリーを
気にする方々に朗報です。疲
れてるけどカロリーが気にな
る、糖尿病などの生活習慣病
で血糖値が気になる方におす
すめです♪

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場
合の栄養補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服用する。

52,新ヘルサンソフトＢフレッシュ50本

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前
産後などの場合の栄養補給
●用法・用量→成人(15才以上)1回1瓶(100ml)1日1回服
用する。

1本１kcalにカロリーを抑
えた新しい切り口の栄養保
健剤です。通常一本あたり
60～80kcalもある栄養ドリ
ンクを飲みたくても飲めな
い、カロリーを気にする
方々に朗報です。疲れてる
けどカロリーが気になる、
糖尿病などの生活習慣病で
血糖値が気になる方におす
すめです♪

税抜価格2,000円
JAN4987103043133
ケース入数50本

税抜価格10,000円
JAN4987103043140
ケース入数50本
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53,新ハイゼリーSN 50ml

新ハイゼリーSNは、コンド
ロイチン硫酸エステルナト
リウム、ローヤルゼリー、
ニンジン、イカリソウ、ク
コシ、ゴオウ、ジオウと
いった滋養強壮成分に加え、
ビタミンB1、B2、B６など
をバランスをよく配合した
ミニドリンク剤です。

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養
補給
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)、1日1回服用する。

54,新ハイゼリーSN 50ml×10本

●効能・効果→滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養
補給
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)、1日1回服用する。

新ハイゼリーSNは、コンドロ
イチン硫酸エステルナトリウ
ム、ローヤルゼリー、ニンジ
ン、イカリソウ、クコシ、ゴ
オウ、ジオウといった滋養強
壮成分に加え、ビタミンB1、
B2、B６などをバランスをよ
く配合したミニドリンク剤で
す。

税抜価格10,000円
JAN4987103036098
ケース入数5個

税抜価格1,000円
JAN4987103036081
ケース入数50個
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55, ヘパリーゼドリンクⅡ3本
お付き合いの機会が多かったり、偏っ
た食生活が続くと、タンパク質やビタ
ミンが不足しがちになり肝臓の機能に
も負担がかかります。ヘパリーゼドリ
ンクⅡは、肝臓や胃腸の働きを助ける
成分の肝臓水解物とジクロロ酢酸ジイ
ソプロピルアミンを主成分にコンドロ
イチン硫酸エステルナトリウムやオウ
ギ流エキス、ゴミシエキス等を配合し
た滋養強壮保健剤です・体の内側から
胃腸の働きや肉体疲労などを改善しま
す。味は飲みやすいパイン味です。

●効能・効果→滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・
肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養
補給、虚弱体質
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)、1日1回服用する。

56, ヘパリーゼドリンクⅡ10本

●効能・効果→滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・
肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養
補給、虚弱体質
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)、1日1回服用する。

お付き合いの機会が多かったり、偏っ
た食生活が続くと、タンパク質やビタ
ミンが不足しがちになり肝臓の機能に
も負担がかかります。ヘパリーゼドリ
ンクⅡは、肝臓や胃腸の働きを助ける
成分の肝臓水解物とジクロロ酢酸ジイ
ソプロピルアミンを主成分にコンドロ
イチン硫酸エステルナトリウムやオウ
ギ流エキス、ゴミシエキス等を配合し
た滋養強壮保健剤です・体の内側から
胃腸の働きや肉体疲労などを改善しま
す。味は飲みやすいパイン味です。税抜価格4,200円

JAN4987103048466
ケース入数15個

税抜価格1,259円
JAN4987103048459
ケース入数15個
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57,ヘパリーゼＨｉプラス50ml×3本

肝臓水解物やジクロロ硫酸ジイソ
プロピルアミンなどの肝臓や胃腸
のサポート成分とコンドロイチン
硫酸エステルナトリウムに加え、
肝臓に作用するクコシ、滋養強壮
作用のあるトシシ、セイヨウサン
ザシ等を含め６つの生薬を配合し
たミニドリンク剤です。残業や付
き合いなどが多く、慢性的な疲れ
を抱えやすい現代人におすすめで
す。飲みやすい味に仕上がってい
ます。

●効能・効果→滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病
中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な
どの場合の栄養補給、虚弱体質

●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)、1日
1回服用する。

58,セピーハーブドリンク30ml×3本

●効能・効果→発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食
欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補給，滋養強
壮，虚弱体質
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(30ml)1日2回服用する。

風邪などで熱があって体がだ
るい時や、食欲がない時など
に現るだるさや疲れに甘草・
コウジン、ショウキョウの３
つの生薬成分、タウリンなど
が効果を発揮します。ノンカ
フェインなので、就寝前でも
服用できます。税抜価格998円

JAN4987103044758
ケース入数20個

税抜価格1,500円
JAN4987103050018
ケース入数15個
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59,セピーハーブドリンク

風邪などで熱があって体が
だるい時や、食欲がない時
などに現るだるさや疲れに
甘草・コウジン、ショウ
キョウの３つの生薬成分、
タウリンなどが効果を発揮
します。ノンカフェインな
ので、就寝前でも服用でき
ます。

●効能・効果→発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障
害・食欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補
給，滋養強壮，虚弱体質
●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(30ml)1日2回服用す
る。

60, ポンツシン内服液50ml×2本

●効能・効果→ねむけ、倦怠感の除去

●用法・用量→成人(15歳以上)1回1瓶(50ml)を添
付のビニールストローにて服用する。

カフェインを主体にビタミ
ンB群、タウリン、ゴオウ
チンキなどを配合したねむ
け除去剤です。のど越しの
良いあっさり味で車の運転、
機械操作
、昼食後などのねむけ防止
に最適です。

税抜価格880円
JAN4987103032700
ケース入数30個

税抜価格332円
JAN4987103044727
ケース入数60個
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62,サトウＱ10ゼリー150g

●お召し上がり方→開封後はお早めにお召し上
がりください。
冷やすとより一層美味しくお飲みいただけます。

●吸収の良い水溶化コエンザ
イムQ10、ニンジンエキス、
ローヤルゼリーを配合し、元
気な生活をサポートします。
●効率よくエネルギーを生産
するα-リポ酸、L-カルニチン、
分岐鎖アミノ酸（BCAA：バリ
ン、ロイシン、イソロシン）
を配合しています。税抜価格238円

JAN4987316081755
ケース入数24個
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61,黄帝酒 280ml

●厳選された10種類の生薬と
タウリンを配合した薬用酒で
す。
●1日1～2回の服用で、疲れた
体や食欲不振、冷え症などに
効果をあらわします。
●アルコール分(14度以上15度
未満)を含み、身体の芯から温
め健康をサポートします。

●効能・効果→次の場合の滋養強壮
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
●用法・用量→大人1回10～20mL、1日1～2回服用します。
服用量は添付の目盛つき計量カップで計量します。

税抜価格3,300円
JAN4987316029597
ケース入数 24個



63,ユンケル黄帝液プレミアム 30ml

ユンケル黄帝液プレミアムは4つの疲れの原因
にバランスよく働く「プレミアムエフェクト
処方」・日々の活動による肉体疲労に・食欲
不振などからくる内臓疲労に・環境ストレス
からくる全身疲労に・病気・睡眠不足による
体力消耗に
●ハンピ、ゴオウ、シベットなどの動物性生
薬、ニンジン、ジオウ、ビャクジュツなどの
植物性生薬に各種ビタミンを配合したドリン
クです。
●滋養強壮、肉体疲労時やかぜなどの発熱性
消耗性疾患時の栄養補給にすぐれた効果をあ
らわします。

■効能・効果→滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な ど
の場合の栄養補給。
■用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1日1回服
用します。

64,ユンケル黄帝ロイヤルプレミアム 50ml

●効能・効果→滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不
振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な どの場合の栄養補
給。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1瓶（50mL）を1日1回服用します。

●ハンピ、ゴオウ、シベット
などの動物性生薬、ニンジン、
ジオウ、ビャクジュツなどの
植物性生薬に各種ビタミンを
配合
したドリンクです。
●滋養強壮、肉体疲労時やか
ぜなどの発熱性消耗性疾患時
の栄養補給にすぐれた効果を
あらわします

税抜価格1,000円
JAN4987316032184
ケース入数 120個

税抜価格1,800円
JAN4987316038483
ケース入数 80個
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65,回春散 90包

●効能・効果→次の場合の滋養強壮：胃腸虚弱、食
欲不振、肉体疲労
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

回春散は体力虚弱、胃腸虚弱に
使われる人参主剤の滋養強壮
剤 雲林潤身丸をもとに改良した
医療用漢方や他社様にはない
建林松鶴堂のオリジナル処方で
す。滋養強壮の効果を高め、現
代人に多いストレス型の疲労にも
対応します。税抜価格8,000円

JAN4987126151044
ケース入数20個

66,アダルターⅩ 100粒

体に必要なアミノ酸・ミネ
ラル・ビタミンをしっかり
配合し、さらに毎日がん
ばっている方のために、マ
カ・黒にんにく・トンカッ
トアリ・水素吸蔵サンゴカ
ルシウム・大豆ペプチドの
栄養素をプラス。合計３８
個もの素材を凝縮していま
す。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり4粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

税抜価格3,980円
JAN4562486200016
ケース入数 36個



67,燃える夜狼4粒×3袋

南米ペルーに古くから漲る活力源
として伝わるマカ、マレーシアで
は男性のパワーをサポートするこ
とで有名なハーブのトンカットア
リを中心にガラナ・マムシ・ヒハ
ツ・ニンニク・トウガラシなど世
界中の活力素材をバランスよく配
合したパワー溢れるサプリメント
です。
【こんな方におススメです】
ギラギラと熱くエネルギッシュな
毎日をお望みの方へ！
活力不足が気になる方へ！

●お召し上がり方→1日4粒を目安に水またはお湯など
と一緒にお召し上がりください。食生活は、主食、主
菜、副菜を基本に食事のバランスを。

68,蘇闘狼 2粒×3袋

●お召し上がり方→1日2粒を目安に水またはお湯などと一緒
にお召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基
本に食事のバランスを。

しっかり中身のハードカプセル
タイプの男性向けサプリメント。
夜型男性のサポートサプリが超
過激配合で登場です！
強壮系素材で知られるトンカッ
トアリエキス10000㎎＋マカエキ
ス10000㎎
さらに近年男性向けの強壮系素
材で評価の高いL－シトルリンも
追加配合しました。
W配合20000㎎の凄さを体感！！

税抜価格1,800円
JAN4571202152850
ケース入数60個

税抜価格1,000円
JAN4582249713317
ケース入数60個
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69,五大陸 180粒
・世界の大陸を代表する18種類の
最強パワー素材を厳選して作られ
た皇帝サプリメントです。
・南米大陸を代表する「マカ」、
ユーラシア大陸からは近年注目を
集める「クラチャイダム」、その
他にも北米大陸・オーストラリア
大陸・アフリカ大陸からパワーの
源として古くから愛用され続けて
きた素材を配合しました。世界の
エネルギーを集結した栄養補助食
品として活力あふれる毎日にご活
用ください。

●お召し上がり方→ 1日6粒を目安に水またはお湯など
と一緒にお召上がりください。

70, 3大マルチマカ亜鉛100粒

●お召し上がり方→ 1日４粒を目安に、かまずに
水またはお湯とともにお召し上がり下さい。

本製品は、マカ・亜鉛を中
心に健康をサポートする必
須栄養成分の内、ビタミン
を１１種、ミネラルを５種、
さらにアミノ酸を１７種配
合した４粒で栄養を効率よ
くカバーできるハイブリッ
ドサプリメントです。

税抜価格1,890円
JAN4571202151136
ケース入数48個

税抜価格5,000円
JAN4571202152713
ケース入数24個
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72,臭わない発酵黒にんにく 62カプセル

●お召し上がり方→1日2粒を目安に水でお飲みくださ
い。

青森県産福地ホワイト６片種のニ
ンニクを自己発酵させた中身が黒
い「発酵黒ニンニク」を主成分と
して、黒酢末、タイ原産「黒生姜
エキス」の3つの「黒い有効成
分」を配合。さらに、抗疲労、運
動能力向上の効果のある「イミダ
ゾールペプチド」や代謝改善によ
る抗疲労・回復効果でもっとも知
られる「ビタミンB群」をバラン
スよく配合。腸で溶けるカプセル
なので気になるにおいも安心です。税抜価格1,480円

JAN4972991007503
ケース入数 48個
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71,シトルリン濃縮マカ 90粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり3粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

マカは南米大陸の寒暖の差が激しく、
しかも極めて乾燥している厳しい自
然環境のもとで育つため、その根に
はビタミンや各種ミネラル、アミノ
酸といった健康なカラダを構成する
栄養成分がたっぷり。さらにマカの
特有成分グルコシノレートにも注目
が集まっています。2種類のマカ
（有機栽培マカ原末、マカ20倍高濃
縮エキス）を配合しました。さらに、
めぐりをサポートするアミノ酸、シ
トルリンとアルギニン、必須ミネラ
ル、亜鉛を配合。いきいきライフを
応援します。

税抜価格2,980円
JAN4560447831057
ケース入数100個
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73,長寿湯 8包

◎長壽湯は、体力虚弱者に
用いられる気虚の代表処方
「補中益気湯」を改良した医
療用漢方や他社様にはない
松鶴堂のオリジナル処方です。
補中益気湯の鎮痛鎮静、強
壮作用を強化することにより、
より酷い症状にも対応可能に
しております。

●効能・効果→病後の衰弱、眩暈、立ちぐらみ、頭痛、耳
鳴り、産後の元気回復、逆上、心身倦怠
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

税抜価格5,100円
JAN4987126161456
ケース入数 20個



歯周病
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74, アセス 160g

●3種の天然ハーブ（カミツレ、
ラタニア、ミルラ）を配合。歯
ソーノーロー、歯肉炎の原因とな
る「嫌気性菌」にすぐれた抗菌力
を発揮して、歯ぐきの出血、はれ、
口臭などをしずめます。
●研磨剤無添加。歯と歯ぐきのス
キマ（歯周ポケット）に歯石のも
とを残しません。
●口内の清浄作用にすぐれ、使用
感がさっぱりしています

●効能・効果→歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状（出血・は
れ・口臭・発赤・口のねばり・歯ぐきのむずがゆさ・
歯ぐきからのうみ）の緩和。
●用法・用量→適量（1.0g、約3cm）を歯ブラシにつ
けて、1日2回（朝・夕）歯肉をマッサージするように
磨きます。

75, アセスＬ 160g

●効能・効果→歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状（出血・
はれ・口臭・発赤・口のねばり・歯ぐきのむずがゆ
さ・歯ぐきからのうみ）の緩和。
●用法・用量→適量（1.0g、約3cm）を歯ブラシにつ
けて、1日2回（朝・夕）歯肉をマッサージするよう
に磨きます。

●ライトなミント味で女性や、初
めての方にもおすすめです。
●3種の天然ハーブ（カミツレ、
ラタニア、ミルラ）を配合。歯
ソーノーロー、歯肉炎の原因とな
る「嫌気性菌」にすぐれた抗菌力
を発揮して、歯ぐきの出血、はれ、
口臭などをしずめます。
●研磨剤無添加。歯と歯ぐきのス
キマ（歯周ポケット）に歯石のも
とを残しません。

税抜価格1,840円
JAN4987316003627
ケース入数40個

税抜価格1,840円
JAN4987316003597
ケース入数40個
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76,アセスメディクリーン 450ml

抗炎症効果の高い3種類の天然
ハーブが口腔内のすみずみまでい
きわたり、
すぐれた抗炎症効果をあらわす、
医薬品のマウスウォッシュです。
歯周病、歯ソーノーローの原因菌
ジンジバリス菌を30秒ですばやく
殺菌。
合成の殺菌剤は配合せず、3種類
の天然ハーブを主成分としている
ので低刺激です。爽快ミント味。

【効能】→歯肉炎・歯ソーノーローの諸症状(口臭・口のねばり・
歯ぐきのむずがゆさ・はれ・発赤・歯ぐきからのうみ・出血)の緩和
【用法・用量】
1日2回(朝・夕)歯肉をブラッシングした後、
本剤15mlで歯肉部分を中心に約30秒間激しく口をすすぎます。

税抜価格1,100円
JAN4987316003375
ケース入数12個
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77, マスデントケア 110g

●効能・効果→歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉炎の予防、出血を防
ぐ、口臭の防止、むし歯を防ぐ、歯を白くする、口中を浄化する、口
中を爽快にする。
●ご使用方法→適量を歯ブラシにとり、歯及び歯ぐきをブラッシング
してください。

歯周病や歯茎からの出血を防ぐ薬用ハ
ミガキです。天然由来の薬用成分グリ
チルリチン酸二カリウムが歯茎の炎症
を抑え、トラネキサム酸が出血を防ぎ
ます。ギリシャのヒオス島にのみ自生
するハーブの木からとれる樹液(マス
ティック)のエッセンシャルオイル(精
油)清浄剤として配合・歯垢形成の抑制
に働き、口中を浄化します。合成甘味
料・発泡剤・防腐剤を含まない自然派
歯磨きで、泡立ちを抑えているため歯
肉をしっかりブラッシングできます。

税抜価格2,280円
JAN4987103048725
ケース入数50個



78, アフタッチＡ 10錠

●口腔粘膜治療剤として広く
用いられているトリアムシノ
ロンアセトニドを配合してい
ます。
●患部に直接貼るだけで口内
炎治療ができる二層の貼付剤
です。

●効能・効果→口内炎（アフタ性）。
●用法・用量→成人（15才以上）1患部に1回1錠、1日
1～2回白色面を患部粘膜に付着させて用います。
小児（5才以上）1患部に1回1錠、1日1～2回白色面を
患部粘膜に付着させて用います。

税抜価格1,200円
JAN4987316004044
ケース入数300個
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79,アフタガード 5ｇ

●効能→口内炎（アフタ性）
●用法・用量→1日1～数回、適量を患部に塗布します。

●優れた抗炎症作用をもつ
トリアムシノロンアセトニ
ドを配合し、炎症やはれを
鎮め、いたい口内炎によく
効きます。
●塗った後に固まり、患部
を刺激からガードします。

税抜価格900円
JAN4987316004075
ケース入数100個



80,香るフレグランスローズ 60粒

天然の最高級ブルガリア
ローズオイルを配合したバ
ラの香りのサプリメントで
す。ローズオイルに加え、
ローズヒップオイル、月見
草油をプラスしました。人
工香料は一切使用していな
い天然100％のローズの香
りです。エチケットが気に
なる方にオススメです。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり2粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

81,香るフレグランスバニラ 60粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり2粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

あまーいバニラの香
りのデザートサプリ。
バニラフレーバーにプ
ラスして美容の代名詞
ローズヒップ油とビタ
ミンＡとビタミンＥを
配合しました。税抜価格980円

JAN4560447831163
ケース入数 100個

税抜価格980円
JAN4560447831156
ケース入数 100個
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82,香るフレグランス桜 60粒

桜香る春を感じるサプ
リメントが登場。カプ
セルの中に桜の香りを
閉じ込めました。国産
の桜の花エキスには香
りだけでなく、キレイ
をサポートする成分が
凝縮されています。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり2粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

83,香るフレグランスピーチ 60粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり2粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

可愛らしい印象を与える、
ピーチの甘く心地よい香り
のサプリメントです。
美容オイルとして使用され
る月見草油をプラスしまし
た。
職場やプライベートでのエ
チケットが気になる方にお
すすめです。税抜価格980円

JAN4560447831675
ケース入数100個

税抜価格980円
JAN4560447831170
ケース入数100個
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84, 豊心 90包

豊心は『元気を養い、回復力を高める
漢方処方『十全大補湯』に独自の加
減を施した弊社オリジナル処方です。

健胃、血行促進、消炎排膿に優れる
生薬を多数配合しており、口腔内の症
状、その予防におすすめできます。
特に疲労や加齢が原因の症状におす
すめです。服用の際、口内炎には、口
に含み軽くうがいを、歯肉炎には、
薬剤を歯茎に擦り込むとより効果的で
す。

●効能・効果→歯齦炎、口内炎、食欲不振
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126033777
ケース入数20個
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喉
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85,セピーAZうがい薬 40ml

主成分としてカミツレ草由来の消
炎成分アズレンスルホン酸ナトリ
ウム水和物(水溶性アズレン)を配
合した青紫色のうがい薬です。
水溶性アズレンが口の中やのどの
炎症を鎮め、はれを改善します。
アルコールを気にされている方に
もお使いいただけます。計量カッ
プ不要の押し出しタイプで、携帯
にも便利な小型容器になっていま
す。

●効能・効果→口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄
●用法・用量→1回本剤約10滴(約0.5ml)を水約100ml
に薄めて、1日数回うがいする。

86,セピーAZのどスプレークール25ml

●効能・効果→のどの炎症によるのどのあれ・のどの
痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎
●用法・用量→1日数回適量を患部に噴射塗布する。

セピーAZのどスプレークールは、
抗炎症作用があるハーブ生薬由来
のアズレンスルホン酸ナトリウム
水和物（水溶性アズレン）配合で、
のどの炎症による腫れや痛みを改
善します。エタノール不使用なの
でアルコールに敏感な方、お子様
にも安心しておすすめできます。
またヨード不使用なのでヨード過
敏症の方も使えます。

税抜価格1,300円
JAN4987103042990
ケース入数120個

税抜価格932円
JAN4987103045687
ケース入数120個
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88, 口紫湯 8包

●効能・効果→咽喉・口内・口唇の瘡、荒れ、腫痛
●用法・用量→ １袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

口紫湯は、口腔や咽喉の炎
症に用いられる「加味清胃
散」を改良した松鶴堂のオリ
ジナル処方です。漢方では口
腔咽喉の炎症は、胃熱が原
因と考えられており、「加味清
胃散」でこれを冷ましつつ、そ
の清熱作用により胃腸機能が
低下しないように「四君子湯」
を加えています。

税抜価格4,500円
JAN4987126197455
ケース入数20個
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87,セピートローチ24個

かぜやのどの使い過ぎなどに
よって起こるのどの炎症(あ
れ)・のどの痛みなどに効果の
ある消炎酵素剤リゾチーム塩
酸塩や、キキョウエキスを配
合したトローチ剤です。さら
に殺菌・消毒作用をもつセチ
ルピリジウム塩化水和物(ＣＰ
Ｃ)も配合され口内殺菌・口臭
の除去にみ効果があります。

●効能・効果→のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・声がれ・
のどのあれ・のどの不快感、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

●用法・用量→ 1回1個、1日5回を限度とし、口中に含み、か
まずにゆっくり溶かす。使用間隔は、2時間以上あけること。

税抜価格980円
JAN4987103031819
ケース入数200個
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89,ストナのど飴 60g

●エルダー、オオバコ、スターアニ
ス、セージ、タイム、バンランコン、
ペパーミント、ヤロウ、ユーカリ、
リンデンの合計10種の“のどに嬉し
い”ハーブエキスを配合しています。
●くせのないハンガリー産アカシア
はちみつ配合で、まろやかな甘さと
ミントのすっきりとした味わいが特
長のおいしいのど飴です。
●かぜシーズンや花粉シーズンにお
いて、のどに痛みや乾燥を感じた時、
不快感・違和感を覚えた時などにお
すすめです

●効能・効果→のどの乾燥を感じた時、のどを使
い過ぎた時、のどをすっきりさせたい時。

税抜価格368円
JAN4987316082431
ケース入数72個



咳・痰
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90,如聖 8包

◎如聖は、漢方処方：滋陰降火
湯に独自の加減を施した松鶴堂
のオリジナル処方です。滋陰降火
湯とは陰（腎)を慈しみ肝腎の火を
降ろすという意味で、津液を補うこ
とにより熱を冷まして咳・痰などを
治める処方です。体力のない人
や高齢者の乾いた咳、粘稠な切
れにくい痰を伴うような咳、気管
支炎や気管支喘息、また肺気腫
などによる咳痰におすすめです

●効能・効果→盗汗、去痰、咳嗽、心悸亢進
●用法用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回
に分けて毎食間に服用します。

91,治咳湯 8包

●効能・効果→百日咳、感冒、咳嗽
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

◎治咳湯は、体力中等度以下の咳、
痰、気管支炎などに用いられる「杏
蘇散」を改良した松鶴堂のオリジナル
処方です。杏蘇散は気と共に水が上
衝して喘咳となり、顔面浮腫を呈する
ような症状、心臓喘息、肺水腫、慢
性気管支炎などに応用されます。治
咳湯はより酷い症状、百日咳のよう
な感染症にも対応するように改良さ
れています。※「百日咳」…けいれん
性の咳発作を特徴とする急性気道
感染症。

税抜価格5,100円
JAN4987126118450
ケース入数20個

税抜価格5,100円
JAN4987126104453
ケース入数20個
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92,新トニン咳止め液 60ml

●去たん生薬（キキョウ、セ
ネガ）配合でたんのからむ咳
にすぐれた効果をあらわしま
す。
●鎮咳作用のあるソヨウを配
合して、さらに効果を高めま
した。

●効能・効果→せき、たん。
●用法・用量→大人（15歳以上）1回5mL、12～14歳1回3.3mL、
いずれも1日4回、食後及び就寝前に服用します。また、場合
により、1日6回まで服用できますが、1日5～6回服用する場
合には原則として、約4時間の間隔をおいて服用してくださ
い。※12歳未満は、服用しないでください。

税抜価格923円
JAN4987316017013
ケース入数60個
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93,養陰清肺シロップ 150ml

●効能・効果→のどの痛み、せき

●用法・用量→大人(15歳以上)1回10ml、15才未満1回
5ml1日2回、水でうすめて服用する。(添付計量カップ
使用)

中国から輸入されたのどの薬
で、生薬の水性エキスを飲み
やすくしたシロップ剤です。
のどが腫れて痛んだり、せき
や痰がからまって出ないよう
なときによく効きます。また、
のどの痛み(タバコも吸い過ぎ
や声の使い過ぎ等)にも効果的
です。税抜価格2,300円

JAN4987103046875
ケース入数32個



風邪・インフルエンザ
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94,ストナアイビージェルS 18カプセル

●のどの痛みなどのかぜの諸
症状に効果をあらわすイブプ
ロフェンや、トラネキサム酸
を配合したかぜ薬です。
●ブロムヘキシン塩酸塩がの
どにからんだたんをうすめま
す。
●のみやすいピンク色のソフ
トカプセルで、中味は液状に
つくられています。

●効能・効果→かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒（発
熱によるさむけ）、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、
頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
●用法・用量→成人（15才以上）1回2カプセル、1日3回食後
なるべく30分以内に服用します。

95,ストナプラスジェルＳ 18カプセル

●効能・効果→かぜの諸症状（せき、たん、発熱、悪寒
（発熱によるさむけ）、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、の
どの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
●用法・用量→成人（15歳以上）1回2カプセル、12～14
歳1回1カプセル、いずれも1日3回食後なるべく30分以内
に服用します。
※12歳未満は、服用しないでください。

●たんにすぐれた効果をあら
わすL-カルボシステイン、ブ
ロムヘキシン塩酸塩を配合し
たかぜ薬です。
●ノスカピンを配合し、つら
いせきをしずめます。
●のみやすいクリーム色のソ
フトカプセルで、中味は液状
につくられています。

税抜価格1,800円
JAN4987316014593
ケース入数120個

税抜価格1,600円
JAN4987316014579
ケース入数120個
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96,ストナジェルサイナス 18カプセル

●「鼻水・鼻づまり」を伴う
かぜに優れた効果を発揮しま
す。
●リボフラビン（ビタミン
B2）を配合し、かぜで傷んだ
鼻粘膜の修復を促進します。
●早く溶けてよく効く液体 in 
カプセルです。

●効能・効果→かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、
のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、
頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。
●用法・用量→大人（15歳以上）1回2カプセル、12～14歳1
回1カプセル、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用
します。
※12歳未満は、服用しないでください。

97,セピーIPかぜゴールド錠 45錠

●効能・効果→かぜの諸症状（発熱、頭痛、のどの痛み、せ
き、鼻水、鼻づまり、悪寒、くしゃみ、たん、関節の痛み、
筋肉の痛み）の緩和
●用法・用量→次の1回量を食後なるべく30分以内に服用す
る。成人（15才以上）：1回3錠/1日3回、15才未満：服用し
ないこと。

セピーIPかぜゴールド錠は、のど
の痛みや発熱に効果をあらわすイ
ブプロフェンを始め、せきの原因
となるたんを出しやすくするブロ
ムヘキシン塩酸塩、眠くなりにく
い抗ヒスタミン成分のメキタジン
などを配合した総合感冒薬です。
また、かぜに伴うのどの痛みに効
果的な成分として、粘膜の消炎修
復作用があるグリチルリチン酸も
配合しました。

税抜価格2,000円
JAN4987103045779
ケース入数140個

税抜価格1,400円
JAN4987316014722
ケース入数120個
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98,セピーIPかぜゴールド顆粒 12包

セピーIPかぜゴールド顆粒は、の
どの痛みや発熱に効果をあらわす
イブプロフェンを始め、せきの原
因となるたんを出しやすくするブ
ロムヘキシン塩酸塩、眠くなりに
くい抗ヒスタミン成分のメキタジ
ンなどを配合した総合感冒薬です。
また、かぜに伴うのどの痛みに効
果的な成分として、粘膜の消炎修
復作用があるグリチルリチン酸も
配合しました。

●効能・効果→かぜの諸症状（発熱、頭痛、のどの痛み、せき、鼻水、
鼻づまり、悪寒、くしゃみ、たん、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
●用法・用量→次の1回量を食後なるべく30分以内に服用する。成人
（15才以上）：1回1包/1日3回、15才未満：服用しないこと。

99,加味根 90包

●効能・効果→感冒、発熱、悪寒、身体の疼痛、首・肩・項
のこり
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服
用します。

加味根（かみこん）は、風邪の初
期に汎用される「葛根湯」にストレ
スに良い蘇葉（そよう）と頭痛や
痛みに効く細辛（さいしん）を加え
たオリジナル処方です。葛根湯を
服用すると胃もたれするなど、胃
弱な方にもおすすめいただけま
す。その速効性から肩こりにもご
好評いただいております。

税抜価格7,400円
JAN4987126204313 
ケース入数20個

税抜価格1,600円
JAN4987103048923
ケース入数288個
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100,加味根 10包

加味根（かみこん）は、風邪の初
期に汎用される「葛根湯」にストレ
スに良い蘇葉（そよう）と頭痛や痛
みに効く細辛（さいしん）を加えた
オリジナル処方です。葛根湯を服
用すると胃もたれするなど、胃弱
な方にもおすすめいただけます。
その速効性から肩こりにもご好評
いただいております。

●効能・効果→感冒、発熱、悪寒、身体の疼痛、首・肩・項
のこり
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服
用します。

税込定価1,440円
JAN4987126204849
ケース入数100個

101, 慈雲湯 8包

●効能・効果→胸痛、咽喉痛、頭痛、偏頭痛、感冒、
咳嗽、解熱
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回
に分けて毎食間に服用します。

◎慈雲湯は、胃腸虚弱で神経質
な人の風邪の初期に用いられる
「香蘇散」に胃炎や風邪の後期
症状に用いられる「小柴胡湯」を
合方し改良した松鶴堂のオリジナ
ル処方です。体力やや虚弱から
中等度の方の頭痛、咳、熱、咽
喉痛などの風邪の初期から後期
の幅広い症状に対応します。

税込定価5,508円
JAN4987126245453
ケース入数20個



102,妙煎 8包

◎妙煎は、古来より妊婦や虚弱者（高
齢者)の風邪に用いられる漢方処方
「参蘇飲」を改良した松鶴堂のオリジ
ナル処方です。頭痛、悪寒、咳などが
症状の一般的な風邪だけでなく、急な
発熱・悪寒を伴い肺炎への移行の恐
れもあるインフルエンザにも対応しま
す。インフルエンザといえば「麻黄湯」
が有名ですが、体質、服用時期などを
間違うと危険な場合があります。妙煎
は、幅広い体質、症状に使用できる画
期的な処方です。

●効能・効果→流行性感冒、四季の引き風邪に伴う頭痛、悪寒、
咳嗽、去痰
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分けて毎食
間に服用します。

税抜価格5,100円
JAN4987126158456
ケース入数 20個
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103,ストナメルティ小児 24錠

●効能・効果→かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、く
しゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、
関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。
●用法・用量→ 11～14才1回4錠、7～10才1回3錠、5～
6才1回2錠、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に
かむか口中で溶かして服用します。

●水なしで服用でき、口に含
むとサッと溶けるイチゴ味の
チュアブル錠なので、錠剤が
苦手なお子様でも服用しやす
くなっています。
●カフェインが入っていない
ので睡眠を妨げません。

税抜価格1,285円
JAN4987316014326
ケース入数160個



頭痛
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104, 仁壽 90包

●効能・効果→頭痛、脳溢血、顔面神経痛
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

仁壽は、手足や顔面にしびれがあっ

たり，言葉がもつれる等いわゆる「脳
卒中」に使用される漢方処方『続命
湯』を改良し効果をたかめた一般用
や医療用漢方製剤にはないオリジナ
ル処方です。実証タイプに適する続
命湯に独自の加減を施し、幅広い体
質・症状にも対応を可能にしておりま
す。高血圧やそれに起因する脳溢血
の予防や後遺症対策に。長期服用
も安全です。

税抜価格8,800円
JAN4987126156049
ケース入数20個
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105,リングルアイビーα200 12カプセル

●効能・効果→頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰
痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛
の鎮痛・悪寒・発熱時の解熱
●用法・用量→成人（15歳以上）1回1カプセル、1日2回を限度とします。（ただ
し、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます）1回服用量をなるべく
空腹時をさけて服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。※15歳未満
は、服用しないでください。

つらい頭痛・生理痛・発熱に
速く効く
●OTC医薬品最大量1回イブプ
ロフェン200mgを1日3回まで
服用できます。（1日最大量
600mg）
●有効成分のイブプロフェン
が、液状に溶けています。
●眠くなる成分が入っていな
いので、仕事中や運転される
方にもおすすめです。

税抜価格1,280円
JAN4987316032900
ケース入数140個



106,バイエルアスピリン 10錠

●効能→頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・月経痛（生理痛）・咽
喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打
撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解
熱
●用法・用量→成人（15才以上）1回1錠、1日3回を限度とし、
なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は４時
間以上おいてください。。

●アスピリンはドイツ・バイ
エル社が開発し、現在80ヶ国
以上で販売されています。
●バイエルアスピリンは微少
で均一な結晶が使用されてい
ます。
●眠くなる成分は入っていま
せん。

税抜価格480円
JAN4987316024028
ケース入数300個
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乗り物酔い
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107,エアミットサットF 6錠

●水なしで口に含むと約10～
15秒でサッと溶けるフルーツ
ミント味の錠剤です。
●持続的に酔い止め効果をあ
らわす塩酸メクリジン、乗り
物酔いにつながる緊張感を和
らげるアリルイソプロピルア
セチル尿素を配合しています。
●5才のお子様から大人までの
めます

●効能→乗り物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防及び緩和。
●用法・用量→11才以上1回2錠、5～10才1回1錠、いずれも乗り物酔
いの予防には乗車船30分から1時間前にかむか、口中で溶かして服用
します。なお、症状発現時に追加服用する場合には、同量を4時間以
上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回を限度とし
てください。

税抜価格680円
JAN4987316005720
ケース入数400個
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目薬
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108, ノアール12EX 15ml
●一般用眼科用薬承認基準最
大数の12種類の有効成分が
入った目薬です。
●目の使いすぎによる眼疲労
の回復などに効果をあらわし
ます。
●さわやかなさしごこちの、
オレンジ色の澄明な目薬です。

●効能・効果→目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、
ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線に
よる眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハード
コンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、
目のかすみ（目やにの多いときなど）
●用法・用量→1日3～6回、1回1～3滴点眼します。

109, ビュークリアクール 10ml

●効能・効果→目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎（雪目な
ど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかゆみ、
目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコン
タクトレンズを装着しているときの不快感
●用法・用量→1回1～2滴、1日3～6回点眼する。

紫外線を浴びた瞳は、角膜にダ
メージを受けています。ビューク
リアクールには紫外線などの外的
な要因によって起こる目の炎症を
抑える硫酸亜鉛を処方しています。
スキッとしたクールな差し心地で
すが、高分子保存剤（塩化ポリド
ロニウム）を使用し瞳にやさしい
点眼薬です。一日中パソコンに向
かっていた、スポーツをしていて
紫外線を目に浴びた、スイミング
後の眼病予防等におすすめです。

税抜価格933円
JAN4987103043980
ケース入数300個

税抜価格1,400円
JAN4987316020624
ケース入数120個
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110,ビュークリアHi40 10ml

目を酷使しすぎると目が疲れたり、文
字がかすんでみえにくくなるなどの症
状があらわれることがあります。働き
盛りの方で、"目が疲れやすくなった"
とか"新聞を読むときに目がかすむ"等
の症状が出始めたら黄色信号で、目を
酷使しすぎているのかもしれません。
ビュークリアHi40は、このような目の
疲れや目のかすみ（目やにの多いとき
など）に効果を発揮する、清涼感のあ
るだいだい色の目薬です。

●効能・効果→目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎
（まぶたのただれ）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病
予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感
●用法・用量→ 1回1～2滴、1日3～6回点眼する。

111, ビュークリアロッソ 10ml

●効能・効果→目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入った
ときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、
ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目や
にの多いときなど）

●用法・用量→ 1回1～2滴、1日3～6回点眼する。

目は"心の窓"といわれるように、
目がしょぼついていたり生気がな
く疲れていては、目の美しさが半
減してしまいます。ビュークリア
ロッソは、日頃からパソコンや携
帯電話などで目を使い過ぎている
方の疲れ目や目の充血に効果を示
すピンクの目薬です。刺激を抑え
たやさしい差し心地で、目を守り
ます。瞳にやさしい高分子保存剤
を採用

税抜価格743円
JAN4987103043973
ケース入数300個

税抜価格933円
JAN4987103044581
ケース入数 個

83



112, ビュークリアビタコンタクト10ml

ソフトコンタクトレンズをしたまま点
眼できる目薬で、目の疲れの改善に有
効なビタミンB12（シアノコバラミン）
を初めて配合した目薬です。コンドロ
イチン（コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム）が角膜の乾燥を防ぎ、目
に潤いを与え、コンタクトレンズをし
ている時の目の不快な症状を鎮めます。
また、タウリンが目に栄養を補給し目
の疲れをいやします。ソフトコンタク
トレンズのほか、カラーコンタクトレ
ンズを除くすべてのコンタクトレンズ
に対応し、コンタクトレンズをしてい
ない時にもご使用いただけます。

●効能・効果→目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、
ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目
のかすみ（目やにの多いときなど）
●用法・用量→ 1回1～2滴、1日3～6回点眼する。

113, 新エーゼットAクールタイプ10ml

●効能・効果→目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳の
あと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目な
ど）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感

●用法・用量→ 1回1～2滴、1日3～6回点眼する。

新エーゼットAは、花粉症などアレル
ギー性の眼疾患や炎症性の眼疾患に効
果のあるアズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物、クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩、イプシロン-アミノカプロン酸、
充血を除去する塩酸テトラヒドロゾリ
ン、さらに角膜保護作用のあるコンド
ロイチン硫酸エステルナトリウムを配
合し、目のかゆみ、目の充血などの症
状を改善します。また、花粉症などの
不快感を軽減するために、クールタイ
プの目薬にしました税抜価格980円

JAN4987103035275
ケース入数300個

税抜価格743円
JAN4987103047148
ケース入数300個
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114, エーゼット抗菌目薬 10ml

目は常に外界からの刺激にさらさ
れており、非常に敏感に反応しま
す。エーゼット抗菌目薬は、細菌
感染によって起こるものもらい、
結膜炎などに効果があるスルファ
メトキサゾールと、炎症やかゆみ
を抑えるアズレンスルホン酸ナト
リウム水和物、クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩などを配合した目
薬です。

●効能・効果→ものもらい、結膜炎（はやり目）、眼
瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ
●用法・用量→ 1回2～3滴、1日4～6回点眼する。

税抜価格933円
JAN4987103043966
ケース入数300個

115,ノア―ル小児用 15ml

●目にやさしいさし心地でお子様
のアイケアにおすすめです。
●目のかゆみ・充血をしずめるク
ロルフェニラミンマレイン酸塩、
目の炎症を抑えるイプシロン-アミ
ノカプロン酸を配合しています。
●勉強・テレビ・ゲームなどのあ
とで目が疲れている時にお使いく
ださい。

●効能・効果→目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこり
や汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目
など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着
しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いとき
など）
●用法・用量→15才未満、1日3～6回、1回2～3滴点眼します。

税抜価格750円
JAN4987316020631
ケース入数120個
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116、エーゼットアルファ10ml

エーゼットアルファは、花粉症等によ
る炎症性・アレルギー性の眼疾患に効
果のあるアズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物、クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩に加え、抗アレルギー成分であ
るクロモグリク酸ナトリウムを配合し
た目薬です。花粉症等のアレルギーに
よる目のかゆみや炎症を効果的に鎮め
ます。さらに角膜保護作用のあるコン
ドロイチン硫酸エステルナトリウムが
大切な目を保護します。

●効能・効果→花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次
のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、
目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感
（コロコロする感じ）
●用法・用量→1回1～2滴、1日4～6回点眼する。2日間使用
しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に
相談すること。

税抜価格940円
JAN4987103042587
ケース入数300個

86

117,ルテインゼアキサンチンビルベリーシードオイル60粒

欧州産ビルベリーエキスに加え、独自
の超臨界抽出によって精製されたビル
ベリーシードオイルを配合。ビルベ
リーシードオイルはω-3脂肪酸とω-6脂
肪酸をおおよそ1：1で配合しています。
また、光による酸化ダメージから水晶
体と黄斑部を守り、ブルーライト（青
色光）を吸収すると言わわれているル
テインを配合。ルテイン20%以上ゼア
キサンチン4%以上に規格化し、ゼアキ
サンチンを高濃度に摂取することが可
能。独自の特許抽出製法により、ヒト
の健康を考えた濃度比率「5：1」に最
適化。

●お召し上がり方→水またはお湯等でお召し上がりく
ださい。

税抜価格3,500円
JAN4560447831217
ケース入数 36個



鼻炎
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118,鼻療 90包

鼻療は約100年販売されている幅広
い体質の方が服用できるように改良さ
れた他社にはないオリジナル商品で
す。｢アレルギー性鼻炎｣から｢ちくのう
症｣まで幅広い鼻症状に対応します。
甘草、麻黄、石膏を含有しませんので
小児（４歳～） 、高齢者、虚弱体質、
胃腸の弱い方、持病のある方にもす
すめしやすい処方です。すべて生薬で
眠くなったり、口が渇く成分は配合して
おりません。鼻症状を治すだけでなく、
体質改善効果があります。

●効能・効果→アレルギー性鼻炎、鼻つまり、鼻水、鼻よりく
る頭痛及び頭重、鼻腔炎、蓄膿症、肥厚性鼻炎
●用法・用量→成人(１５才以上)１日３回、１回１包 毎食間に服
用します。

税抜価格5,700円
JAN4987126001042
ケース入数20個
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119,セピー鼻炎ソフトN24カプセル

●効能・効果→急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の
諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、
のどの痛み、頭重（頭が重い）
●用法・用量→成人（15才以上）：1回1カプセル、1日3回服用する。
ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。15才未満は服用しないこと。

セピー鼻炎ソフトNは有効
成分を液状にし、ソフトカ
プセルで包んでいますので、
すばやく吸収されつらい鼻
炎症状を改善します。急性
鼻炎だけでなく主として花
粉やハウスダストが原因の
アレルギー性鼻炎なども緩
和します。

税抜価格1,580円
JAN4987103039976
ケース入数180個



120, ストナリニＳ 24錠

●効能・効果→急性又はアレルギー性鼻炎による諸症
状（くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、頭が重
い）の緩和。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1錠を1日1～2回
服用します。

●胃で溶ける外層と腸で溶け
る内核の二重構造なので、1日
1回１錠でも作用が長時間つづ
きます。
●副交感神経を遮断するダツ
ラエキス配合で鼻水がよくと
まります。
●フェニレフリン塩酸塩が鼻
粘膜のはれやうっ血をしずめ
ます。

税抜価格1880円
JAN4987316012384
ケース入数140個
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121, ストナリニＺジェル6カプセル

●1日1回1カプセルの服用で、
高い効き目が24時間持続しま
す。
●抗ヒスタミン作用だけでな
く抗アレルギー作用及び抗炎
症作用を有するので、「今つ
らい症状」と「後からくる症
状」の両方をケアします。

●効能・効果→花粉、ハウスダスト（室内塵）などによ
る次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、
鼻みず、鼻づまり
●用法・用量→成人（15歳以上）1回1カプセル、1日1回就寝
前に服用します。

税抜価格1,380円
JAN4987316014685
ケース入数180個



122,セピーAZ鼻炎スプレー30ml

アレルギー性鼻炎などの鼻づ
まり・鼻みず・くしゃみを抑
える成分に、痛み・かゆみを
抑えるリドカインを加えまし
た。メントール、カモミール
配合で刺激はひかえめですが
爽やかな清涼感となっていま
す。逆流しない定量ポンプを
採用しているので、常に清潔
な薬液を一定量噴射します。

●効能・効果→急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩
和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）
●用法・用量→成人（15才以上）及び7才以上の小児は、1回1～2度ずつ、1日1～
5回鼻腔内に噴射する。
なお、適用間隔は3時間以上おくこと。7才未満は使用しないこと。

税抜価格880円
JAN4987103043010
ケース入数120個
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123, ナザール「スプレー」30ml

●効能・効果→アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻
腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁
過多）、くしゃみ、頭重。
●用法・用量→大人（15才以上）及び7～14才1回に1
～2度ずつ、1日6回を限度として鼻腔内に噴霧してく
ださい。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

●一定量の薬液が噴霧できる
ので、最後までムダなく使え
ます。
●鼻汁が逆流しないので、衛
生的に使えます。
●指をかけるところが広く軽
く押しやすいポンプです。税抜価格1,180円

JAN4987316018775
ケース入数140個



124,ナザールＡＲ0.1％ 10ml
●アンテドラッグステロイドのベ
クロメタゾンプロピオン酸エステ
ルを医療用と同量（1噴霧中）配
合しています。
●ベクロメタゾンプロピオン酸エ
ステルの働きにより鼻腔内のうっ
血や炎症を抑え、鼻の通りをよく
します。
●一定量の薬液が噴霧できるスプ
レーです。一度スプレーした液は、
容器内に逆流しませんので衛生的
です。

●効能・効果→花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：鼻づまり、
鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ
●用法・用量→成人（18歳以上）、通常1日2回（朝・夕）、左右の鼻腔内にそれ
ぞれ1噴霧ずつ使用します。1日最大4回（8噴霧）まで使用してもかまいませんが、
使用間隔は3時間以上おいてください。
・症状が改善すれば使用回数を減らしてください。症状が再び悪化した場合は、
使用回数を増やしてもかまいません。
・1年間に3カ月を超えて使用しないでください。

125, ナシビンＭスプレー 8ml

●効能・効果→急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり
●用法・用量→下記の1回量を各鼻腔に噴霧してください。なお、適用間隔
は、10～12時間以上おいてください。連続して1週間を超えて使用しないで
ください。使用を中止した場合は2週間以上あけてください。症状が改善し
たら使用を中止してください。
［年齢：成人（15歳以上） 1回使用量：各鼻腔に2～3度ずつ 1日使用回
数：1～2回］
［年齢：15歳未満 使用しないでください］

●OTC医薬品として初めて持
続性血管収縮成分オキシメタ
ゾリン塩酸塩を配合した点鼻
薬です。
●1日1～2回の使用で持続的
に効果を発揮します。
●眠くなる成分は入っていま
せん。

税抜価格1,480円
JAN4987316019000
ケース入数240個

税抜価格1,980円
JAN4987316018744
ケース入数240個
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126,青汁一番生絞り30包

モンドセレクション3年連続
（2010,2011,2012）と2015年金
賞受賞。大分県の契約農家で
農薬や化学肥料を使わずに育
てた大麦若葉とケールに、国
産野菜７種の緑葉野菜をブレ
ンドした飲みやすい青汁です。
低温乾燥製法（約３７℃）で
野菜の栄養素をなるべく壊さ
ず、野菜本来のおいしさが味
わえます。

●お召し上がり方→１日２～３包を目安に、食事時に水（１
００ｃｃ）などに溶かしてお飲み下さい、またお好みで牛乳
やヨーグルトなどに溶かしてもおいしくいただけます。

127,ケフィア青汁30包

●お召し上がり方→本品1包（5g）を、100ｃｃ程度の
水又はぬるま湯で溶かしてご飲用下さい。またお好み
で牛乳、豆乳、ヨーグルトに混ぜても、おいしくいた
だけます。

ケフィア青汁は、8種類の乳
酸菌と酵母が一緒にとれるケ
フィアと、国産野菜を9種類
ブレンドしたお腹と健康に良
い青汁です。１杯にヨーグル
ト5個分の乳酸菌500億個を配
合しています。毎日飲み続け
らるようおいしい飲み味の青
汁です。税抜価格1,480円

JAN4972991008012
ケース入数20個

税抜価格3,900円
JAN4972991005035
ケース入数40個
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関節痛・神経痛
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128,心龍 90包

心龍は、医療用漢方で
「神経痛・関節痛・腰痛」
の効能をもつ『疎経活血
湯』をより効果がでるよう
に日本の風土に合わせ
改良した医療、一般用の
漢方製剤にはないオリジ
ナル処方です。

●効能・効果→神経痛、坐骨神経痛、関節炎、リューマチ
●用法・用量→成人（１５才以上） １日３回、１回１包 毎
食間に服用します。

129,精禍 90包

●効能・効果→腰部、腰痛、筋肉痙攣
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

「精 禍」は、腰痛や筋肉痛の特
効薬で知られる『養血湯』をより
効果がでるように改良した弊社オ
リジナル処方です。また、急な痛
み、こむらがえりで知られる『芍薬
甘草湯』の変方とも考えられ、急
性の症状にも素早く対応します。
芍薬甘草湯とは異なり、対症療
法的だけではなく、血流や筋肉の
疲労を改善することにより、腰痛、
筋肉のけいれんを根本から治し
ていきます。

税抜価格7,000円
JAN4987126205907
ケース入数20個

税抜価格7,000円
JAN4987126072172
ケース入数20個
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130,顧痛 30包

顧痛は、「肩、首、背中の凝り・
痛み」に用いられる漢方処方
「通気防風湯」をもとに改良し
た医療用漢方や他社様には
ない建林松鶴堂のオリジナル
処方です。急性から慢性化し
た首肩の痛み・凝り、四十肩・
五十肩、偏頭痛などの頭痛に
もおすすめです。

●効能・効果→肩首の凝り痛み
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。（7才～）

税込定価3,564円
JAN4987126170267
ケース入数80個
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131,晃勤湯 8包

●効能・効果→肋間神経痛、 胸痛、去痰

●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

◎晃勤湯は、古来から肋膜炎（肺の
周りの胸膜の炎症）に使用され、咳、
気管支炎、胸痛の効能を持つ「柴陥
湯」に鎮咳、去痰、排膿作用の「桔
梗」を加味した医療用・他社様には
ない松鶴堂のオリジナル処方です。
風邪の中後期の激しい咳や痰、気管
支炎、胸痛に使用できます。「肋間
神経痛」には特におすすめです。肋
間神経痛…肋骨間の神経の刺すよ
うな痛み。

税抜価格5,100円
JAN4987126196458
ケース入数 20個



132,ルミフェン 12錠

●非ステロイド系消炎鎮痛剤の
「アルミノプロフェン」を配合し
ています。
●有効成分「アルミノプロフェ
ン」は、炎症を鎮めて、関節痛や
腰痛などの痛みを抑えます。
●また、生体を守るCOX‐1よりも、
炎症によって誘導されるCOX‐2を
より多く阻害する成分のため、胃
への負担が少ないのが特長です。

●効能・効果→関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・
耳痛・神経痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ通・月経痛(生理痛)・外傷痛の
鎮痛、悪寒・発熱時の解熱
●用法・用量→症状があらわれた時、成人（15才以上）1回1錠を、なるべく空腹
時をさけて服用します。通常1日2回までとしてますが、再度症状があらわれた場
合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいてください。
15才未満は服用しないでください。

税抜価格1,480円
JAN4987316032986
ケース入数170個
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133,サロメチールジクロクールローション 50ml 

●ジクロフェナクナトリウム
を配合した鎮痛消炎ローショ
ン剤で、優れた経皮吸収性が
あります。
●広い範囲に塗布できます。
●ℓ－メントール3.0％配合に
より、清涼感を与え、痛みを
やわらげます。

●効能・効果→関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の
痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
●用法・用量→ 1日3 ～4回適量を患部に塗布します。ただし、塗布部
位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。な
お、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

税抜価格1,500円
JAN4987316093994
ケース入数40個



134,サロメチールジクロ14枚入

●効能・効果→関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の
痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻
●用法・用量→プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部
に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでくだ
さい。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

●ジクロフェナクナトリウム
を配合した鎮痛消炎テープ剤
です。
●1日1回で効きます。
●貼った部分から心地よい清
涼感が広がります。
●貼りやすい、たて・よこ伸
縮自在のテープ剤です。

税抜価格1,600 円
JAN4987316094014
ケース入数48個
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135,サロメチールジクロＬ7枚入り

●ジクロフェナクナトリウム
を配合した鎮痛消炎テープ剤
です。
●1日1回で効きます。
●貼った部分から心地よい清
涼感が広がります。
●貼りやすい、たて・よこ伸
縮自在のテープ剤です

●効能・効果→関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の痛
み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
●用法・用量→プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼って
ください。ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、
本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

税抜価格1,600円
JAN4987316094021
ケース入数36個



136,インドメサールプラス 20枚

●効能・効果→筋肉痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の
痛み）、腰痛、打撲、捻挫、肘の痛み（テニス肘等）、
肩こりに伴う肩の痛み

●用法・用量→ 1日2回を限度として患部にはる。

インドメサールプラスは、非ステ
ロイド性消炎鎮痛成分であるイン
ドメタシンをOTC貼付剤として最
大量配合したパップ剤です。抗炎
症作用を示すグリチルレチン酸と、
血行促進作用を示すビタミンEを
プラス配合しました。タテヨコに
伸びてピッタリフィットしますの
で、貼りやすくはがれにくくなっ
ています。

税抜価格2,200円
JAN4987316094021
ケース入数24個
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137,快歩 240粒

スムーズな毎日のために、話
題の5-LOXIN（ボスウェリアセ
ラータ抽出物）を1日8粒あた
り、100ｍｇ配合しました。も
ちろんグルコサミンも1650ｍ
ｇとたっぷり加え、サメ軟骨、
キャッツクロー、西洋ヤナギ、
Ⅱ型コラーゲンなど定番の素
材や、ビタミン・ミネラル・
アミノ酸もしっかりプラス。

●用法・用量→一日当たり８粒を目安に水また
はぬるま湯でかまずにお召し上がりください。

税抜価格2,980円
JAN4560447831194
ケース入数100個



138,快歩 720粒

●用法・用量→一日当たり８粒を目安に水またはぬる
ま湯でかまずにお召し上がりください。

スムーズな毎日のために、話
題の5-LOXIN（ボスウェリアセ
ラータ抽出物）を1日8粒あた
り、100ｍｇ配合しました。
もちろんグルコサミンも1650
ｍｇとたっぷり加え、サメ軟
骨、キャッツクロー、西洋ヤ
ナギ、Ⅱ型コラーゲンなど定
番の素材や、ビタミン・ミネ
ラル・アミノ酸もしっかりプ
ラス。

税抜価格6,480円
JAN4560447830739
ケース入数 24個
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139,アクティブシニアプロテイン

アクティブな毎日に必要なタ
ンパク質、栄養補給を目的に
した商品です。1包でタンパク
質約7ｇ、ビタミン11種、ミネ
ラル7種類を摂取できます。筋
肉成分として話題のHMB、エ
ネルギー補給に優れたMCT
（中鎖脂肪酸）を配合してい
ます。

●お召し上がり方→1日1包～3包を目安に100～150㏄の水や牛乳に溶
かしてお召し上がり下さい。お好みで豆乳やジュース、普段のお食事
に混ぜてもおいしくいただけます。

税抜価格1,480円
JAN4972991007916
ケース入数30個



140,非変性Ⅱ型コラーゲン60カプセル

●お召し上がり方→1日2カプセルを目安
に、水などと一緒にお召し上がりくださ
い。

非変性Ⅱ型コラーゲン(UC-Ⅱ)
を主成分に、ヒアルロン酸、
Nアセチルグルコサミン、オ
オイタドリエキス、筋骨草を
配合したサプリメントです。
非変性Ⅱ型コラーゲンは、軟
骨を構成する主要成分で、米
国でも非常に話題が多い素材
として注目されており、多く
の研究がすすめられています。
グルコサミンで満足できな
かった方にもおすすめです。

税抜価格4,500円
JAN4972991007794
ケース入数40個
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水虫
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142,バリアクトＨｉ２スプレー 20ml

●効能・効果→みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
●用法・用量→ 1日1回、適量を患部に噴霧してください。
※キャップを取り、容器の吹き出しノズルを患部に向け、頭
部を押して噴霧してください。出ない場合は数回空吹きして
ください。

テルビナフィン塩酸塩の殺真
菌作用と角質浸透性により、
1日1回の塗布で白癬菌を殺菌
します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩、
グリチルレチン酸、リドカイ
ンがみずむし、たむし等によ
る不快なかゆみ、痛みを鎮め
ます。
速乾性に優れ、患部にピンポ
イントに届く液剤です。

税抜価格1,905円
JAN4987103050636
ケース入数200個
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141,バリアクトＨｉ２クリーム15g

テルビナフィン塩酸塩の殺真
菌作用と角質浸透性により、1
日1回の塗布で白癬菌を殺菌し
ます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩、
グリチルレチン酸、リドカイ
ンがみずむし、たむし等によ
る不快なかゆみ、痛みを鎮め
ます。
べたつかず、さらっとした使
用感のクリーム剤です。

●効能・効果→みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
●用法・用量→ 1日1回、適量を患部に塗布してください。

税抜価格1,905円
JAN4987103050643
ケース入数200個



143,真澄 90包

●効能・効果→水虫による炎症・化膿、湿疹、じん麻
疹。
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

「真 澄」（十味敗毒湯)は、華
岡青洲が薬味の多い万病回
春の荊防敗毒散をもとにシン
プルに改良したとされる処方
です。化膿しやすいタイプ、ア
レルギー体質の皮膚、諸症
状にオススメの解毒作用に優
れる処方です。

税抜価格7,400円
JAN4987126030486
ケース入数20個
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皮膚炎
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144,タクトプラスローション40ml

●デキサメタゾン酢酸エ
ステル配合で虫さされな
どによるかゆみや湿疹に
効果をあらわします。

●機能的な首部分の曲
がったボトルなので、届
きにくい患部に塗布する
ことができます。

●効能・効果→湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆ
み、しもやけ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→1日数回、適量を患部に塗布します。

税抜価格933円
JAN4987316015095
ケース入数90個
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145,スラジンＡ 24錠

●効能→じんましん、湿疹、かゆみ、かぶれ。
●用法・用量→大人（15才以上）1回1錠、1日3回食後
服用します。

●OTC医薬品で初めてじん
ましん、皮膚病に効果のあ
る、漢方処方“茵蔯蒿湯”と
抗ヒスタミン剤を配合した
抗アレルギー剤です。1回1
錠の服用でじんましん、湿
疹、かゆみに効果をあらわ
します。
●携帯に便利なPTP包装で
す。

税抜価格873円
JAN4987316014043
ケース入数260個



147,プレバリンα軟膏

●効能・効果→しっしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、
かゆみ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

プレバリンα軟膏は、皮膚表面で
は高い抗炎症効果を発揮し、体内
に吸収されると低活性となるアン
テドラッグタイプのステロイド剤
です。さらにかゆみ・痛みを抑え
るリドカイン、血行を促進し治り
を早めるビタミンE、患部を殺菌
し二次感染を防ぐイソプロピルメ
チルフェノールを配合しています。
患部を保護する基材を使用してい
るので、じくじくした患部や皮膚
のバリアの壊れた患部に適してい
ます。

税抜価格1,467円
JAN4987103046349
ケース入数200個
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146, プレバリンαクール軟膏

プレバリンαクール軟膏は、皮膚表面で
は高い抗炎症効果を発揮し、体内に吸
収されると低活性となるアンテドラッ
グタイプのステロイド剤です。さらに
かゆみを抑えるリドカイン、血行を促
進し治りを早めるビタミンE、患部を殺
菌し二次感染を防ぐイソプロピルメチ
ルフェノールを配合しています。患部
を保護する基材を使用しているので、
じくじくした患部や皮膚のバリアの壊
れた患部に適しています。清涼化剤と
してl-メントールを配合したクールな使
用感の軟膏です。

●効能・効果→しっしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、
かゆみ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

税抜価格1,467円
JAN4987103047490
ケース入数200個



149, プレバリンαクリーム

●効能・効果→しっしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、
かゆみ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

プレバリンαクリームは、皮膚表
面では高い抗炎症効果を発揮し、
体内に吸収されると低活性となる
アンテドラッグタイプのステロイ
ド剤です。さらにかゆみ・痛みを
抑えるリドカイン、血行を促進し
治りを早めるビタミンE、患部を
殺菌し二次感染を防ぐイソプロピ
ルメチルフェノールを配合してい
ます。べとつかず使用感がよいの
が特長で、かさかさした患部や肥
厚した患部に適しています。

税抜価格1,467円
JAN4987103046370 
ケース入数200個
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148,プレバリンαクールクリーム

プレバリンαクールクリームは、皮膚表
面では高い抗炎症効果を発揮し、体内
に吸収されると低活性となるアンテド
ラッグタイプのステロイド剤です。さ
らにかゆみを抑えるリドカイン、血行
を促進し治りを早めるビタミンE、患部
を殺菌し二次感染を防ぐイソプロピル
メチルフェノールを配合しています。
清涼化剤としてl-メントールを配合した
クールな使用感のクリームです。

●効能・効果→しっしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、
かゆみ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

税抜価格1,467円
JAN4987103047520
ケース入数200個



150,ポリベビ―30ｇ

●おむつかぶれ、あせも、湿
疹に
●酸化亜鉛を配合した植物油
基剤です。
●ステロイド剤を配合してい
ませんので赤ちゃんから大人
まで肌の弱い人にも安心です。

●効能→おむつかぶれ、あせも、湿疹、皮膚炎、
ただれ、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、
じんま疹
●用法。用量→1日1～2回適量を患部に塗布しま
す。

税抜価格780円
JAN4987316026589
ケース入数110個
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151,ポリベビ―50g

●効能・効果→おむつかぶれ、あせも、湿疹、皮膚炎、
ただれ、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じん
ま疹。
●用法・用量→1日1～2回適量を患部に塗布します。

●酸化亜鉛を配合し
た植物油基剤です。
●ステロイド剤を配
合していませんので
赤ちゃんから大人ま
で肌の弱い人にも安
心です。

税抜価格1,200円
JAN4987316026572
ケース入数60個



153,ドルマイシン軟膏 12g

●効能・効果→外傷・火傷等の化膿予防及び治療、膿痂疹（とびひ）、
せつ、癰（よう）、疔（ちょう）、毛嚢炎、湿疹、グラム陽性・陰性
菌の単独及び混合感染による皮ふ疾患、化膿症、伝染性皮ふ炎、皮ふ
潰瘍
●用法・用量→通常1日1～3回、適量を患部に直接又はガーゼに塗布
して用いる。

ドルマイシン軟膏は、二種類の抗
生物質を配合しているので、多く
の菌に対して抗菌作用を示します。
コリスチン硫酸塩は、グラム陰性
菌、緑膿菌に有効で、バシトラシ
ンはペニシリンと近似の抗菌スペ
クトルでグラム陽性・陰性菌に有
効です。傷ややけどの化膿性皮膚
疾患、二次感染の予防および治療
に有効です。

税抜価格1,000円
JAN 49252088
ケース入数280個
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152,ドルマイコーチ軟膏 6g

ドルマイコーチ軟膏は、抗菌作用
を有する2種類の抗生物質のバシ
トラシンとフラジオマイシンを配
合、さらに痒みと炎症を抑える副
腎皮質ホルモンのヒドロコルチゾ
ンを配合しており、細菌感染症、
炎症性の両方に効果を発揮します。
かきくずし、化膿しそうな湿疹に
適しています。効能が広いので、
ご家庭に一つおいておくととても
便利な軟膏剤です。

●効能・効果→化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）
化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫
さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日1～数回、適量を患部に塗布する。

税抜価格850円
JAN4987103046943
ケース入数420個



154,ラブトッピ 30g

●効能・効果→あせも、かぶれ、かゆみ、ただれ、湿
疹、皮ふ炎、しもやけ、虫さされ、じんましん
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

ラブトッピは、（株）資生堂
との技術提携により開発した、
パウダークリームの様なさら
さらとした使用感が特長の皮
膚用薬です。デリケートな肌
のかゆみや炎症を抑え、患部
の血行をよくし、症状を改善
します。殺菌作用をもちなが
ら、低刺激性で、赤ちゃんか
らお年寄りまで使えます。

税抜価格950円
JAN4987103032151
ケース入数192個
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155,タクト虫よけ 100ml

●スプレーするだけで
蚊、ぶよなどをよせつ
けません。4～5時間お
きにお使いください。
●ベトつきがなく清涼
感のある虫よけです。

●効能・効果→蚊、ぶよ、さし蠅にさされるのを防ぎま
す。
●用法・用量→使用前によく振ってください。お肌から約
10cmはなしてスプレーしてください。腕、足などの肌の露出
している部分に4～5時間おきにスプレーしてください。顔や
首などの場合には適量を一度手のひらにスプレーしてから塗
布してください。

税抜価格855円
JAN4987316060248
ケース入数60個
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157,凌雲 90包

「防風通聖散」は、飲食物
による脂肪、毒素が体内に
貯まって起こる肥満や皮膚
病に使われます。
凌雲はこれをより皮膚病に
効くように改良した医療用
漢方や他社様にはない建
林松鶴堂のオリジナル処
方です。

税抜価格7,200円
JAN4987126014912
ケース入数20個

●効能・効果→湿疹、くさ、頭瘡、がんがさ
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

156,深量 90包

◎深量は、蕁麻疹に応用され

る葛根湯に弊社独自の加減
をしたオリジナル処方です。発
散作用の他、排膿・解毒作用
のある桜皮（オウヒ）や健胃作
用のある陳皮、肌を滋養する
兎糸子を加えて蕁麻疹に対す
る薬効をたかめ、大黄を加え
て内側からも体毒を排泄する
よう工夫しております。

●効能・効果→蕁麻疹
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126042779
ケース入数20個



159,不癢湯 8包

●効能・効果→陰部湿疹
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以
上)１日３回に分けて毎食間に服用します。

◎不癢湯は、麻疹や皮膚病
に用いられる升麻葛根湯に
弊社独自の加減をしたオリジ
ナル処方です。玄参、桂皮、
藿香、白芷、蘇葉などを加え
発散を促し、解毒作用を高め、
民間薬で腫れ物に使われる
赤目樫を加えてより湿疹に対
する効果を高めています。

税抜価格4,500円
JAN4987126408452
ケース入数20個
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158,春香 90包

漢方による皮膚病の治療は主
に原因となる毒素を皮膚や大
小便から排泄し治療しますが、
皮膚からの排泄が強すぎると
症状悪化のリスクが高まります。
春香は、このリスクを最小限に
抑えた医療用漢方や他社様
にはない建林松鶴堂のオリジ
ナル処方です。

税抜価格7,200円
JAN4987126039335
ケース入数20個

●効能・効果→ニキビ、吹き出物、上焦の瘡腫
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。
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161,アポスティ―ローション180ml

●効能・効果→かき傷、創傷面の殺菌・消毒、とび
ひ・おでき等の感染皮ふ面の消毒、きり傷、すり傷、
さし傷、靴ずれ
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布する。

アポスティローションは、（株）資生
堂と共同開発した、肌を清潔にするこ
とによって皮膚本来のバリア機能を整
えスキントラブルを解決する医薬品の
ローション剤です。マイクロエマル
ション製剤でべとつかず、さらりとし
た使用感を実現しました。殺菌成分や
荒れた肌の組織を修復する成分を配合
しているので、ニキビなど細菌に感染
した肌や、かみそり後の傷ついた肌の
ケアに最適です。また肌に優しい弱酸
性、無香料、無着色です税抜価格1,600円

JAN4987103044420
ケース入数36個

160,アポスティークリーム15g

アポスティークリームは、抗炎症、
殺菌成分、さらに肌の新陳代謝を
促すビタミンEを配合したニキビ治
療薬です。やわらかく伸びの良い、
肌に塗ると透明になるクリームタ
イプで、朝晩の洗顔後の他、メイ
ク前、外出中などいつでも使えま
す。肌にやさしい弱酸性、無香料、
無着色で、パッチテスト済みです。

●効能・効果→ニキビ、吹き出物
●用法・用量→ 1日数回、石けんなどで洗顔後、適量
を患部に塗布する。

税抜価格1,000円
JAN4987103043614
ケース入数200個



婦人科疾患
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163,光明 90包

●効能・効果→瘀血、内出血、打撲傷、足腰疼痛・痙攣・麻痺、水
腫、婦人白帯下、
月経不順、生理痛、めまい、嘔吐、足腰の冷え症、更年期障害
●用法・用量 成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服
用します。

光明は、婦人科の万能処方：五積散
(ごしゃくさん)をベースに、より日本人
の体質に合うように改良した弊社オリ
ジナルの処方です。更年期障害、月
経不順、生理痛など多くの女性が悩
む症状に幅広くおすすめできます。
また、交通事故などによるむちうち、
打撲、流産などが原因と考えられる
後遺症にも有効です。(新旧問わず）
また、足腰の冷え、夏の冷房病にも
毎年、好評の声をいただいております。

税抜価格8,000円
JAN4987126207475
ケース入数20個
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162,エンペキュア20g

●5つの有効成分がかゆ
み・かぶれにアプローチし
ます。
●デリケートな部分にも塗
りやすいクリーム剤です。
●患部にすっとなじむ溶け
やすいクリーム状だから、
下着についても白残りしに
くい。

●効能・効果→かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、じん
ましん、あせも、ただれ、虫さされ、しもやけ
※カンジダ症、トリコモナス症等の原因によるかゆみ
は本剤で治療できません。
●用法・用量→ 1日数回、適量を患部に塗布してくだ
さい。

税抜価格1,400円
JAN4987316006321
ケース入数200個
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164,喜効 90包
喜効は、通経作用のある牛膝が主薬
の漢方処方：牛膝散(ごしつさん)です。
主に『月経不順で、臍のまわりが痛ん
だり、あるいは下腹部が腰に引きつれ、
苦しさが胸脇へこみあげてくる。』よう
な時に使われます。
古血（瘀血）に対応する生薬が多数
配合されており、強い痛みを伴う月経
困難症に向く処方です。松鶴堂では、
主に子宮筋腫にこの処方を用います。

●効能・効果→比較的体力があるものの次の諸症：月経困
難、月経不順、
月経痛
●用法・用量 成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126053867
ケース入数20個

165,恵賜 90包

●効能・効果→比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、
めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、し
み、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症
●用法・用量 成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服用します。

恵賜は、古血（瘀血）の常用
処方：桂枝茯苓丸に皮膚を
清浄にする作用の薏苡仁を
加えた国内でも希少な漢方
処方です。特にシミやニキビ、
手足の荒れ、湿疹（主婦湿
疹）に効果的です。また、足
が冷え、上半身が逆上せるタ
イプの月経不順、下腹部にも
有効です。

税抜価格7,200円
JAN4987126012376
ケース入数20個
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166,涌出 90包

涌出は、婦人科の漢方処方：当
帰芍薬散の生薬を抽出したもの
(エキス）に、同成分の粉末を加え
た国内でも珍しいエキスと散の合
剤です。当帰芍薬散は、本来、
散剤ですが、これにエキス成分を
加えることにより幅広い体質の方、
月経不順、生理痛など多くの女
性が悩む症状に対応します。

●効能・効果→体力虚弱で、冷え性で貧血の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のの次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による
障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰
痛、足腰の冷え性、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126168189
ケース入数20個

167,常楽 90包

●効能・効果→冷え症、しもやけ
●用法・用量→成人(1５才以上) １
日３回、１回１包毎食間に服用します。

「常楽」は、慢性化した冷え性、
しもやけに使われる傷寒論の
『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』
をより効果がでるように改良し
た弊社オリジナル処方です。
冷房病や夏でも靴下が欠か
せない冷え性の方や健康食
品などで満足できない方にオ
ススメの医薬品です。

税抜価格7,400円
JAN4987126070833
ケース入数20個
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168,乳泉 30包

乳泉は、「乳汁欠乏症」
で知られる蒲公英湯を改
良した弊社オリジナルの
処方です。乳汁を増やす
類似処方を参考に民間
薬などを加え、リスクの高
い生薬を去り、より効果を
高めています。

●効能・効果→催 乳 剤
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回
１包毎食間に服用します。

税抜価格2,800円
JAN4987126079911
ケース入数80個

169,鎮吐 30包

●効能・効果→つわり、嘔吐、しゃっくり
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１
包毎食間に服用します。

鎮吐は、「悪心、嘔吐」に汎用される
漢方の水毒対策の基本処方二陳湯
をベースに加減し、つわり(悪阻）、
しゃっくりにも対応するように改良した
弊社オリジナルの処方です。「つわり」
は、妊娠初期に起こる「吐き気」や
「嘔吐」のことで、妊婦や胎児を守る
人間の適合機能の一つと考えられて
いるため、新薬よりも漢方など無理な
く体に働きかけるお薬が好ましいと考
えられます。

税抜価格2,800円
JAN4987126077818
ケース入数80個
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170,止血 30包

「止血」は、止血薬で知ら
れる万病回春の『犀角地
黄湯』をより効果がでるよ
うに改良した弊社オリジナ
ル処方です。実証から虚
証の方、幅広い出血に対
応できるように改良してお
ります。

●効能・効果→口内出血、歯齦出血、喀血、鼻血、
痔出血、子宮出血、月経過多症の止血
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

税抜価格2,800円
JAN4987126106327
ケース入数80個

171,流毒湯 8包

●効能・効果→乳房・顔面・四肢の腫物
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以
上)１日３回に分けて毎食間に服用します。

流毒湯は、漢方処方「十六味流気
飲」を改良し、より効果を発揮するよ
うに、また、幅広い体質の方が服用で
きるように改良したオリジナル処方で
す。十六味流気飲は、古来より気の
うっ滞により起こる乳房や四肢の腫れ
ものに使用されています。特にストレ
スの重なりがあって抑うつ気味の方の
種々の腫物に効果を発揮します。

税抜価格4,500円
JAN4987126535455 
ケース入数20個



172,プレフェミン 30錠

●効能・効果→月経前の次の諸症状（月経前症候群）の緩
和：乳房のはり、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変調
●用法・用量→成人女性（18歳以上） 1回1錠、1日1回服用
する。

プレフェミンは、日本で唯一
のPMSのための医薬品です。
プレフェミンの継続的な服用
により、精神的症状、身体的
症状の
両方において、改善される可
能性が高いことが臨床試験に
よりわかっています。税抜価格1,800円

JAN4987103048497
ケース入数240個
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173,マイラヴァーズ葉酸120粒

●お召し上がり方→1日4粒を目安に水またはお湯等で
お召し上がりください。

忙しい毎日ではなかなか十分な栄
養を取ることが難しい方に、栄養
が補える妊活サポートサプリをお
すすめします。
妊活にオススメのビタミン 葉酸
400μｇ
しっかり補給 ビタミン11種 ミ
ネラル11種
ぽかぽか成分 金時生姜
アミノ酸の宝庫 植物プラセンタ
＆香酢
スッキリをサポート 植物性乳酸
菌

税抜価格1,800円
JAN4589805610035
ケース入数100個
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174,生姜オイルカプセル120カプセル

●お召し上がり方→栄養補助食品として、1日2カプセ
ルを目安に、水やぬるま湯と一緒にお召し上がり下さ
い。

生姜中に僅かしか含まれな
い油分を抽出して得られる
天然オイルを飲みやすいよ
うソフトカプセルに詰めま
した。生姜のファイトケミ
カル（ジンゲロール、ショ
ウガオール）はオイル成分
のため効率よくとれます。

税抜価格5,000円
JAN4972991008104
ケース入数20個



泌尿器科
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175,長命丸 1000丸

疲れやすい、手足の冷え、腰・
下肢痛み、尿量の異常などいわ
ゆる腎虚（老化）によって起きた
諸症状を治す八味地黄丸。こ
れに牛膝、車前子を加え、症状
がより顕著・重症なものに用いる
のが牛車腎気丸です。長命丸
は、この牛車腎気丸を改良し、
より作用を高め、副作用のリスク
を減らしたオリジナル処方です。

●効能・効果→血色悪く疲れ易いもの又は手 足が冷えるものの次
の諸症： 下肢の痛み、腰痛、尿量の減少又は頻尿。
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回20丸毎食間に服
用します。

税抜価格8,800円
JAN4987126076941
ケース入数25個

176,腫経 90包
腫経は、(雲林五淋散)を原典とした作ら
れたエキス顆粒の製剤です。
五淋散は、
(1)急・慢性尿道炎、急・慢性膀胱炎、
腎盂炎、尿路結石の炎症などで、排尿
痛、頻尿、残尿感、濃縮尿、血尿、排
尿困難、尿閉などの症候があり、発熱、
口渇、冷たいものを飲みたがる、体の
熱感、下腹部痛、などの炎症症状をと
もなうもに用いられます。
(2)尿路系の炎症に対する第一選択の漢
方処方です。

●効能・効果→体力中等度のものの次の諸症：頻尿、
排尿痛、残尿感、尿のにごり
●用法・用量→成人(1５才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126038284
ケース入数20個
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178,壽徳湯 8包

壽徳湯は、類似処方のない
松鶴堂のオリジナル処方です。
微妙に異なる数種の利尿作
用の生薬を組み合わせ、さら
に腎炎、むくみ等に使われて
いた接骨葉、露草などの民間
薬を配合し、腎臓病、浮腫、
腎盂炎などを改善します。

税抜価格4,500円
JAN4987126250457 
ケース入数20個

●効能・効果→急性・慢性腎臓病、腎盂炎、水腫、
浮腫、利尿
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回
に分けて毎食間に服用します。

177,尿濁湯 8包

◎尿濁湯は、体力中等度以下の
方の倦怠感や泌尿器系の症状
（残尿感、頻尿、排尿痛、尿の濁
り）に汎用される「清心蓮子飲」を
改良し、より効果が出るように改
良した松鶴堂のオリジナル処方で
す。老若男女問わず使用可能（７
歳～）で、特に前立腺肥大、尿路
結石、尿の濁りにオススメです。
また、八味地黄丸などが合わな
い腎虚の方にもおすすめします。

●効能・効果→腎臓病、膀胱炎、四肢倦怠に良し
●用法・用量→ １袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

税抜価格5,100円
JAN4987126171639
ケース入数 20個



耳鳴り・めまい
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179,天祐 90包

「天祐」は、漢方の古典、傷寒論・
金匱要略に収載されている めま
い・動悸の常用処方「苓桂朮甘
湯」です。心下部の水毒が、気の
上逆とともに上部に動いて、立ちく
らみ、目眩、頭痛、のぼせ、心悸
亢進（動悸）等を起こしている状
態を治すものです。

●効能・効果→体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、
ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めま
い、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126036747
ケース入数20個

180,伶鳴(煎じ薬) 24包

「伶 鳴」は、腎を潤して
耳を通ず（耳鳴り・難聴を
治す）という万病回春の
『滋腎通耳湯』を改良し、
胃腸の弱い方も服用しや
すいよう改良した弊社オ
リジナルの処方です。

●効能・効果→耳鳴り
●用法・用量→１袋を煎じ、成人(16才以上)１日３回に分
けて毎食間に服用します。

税抜価格7,300円
JAN4987126545454
ケース入数20個
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181,耳痛 90包

「耳 痛」は急性期の中耳炎
に用いられる「葛根湯」とや
や慢性期に用いられる「小
柴胡湯」を組み合わせ改良
し、幅広い中耳炎の症状に
対応し、かつ様々な体質の
方の服用を可能にしたオリ
ジナル処方です。

●効能・効果→中耳炎
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126029237
ケース入数20個

182,灌頂 90包

「建林松鶴堂灌頂
(かんちょう)」は、
沈香天麻湯(じんこ
うてんまとう)を原
典とした作られた
エキス顆粒の製剤
です。

税抜価格7,200円
JAN4987126062425
ケース入数20個

●効能・効果→目まい、ひきつけ
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。



胃腸
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184,壮胃 90包

●効能・効果→胃酸過多、多くは腹痛をともなう胃炎
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

壮胃は、市場に多い｢安中散｣と
は異なり、抗ストレス作用に優れ
る柴胡桂枝湯をベースに鎮痛・
鎮静・制酸作用をもつ牡蠣・小茴
香を加え｢胃酸過多｣や｢痛み｣に
対する効果をたかめた弊社の独
自処方です。また、処方内の人
参は健胃作用・消炎作用に優れ
る竹節人参を使用しております。
速効性だけでなく体質改善を兼
ねた処方です。（根本治療）

税抜価格8,000円
JAN4987126203866
ケース入数20個

183,壮胃 12包

壮胃は、市場に多い｢安中散｣とは
異なり、抗ストレス作用に優れる
柴胡桂枝湯をベースに鎮痛・鎮
静・制酸作用をもつ牡蠣・小茴香
を加え｢胃酸過多｣や｢痛み｣に対
する効果をたかめた弊社の独自
処方です。また、処方内の人参は
健胃作用・消炎作用に優れる竹
節人参を使用しております。速効
性だけでなく体質改善を兼ねた処
方です。（根本治療）

●効能・効果→胃酸過多、多くは腹痛をともなう胃炎
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します。

税抜価格1,333円
JAN4987126203125
ケース入数100個
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185,四逆散 90包

●効能・効果→体力中等度以上で胸腹部に重苦しさがあり、ときに
不安、不眠などがあるものの次の諸症：胃炎、胃痛、腹痛、神経症
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服用
します。

四逆散は、胃炎から不眠・不安
などストレスが原因とされる疾患
（気滞）に常用される漢方の基本
処方です。朝日放送 『みんなの
家庭の医学』でたびたび救急搬
送されるほどのひどい便秘が、四
逆散と便秘薬との併用にて劇的
に改善されたと放映されました。

税抜価格7,200円
JAN4987126040102
ケース入数20個

186,鶴寿 90包

「建林松鶴堂鶴寿(かくじゆ)」は、半
夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)を原典と
した作られたエキス顆粒の製剤です。
半夏瀉心湯は、
(1)急・慢性胃炎、胃酸過多症、胃十二
指腸潰瘍、神経性嘔吐、消化不良症、
口内炎などで、悪心、嘔吐、上腹部の
膨満感またはつかえ、げっぷ、腹鳴、
下痢などの症候をともなうものに用い
られます。
(2)過敏性腸症候群の下痢タイプに有効
です。
(3)熱証で元気な者または食後におこり
やすいしゃっくりに用います。

●効能・効果→体力中等度でみぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食
欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢、
消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包毎食間に服用します。

税抜価格7,200円
JAN4987126051962
ケース入数20個



187, 潤勝散 90包
◎潤勝散は、希少な「胆石」「胆のう
炎」の効能をもつ一般用や医療用漢
方製剤にはないオリジナル処方です。
お酒の飲み過ぎ、ストレス・いらいら、
こってり系で油脂物が多い食生活…
現代人のライフスタイルは、東洋医学
でいう肝・胆・胃に負担をかけていま
す。小柴胡湯に良枳湯を合方し、加
減することにより、肝・胆・胃の急性期
～慢性期の症状に対応しています。
肝・胆・胃の急性期～慢性期の症状
に対応します。

●効能・効果→胆石、胆のう炎の疼痛、肝臓病、胃
腸痛、消化不良、食欲増進、腫気
●用法・用量→成人(15才以上) １日３回、１回１包
毎食間に服用します。

税抜価格8,000円
JAN4987126024225
ケース入数20個
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188,ロペラマックサット 6錠

●効能・効果→食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝
冷えによる下痢
●用法・用量→大人（15才以上）1回1錠を1日2回服
用します。また、服用間隔は4時間以上おいてくださ
い。下痢が止まれば服用しないでください。

●塩酸ロペラミド
が腸に直接作用し
て、高まった腸の
ぜん動運動を抑え、
下痢を改善します。税抜価格950円

JAN4987316034003
ケース入数280個



痔
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189,ドルマイシンＨ坐剤10個

●効能・効果→きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・か
ゆみ・はれ・出血の緩和
●用法・用量→成人（15才以上）：1回1個を肛門内に
挿入する。なお、1日3回まで使用できる。

ドルマインH坐剤は、患部の炎症
をおさえるヒドロコルチゾン酢酸
エステル、傷の治りをたすけ組織
を修復するアラントインなど7つ
の成分を配合した坐剤で、痔によ
る4つの症状、痛み・出血・は
れ・かゆみに効果を発揮します。
卵黄油、ユーカリ油が傷ついた患
部を保護し、使用時に清涼感を与
えます。挿入しやすい小さめの坐
剤で、肛門内側のいぼ痔のはれ・
出血等に効果的です。

税抜価格1,331円
JAN4987103042020
ケース入数240個
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190,ドルマイシンＨ軟膏12g
ドルマインH軟膏は、患部の炎症
をおさえるヒドロコルチゾン酢酸
エステル、傷の治りをたすけ組織
を修復するアラントインなど7つ
の成分を配合しており、痔による
4つの症状、痛み・出血・はれ・
かゆみに効果を発揮します。白色
でやわらかく伸びやすい油脂性の
軟膏で、塗布時の痛みや不快感を
やわらげ、傷ついた患部を保護し
ます。また、ユーカリ油を配合し
ていますので、使用時に爽やかさ
と清涼感を与えます。

●効能・効果→きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・
はれ・出血の緩和及び消毒
●用法・用量→適量をとり、肛門部に塗布する。なお、1日3
回まで使用できる。

税抜価格1,331円
JAN4987103042143
ケース入数280個



便秘・下痢
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191,下通丸 720丸

下通丸は、老人の常習便秘の汎
用処方：麻子仁丸(ましにんがん)
に滋潤作用をプラスした潤腸湯
（じゅんちょうとう）をさらに改良した、
効果・安全性に優れたオリジナル
処方です。常習性の便秘に、老
人に多い乾燥気味の兎の糞の様
な便が出る方に最適な効果・安
全性ともに優れた便秘薬です。便
通により調整しやすい小粒の丸剤
となっております。

●効能・効果→便秘 便秘に伴う次の症状の緩和： 頭重、のぼせ、
肌あれ、
吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
●用法・用量→成人1回 9～12丸 1日3回限度。

192,下通丸 2160丸

●効能・効果→便秘便秘に伴う次の症状の緩和： 頭重、のぼせ、肌あれ、
吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
●用法・用量→成人1回 9～12丸 1日3回限度。

下通丸は、老人の常習便秘の汎
用処方：麻子仁丸(ましにんがん)
に滋潤作用をプラスした潤腸湯
（じゅんちょうとう）をさらに改良し
た、効果・安全性に優れたオリジ
ナル処方です。常習性の便秘に、
老人に多い乾燥気味の兎の糞の
様な便が出る方に最適な効果・
安全性ともに優れた便秘薬です。
便通により調整しやすい小粒の
丸剤となっております。

税抜価格2,500円
JAN4987126169612
ケース入数86個

税抜価格6,500円
JAN4987126169605
ケース入数36個
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193,センナダイオウ錠Ｓ360錠

便秘、吹き出物、
腹部膨満感に！
よく出てお腹が
痛くなりにくい。
気になる便秘！
治したい方に！

●効能・効果→便秘に伴う次の症状の緩和、頭重、のぼせ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
●用法・用量→なるべく空腹時に水又はお湯にて服用する事。服用間隔は4
時間以上おくこと。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみなが
ら少しずつ増量又は減量すること。

194,藿香正気散 12包

●効能・効果→体力中等度以下の者の次の諸症：感冒、
下痢、急性胃腸炎、全身倦怠、暑さによる食欲不振
●用法・用量→1日3回服用、成人15才以上1回1包を食前・食間
に温湯又は水で服用すること

藿香正気散は医療用漢方にはなく、
新薬系の下痢止めでは要相談とさ
れる急性胃腸炎に対する効能があ
ります。（書籍やネット上で医師・薬
剤師がウィルス性の下痢に推奨し
ています。） 腸のぜん動運動を抑
える新薬の強い下痢止めとは異な
り、乱れた胃腸の調子を整え、水
分バランスを調整することにより無
理なく下痢を止める 安全性の高い
処方です。

税抜価格2,150円
JAN4987126288887
ケース入数100個

税抜価格1,333円
JAN4987126610114
ケース入数100個
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195,ウィズワンL 36包

ウィズワンエルは、お腹が痛くなりに
くく、クセになりにくい植物性便秘薬
です。食物繊維のプランタゴ・オバタ
種皮が便のかさを増すとともに硬い便
を柔らかくし、センノシドが腸のぜん
動運動を活発にすることで、自然に近
い排便を促します。胃酸や熱に強く、
腸まで生き抜く有胞子性乳酸菌を配合
しているので、便秘時に乱れがちな腸
内環境を整えます。
ヨーグルト風味のサラサラ顆粒で飲み
やすく、量の調節が可能です。

●効能・効果→便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：肌あれ、吹出物、頭重、のぼ
せ、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
●用法・用量→1 回量：成人(15 才以上）3/4 ～1包、11 才以上15 才未満 1/2～2/3
包、3才以上11才未満 1/4～ 1/3 包、1日1～3 回食後に服用する。3才未満は服用し
ないこと。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減
量する。

税抜価格2,456円
JAN4987103044222
ケース入数60個

196 ,健腸 30包

◎健腸の旧効能は「大腸カタル
(大腸炎)」で、細菌性など様々な
原因による吐き気、下痢、軟便に
対応するオリジナル処方です。新
薬の下痢止めとは異なり、腸の蠕
動運動を抑制しないため、細菌
性などによる下痢にも対応します。
また、クレオソートを配合しないた
め、腸内環境にもやさしい処方で
す。

税抜価格3,300円
JAN4987126169797
ケース入数80個

●効能・効果→下痢、消化不良による下痢、食あたり、
はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

●用法・用量→成人(15才以上)１日３回、１回１包毎食間
に服用。(3歳から服用可能)



免疫
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197, 松鶴湯A 8袋

●効能・効果→体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、と
きに熱感を伴うものの次の諸症：貧血、 不眠症、精神不安、神経
症

●用法・用量→１袋を煎じ、成人(15才以上)１日３回
に分けて毎食間に服用します。

◎松鶴湯Aは、虚弱体質の
貧血や不眠に使われる漢方
処方「加味帰脾湯」で「白血
病」や「バンチ病」（原因不明
の脾臓の腫れ）にも応用され
ます。松鶴堂ではこの処方を
頑固な腫物の基本処方として
他の処方と併用します。

税抜価格4,500円
JAN4987126145456
ケース入数20個
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198,霊芝EXII 70g

●お召し上がり方→1日1ｇを目安にお召し上が
りください。添付のスプーンに軽く1杯で約１ｇ
です。濃さはお好みで加減して下さい。

霊芝とはマンネンタケ科のキノコです。
2000年前に中国で発見され、「万病を
治す仙草」として珍重されてきた生薬
です。しかし、極めてまれにしか自生
しておらず「幻のキノコ」と言われ、
ほとんど一般人の口に入ることはあり
ませんでした。

ところが1972年、中国で人工栽培に成
功し一般に知られるようになりました。
厳選された種菌、適した栽培方法、適
した栽培地の3つの条件にこだわった
高品質の霊芝です。

税抜価格10,800円
JAN4934911005037
ケース入数30個



199,紅豆杉茶 150ｇ（5ｇ×30袋入）

いつまでも五臓六腑、健康が
一番。
体に良いものは進んで受け入
れ、悪いものは遠ざけること
が長寿の秘訣です。
毎日の健康管理を大切に。
時間が経つごとに赤くなるの
は、ポリフェノールが豊富な
証し。
保存料・着色料を一切使用し
ない、紅豆杉の自然な赤をお
楽しみください。

●お召し上がり方→500～1000mlの水に対し、沸騰後
に適量の茶包を入れ、中火で5分煎じた後、茶包を取
り出してお飲みください。

200,紅豆杉茶 60g（2ｇ×30袋入）

●お召し上がり方→マグカップや急須にティーバッグ
を入れ、熱湯を注いでお飲みください。煎じる場合は、
1リットル(約5合)の水に、ティーバッグ１～３袋を入
れ、沸騰してから中火で5分程度煎じた後、ティー
バッグを取り出してお飲みください。

雲南紅豆杉を100％使
用したティーバックタ
イプです。
保存料・着色料を一切
使用しない、紅豆杉の
自然な赤をお楽しみく
ださい。税抜価格9,600円

JAN4544360000011
ケース入数96個

税抜価格24,000円
JAN4544360000417
ケース入数20個
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201,紅豆杉エキス粒 90包

●お召し上がり方→1日１～６包を目安に水など
でお召し上がりください。

しっかり、たっぷり、紅豆
杉を摂りたいとお考えの方
や仕事が忙しくてお茶を煎
じる時間がない方におすす
めの携帯に便利な粒タイプ
です。
水や口に入れてから約1～2
分で溶けます。

税抜価格81,000円
JAN4544360000189
ケース入数20個
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202,ユーグレナスマイル90粒

59種類の豊富な栄養素が含ま
れたユーグレナにローヤルゼ
リー、コンドロイチン、ビー
ル酵母などを配合したサプリ
メントです。ユーグレナは、
ビタミン、ミネラル、必須ア
ミノ酸などを豊富に含んだ微
細藻類です。硬い細胞壁を持
たないので、野菜などの植物
細胞に比べて効率良く栄養が
吸収できます。

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日3粒～6粒
を目安に、水やぬるま湯と一緒にお召し上がりくださ
い。

税抜価格6,500円
JAN4972991007183
ケース入数40個



204,ネオラクタスフローラＲ7本

【摂取方法】水で薄めて又はそのまま、食事と共にお召し上がりく
ださい。
【摂取目安量】1日あたり1本（20g）を目安にお召し上がりください。
＜取り扱い上の注意＞直接お飲みいただく場合は口唇を傷つけない
ようにご注意ください。個包装の開封後は、お早めにお召し上がり
ください。食品アレルギーのある方は原材料をご確認ください。

・健康に役立つ16種の乳酸菌と24種の酵
母を共棲培養し、その分泌液を濃縮抽出
したエキスです。通常の乳酸菌は生菌の
ため、摂取しても体内にて胃酸などによ
りほとんど死滅してしまい、なかなか腸
まで届きませんが、このエキスは生菌で
はないので体内の消化酵素の影響を受け
ることなく確実に腸まで達し、腸内環境
を善玉菌優勢に整えます。
・無臭ニンニクエキス（サチヴァミン複
合体）も配合し、健康と美容をサポート
します。
・難消化性デキストリンを配合すること
により、おなかの調子を整える、食後血
糖の上昇を緩やかにする、食後中性脂肪
の上昇を緩やかにするなどの働きを強化
しております。

税抜価格3,000円
JAN4997026000625
ケース入数12個
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203,ネオラクタスフローラＲ30本

・健康に役立つ16種の乳酸菌と24種の酵母を
共棲培養し、その分泌液を濃縮抽出したエキ
スです。通常の乳酸菌は生菌のため、摂取し
ても体内にて胃酸などによりほとんど死滅し
てしまい、なかなか腸まで届きませんが、こ
のエキスは生菌ではないので体内の消化酵素
の影響を受けることなく確実に腸まで達し、
腸内環境を善玉菌優勢に整えます。
・無臭ニンニクエキス（サチヴァミン複合
体）も配合し、健康と美容をサポートします。
・難消化性デキストリンを配合することによ
り、おなかの調子を整える、食後血糖の上昇
を緩やかにする、食後中性脂肪の上昇を緩や
かにするなどの働きを強化しております。

【摂取方法】水で薄めて又はそのまま、食事と共にお召し上がりください。
【摂取目安量】1日あたり1本（20g）を目安にお召し上がりください。
＜取り扱い上の注意＞直接お飲みいただく場合は口唇を傷つけないようにご注意
ください。個包装の開封後は、お早めにお召し上がりください。食品アレルギー
のある方は原材料をご確認ください。

税抜価格12,000円
JAN4997026000656
ケース入数12個



206,プシュケー青箱(濃縮タイプ) 720ml

●お召し上がり方→1日に添付カップ1～3杯（約20～
60ml）を目安にお召し上がりください。
・開栓後は冷蔵庫に保管し、なるべくお早めにお召し
上がりください。

・主原料の乳酸菌酵母菌体成分とは、
健康に役立つ16種の乳酸菌と24種の酵
母を共棲培養し、その分泌液を抽出し
たエキスです。
・この乳酸菌酵母菌体成分が私達の腸
内にもともと棲んでいる善玉菌を増や
すという発想から本品は生まれました。
・乳酸菌酵母菌体成分は生菌ではない
ので、胃酸の影響を受けることなく腸
まで届き、腸内環境を整えます。
・弊社独自製法の無臭ニンニクエキス
（サチヴァミン複合体）も配合し、健
康と美容をサポートします。
・プシュケーには、青箱と白箱の2タ
イプがありますが、青箱は白箱に比べ、
乳酸菌酵母菌体成分が、より高い比率
で配合されています。

税抜価格38,000円
JAN4997026000090
ケース入数 6個
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205,プシュケー白箱(普通タイプ)720ml

・主原料の乳酸菌酵母菌体成分とは、
健康に役立つ16種の乳酸菌と24種の
酵母を共棲培養し、その分泌液を抽
出したエキスです。
・この乳酸菌酵母菌体成分が私達の
腸内にもともと棲んでいる善玉菌を
増やすという発想から本品は生まれ
ました。
・乳酸菌酵母菌体成分は生菌ではな
いので、胃酸の影響を受けることな
く腸まで届き、腸内環境を整えます。
・弊社独自製法の無臭ニンニクエキ
ス（サチヴァミン複合体）も配合し、
健康と美容をサポートします。

●お召し上がり方→1日に添付カップ1～3杯（約20～60ml）を目安に
お召し上がりください。
・開栓後は冷蔵庫に保管し、なるべくお早めにお召し上がりください。

税抜価格20,000円
JAN4997026000106
ケース入数 6個



207,納豆キナーゼ 60粒
古き良き日本の伝統食品｢納豆」に含まれる、
天然酵素｢ナットウキナーゼ」を贅沢に配
合！納豆は煮大豆を納豆菌が発酵させるこ
とで出来ますが、その発酵過程で生成され
る栄養素が｢ナットウキナーゼ」です。当製
品｢納豆キナーゼ」は１日２粒に４０００Ｆ
Ｕ分のナットウキナーゼを配合。ナットウ
キナーゼ活性４０００ＦＵは、納豆約２
パック分に相当します。飲み易いハードカ
プセルで納豆の味や匂いが苦手な方も安心
して摂取出来ます。毎日２粒から始める簡
単で健康な納豆習慣を是非お試し下さい。
（※当製品はビタミンＫ２を除去した納豆
菌培養エキスを使用しています)

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日2粒
を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりくだ
さい。

208,納豆キナーゼ大容量サイズ75日分
300粒

●お召し上がり方→栄養補助食品として1日あたり４
粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

健康のために納豆を食べる方が多くい
ますが、１日１パックが目安とされて
います。毎日納豆を食べるのが難しい
方や、ビタミンK2を控えている方、納
豆の臭いが嫌いで食べられない方など
のために、特許技術によりビタミンK
２を除去、納豆の臭いも抑えたソフト
カプセルタイプです。１日たった４粒
で納豆約１パック分のナットウキナー
ゼがお取りいただけます。ナットウキ
ナーゼ活性は2000FU。健康パワーを手
軽にお飲みいただけます。

税抜価格9,980円
JAN4560447830685
ケース入数24個

税抜価格1,980円
JAN4560447831149
ケース入数100個
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209,深海鮫肝油 300粒

●お召し上がり方→１日あたり４粒程度を目安に水ま
たはぬるま湯と共にお召し上がりください。

深海700～1000ｍの酸
素の少ない過酷な環境
で生き抜く為に重要な
役割を担っているのが
鮫の肝油です。特に肝
油に含まれるスクワレ
ンが大きな働きを持っ
ているとされます。

税抜価格3,500円
JAN4562415180136
ケース入数 24個
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210,ローヤルエナジーME 30袋
女王蜂のミルク又は王乳とも呼ばれて
いるローヤルゼリーを生ローヤルゼ
リーに換算して4袋中2000ｍｇ、メシマ
コブPL2・PL5菌糸体抽出エキス、栄養
素ビタミンEを組み合わせ、顆粒状に仕
上げた保険機能食品(栄養機能食品)です。
健康や体力維持に良いとされている
ローヤルゼリーに加え、含有成分の高
分子多糖体などが注目を浴びているメ
シマコブを配合しました。
いつまでも若々しく心身ともに健康で
ありたい方にお薦めします。
ビタミンEの栄養機能：抗酸化作用によ
り、体内の脂質を酸化から守り、細胞
の健康維持を助ける栄養素です。

●お召し上がり方→1日1～4袋を目安に水またはぬる
ま湯でお召し上がりください。

税抜価格12,000円
JAN4987103042402
ケース入数60個



物忘れ
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212,サトウイチョウ葉 60粒

●効果→認知機能の一部である記憶力を維持・サポー
ト
●お召し上がり方→1日2粒を目安に水またはお湯とと
もにお召し上がりください。

●機能性関与成分として、イチョウ葉由来フラボ
ノイド配糖体28.8mgおよびイチョウ葉由来テル
ペンラクトン7.2mg（1日目安量2粒あたり）を配
合した機能性表示食品です。
●本製品に配合されている機能性関与成分は、脳
血流量の改善や脳機能の活性化に働きかけ、中高
年者において、認知機能の一部である記憶力※を
維持・サポートする機能を有することが報告され
ています。
●高濃度・高純度で凝縮したイチョウ葉エキスを
ソフトカプセルに充填しており、特有の苦みや臭
みを気にすることなく服用いただけます。
●ソフトカプセルの剤皮にはビタミンE（酸化防
止剤）が含まれており、成分が酸素と直接触れに
くく、錠剤と比べて品質劣化しにくいように剤形
を工夫しています。
※：日常生活で見聞きした言葉・数字・図形・位
置情報を覚え、思い出す力

税抜価格4,900円
JAN4987316082424
ケース入数 72個
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211,サトウＤＨＡ＆ＥＰＡ 20包

記憶力を維持する・中性脂肪を低
下させるWの機能
・DHA1100mg、EPA400mg（1日目
安量2包あたり）を配合した機能
性表示食品です。
・DHA・EPA製品初のW機能性表示
（記憶力を維持する・中性脂肪を
低下させる）です。
・つなぎ目のないシームレスカプ
セルで、DHA・EPAを酸化から守り
ます。

●お召し上がり方→1日2包を目安に水又はお湯ととも
にお召し上がりください。

税抜価格5,000円
JAN4987316082318
ケース入数96個



213,えごま油カプセル60カプセル

物忘れが気にな
る方、記憶力を
高めたい方、脳
の病気が気にな
る方におすすめ
です。

●お召し上がり方→１日２～３カプセルを目安
に、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりく
ださい。

税抜価格900円
JAN4972991007688
ケース入数40個
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214,聰明 60包

●効能・効果→身体虚弱、心悸亢進、貧血症、目まい、立
ちぐらみ
●用法・用量→成人(16才以上) １日３回、１回１包毎食
間に服用します

◎聰明は、貧血、不眠、神経不
安等の効能をもつ漢方処方「帰
脾湯」をもとに改良した医療用漢
方や他社様にはない建林松鶴
堂のオリジナル処方です。「物忘
れ」で注目されている遠志を配合
しており、不眠症、動悸、めまい、
貧血、虚弱体質の改善の他、健
忘や認知症の予防にもおすすめ
です。

税抜価格6,500円
JAN4987126167601
ケース入数24個



スキンケア
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216,イオナエフジェルクレンジング95g

●ご使用方法→清潔な手のひらに適量をとります。
顔全体にやさしくのばして、メイクとよくなじませます。
水またはぬるま湯で洗い流します。
その後、洗顔料で洗顔してください。

メイク清浄オイルを配合した
潤い成分ベースのジェルが、
メイクを残さずからめ取り、
肌の潤いは守ります。
マッサージ整肌成分配合の
ジェルタイプだから、毎日の
マッサージ効果で、くすみ*1

を落とし透明感をアップ。
手や顔がぬれていても使えま
す。

税抜価格1,800円
JAN4955273801020
ケース入数48個
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215,イオナザクリームⅡ
ふっくらとして弾力感に満ち
た肌。健康的なターンオー
バーを行う肌。メラニンを溜
めない明るく透明感のある肌。
そのような肌を目指して、イ
オナザ・クリームⅡは開発さ
れました。イオナザ・クリー
ムⅡを付けた途端、リッチで
こくのあるクリームがみるみ
る肌*に吸い込まれるようにな
じみます。

●ご使用方法→1回の使用量の目安：パール粒1～2個
分。洗顔後、化粧水で整えた肌に使用します。付属の
スパチュラで適量をとり、指先で額、両ほほ、あごに
のせて軽くのばしながらなじませます。

税抜価格30,000円
JAN4955273806070
ケース入数12個



217,イオナエフリッチソープ90g

潤いたっぷりのソープで、しっと
りやさしい洗い上がり。
くすみ、ごわつきが続く肌を丁寧
に洗い上げ、透明感をアップ。
キメ細かく上質な泡が、肌老化に
つながる余分な角質までしっかり
洗い流し、肌本来の働きを助けま
す。
キメ細かく上質な泡で、肌にツヤ
を与えます。
不要なものはしっかり落とし、肌
本来の潤いは守る、しっとりやさ
しい洗い上がりです。

●ご使用方法→洗顔の前に、素洗いをしておきます。
ぬるま湯を加えながら手のひらでソープを転がし、たっぷりの泡を立てます。
泡で顔を包み込むように、やさしくすみずみまでしっかり洗います。
泡のなめらかさが消え、つるっとした素肌を感じるまで、ぬるま湯で十分にすすぎます。
タオルでおさえるように、やさしく水気をとります

218,イオナエフリッチフォーム120g

●ご使用方法→泡立てネットをぬらして、適量（約2cm）を
取り、軽くもむようにして泡立てます。十分泡立ったら、
ネットから泡をしぼり取ります。
たっぷりの泡を顔全体に広げ、泡をころがすようにして手の
ひらで大きく円を描くように、やさしく洗います。

美容液並みの保湿成分をたっ
ぷり配合。
専用泡立てネットでつくる豊
かな濃密泡には潤いが凝縮。
エイジングの一因となる酸化
汚れや古い角質は落として潤
いはしっかり守り、とても
しっとりした洗い上がり。
マッサージ効果でつややかな
輝き肌に。税抜価格1,600円

JAN4955273803024
ケース入数48個

税抜価格1,400円
JAN4955273802027
ケース入数48個
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219,イオナエフリッチローション120ml

まろやかで濃厚な使い心地の
化粧水。
コンドロイチン*1を2倍配合*2

し、保湿力をアップ。
イオンやナノコラーゲン、ナ
ノヒアルロン酸などにより、
肌本来の働きを助け、潤いと
ハリを与えます。
角層の深くまでなじんで、み
ずみずしい潤いで満たし、乾
燥しがちな肌をしっとりと整
えます。

●ご使用方法→洗顔後すぐに、適量を手のひらかコットンにとり、顔全体にやさ
しくなじませます。
なじんだ後、もう一度くり返しつけると、よりすみやかに浸透します。
化粧水のあとは、クリームや乳液でお手入れしてください。

220,イオナエフエマルジョン120ml

●ご使用方法→化粧水で整えたあと、顔全体にやさし
くのばしてなじませます。1プッシュで1回分が手に取
れます。

年齢とともに「酸化」ダメー
ジが蓄積しやすくなることに
着目。
肌本来の働きを助け、ハリと
透明感のある、ふっくらなめ
らかな肌に整えます。
軽やかにのびて、しっとりな
じみの早い使い心地。

税抜価格3,600円
JAN4955273805028
ケース入数48個

税抜価格3,500円
JAN4955273804045
ケース入数48個
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221,イオナエフリッチクリーム40g

イオナエフ製品の中で最高の保湿
力。
コンドロイチン*1 2倍*2配合。
さらに、ゲル化した油分により、
すぐれた保水マスクをつくり潤い
を守り抜きます。
酵母エキス配合で、肌本来の働き
を助け押し返すようなハリに満ち
たうるおい濃密肌へ。
翌朝までしっかり潤いを感じ、乾
燥による小じわを目立たなく*しま
す。

●ご使用方法→洗顔後、化粧水で整えた肌にお使いください。
パール粒大1～2個を目安に、清潔な指にとり、両ほほ、あご、鼻、ひたいにおいて軽く
のばし、おさえるようによくなじませます。
目元・口元など乾燥や小じわが気になる部分には、さらに重ねづけしてください。

222,イオナエフＵＶベース40g

●ご使用方法→朝やお出かけ前のスキンケアの最後に、適量
を顔全体になじませます。
朝のお手入れの最後に使用し、化粧下地として、その後ファ
ンデーションをご使用いただけます。

国内基準最高値のSPF50+、PA++++
で、光老化の原因UV-A、UV-Bか
ら徹底的に肌を守ります。
肌色を美しくコントロールする
トーンアップパウダー*2、高いソ
フトフォーカス効果で気になる部
分をカバーするW美肌ポリマー*3

配合。
うす付きで自然なのに、隙のない
仕上がりです。
日中もしっかりエイジングケア*1、
ハリと弾力感のある素肌を保ちま
す。

税抜価格2,700円
JAN4955273807022
ケース入数48個

税抜価格4,200円
JAN4955273806094
ケース入数48個
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223,ゴールドアンバーリッチローション120ml

太古植物の生命が凝縮された神秘の宝
石、琥珀（ピュアアンバー）配合の化
粧水。
数千年の昔から森林で育った松の樹脂
が化石化した琥珀は、宝石としての美
しさだけでなく、美容効果のある偉大
な力を内包しています。
バルト海沿岸で産出される貴重で上質
な琥珀のみを使用し、最先端テクノロ
ジーによりピュアアンバーを高配合し
ました。

●ご使用方法→洗顔後、またはゴールドリバイタライザーを
使用後、適量のゴールドアンバーリッチローションを手に取
り、顔全体に伸ばします。
・朝と夜、洗顔後にご使用ください

224,プラチナディープトリートメント30ml

●ご使用方法→一日2回（朝と夜）、洗顔後または化粧品の
後に使用してください。
・2プッシュ程のプラチナディープトリートメントを、顔全
体、またはしみ・しわ・たるみ・くすみの部分に伸ばして、
気になるところはより多く使ってください。

古代エジプトから薬として使われ
てきたプラチナと、塗るボトック
スと言われるアルジルリンを配合
した美容液。
プラチナは他の物質と混じり合わ
ず変化せず、身体の中の悪い成分
を壊していく不思議な力があると
言われています。ナノテクにより
10億分の1メーターの微粒子にし
て配合しました。

税抜価格12,000円
JAN4573132790102
ケース入数48個

税抜価格9,000円
JAN4573132790096
ケース入数48個
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225,ゴールドジェントルメイクアップ
B.Bリムーバー

奇跡の美容オイルB.B（バオバブ）
と純金配合によるジェルタイプの
洗い流すメイク落とし。
アフリカの壮大な大地で育った生
命の木、バオバブは美容効果も高
く、酸化しにくい貴重な美容オイ
ルです。バオバブの恵みが肌へし
みわたり、乾いた肌を潤しながら
すっきり落とす最高品質のメイク
落としです。

●ご使用方法→① 乾いた状態の手肌に適量を取り、メイクした顔全体になじませやさしく
マッサージしてください。
② その後、水またはぬるま湯でキレイに洗い流してください。
ゴールドアクアクレンジングフォームとゴールドリバイタライザーとセットで使えば、完璧
で無敵のクレンジングです。
<メイク＋アカ＋古い角質の除去>

226,ゴールドアクアクレンジング
フォーム

●ご使用方法→清潔な手で洗顔してください。
① 濃縮タイプの為、少量（約1cm）を手に取り、水またはぬるま湯を適度に含
ませて泡立てネットを使ってよく泡立て、濃密な泡を作ります。
② 泡で肌を優しく包み込むように丁寧に洗顔し、水またはぬるま湯でよく洗い
流してください。
*泡立てネットは付属品としてついています。

洗顔は泡が命。
キメ細かで弾力のある泡でやさしく洗
い落とす洗顔フォームです。
肌に必要な潤い要素は残し、汚れだけ
を取り除くアミノ酸系洗浄成分を配合
しています。
またナノゴールドの水溶液とプエラリ
アミリフィカ根エキス配合しているた
め、肌を活性化させ、肌のターン・
オーバーを促進し、活きいきとした自
然な素肌を作り出します。

税抜価格6,000円
JAN4573132790010
ケース入数48個

税抜価格6,500円
JAN4573132790027
ケース入数48個

155



227,ゴールドリバイタライザー50g

ゴールド（24金）によるイオ
ン効果が肌にたっぷり潤いを
浸透させる新感覚ソフトピー
リングマッサージジェル。古
くなった角質を安全に取り除
くだけでなく、美容成分の浸
透性・保湿性を促進させます。
シンプルなスキンケアであり
ながら、透明感のある肌へ導
きます。

●ご使用方法→ソフトピーリングマッサージとしては週2～3回が理想的
① 洗顔後、顔の水分をタオルで十分に拭き取ります。ゴールドリバイタライザー（ス
パチュラ約一杯分）を顔全体に伸ばし、ゴールドが消えるまで30秒から1分間優しくマッ
サージし、ジェルが水っぽくなったら15秒くらいパック状態に。
② 再びマッサージし古い角質がポロポロととれてきたら、水またはぬるま湯で軽く洗
い流します。（石鹸の使用は避けてください）

228,ゴールドマルチリジュブネイティ
ングピートパック120g

●ご使用方法→お肌が隠れるくらいの厚さを塗布し、ピートが乾燥し
ないようラップなどで覆って、約10分間置いた後、ぬるま湯で洗い
流します。浴室内で使用すると、適度な湯気で乾燥を防ぎ効果的です。
＊ピートは乾燥すると取れにくいためラップで覆うことをおすすめし
ます。また、完全に洗い流すようにしてください。

フィンランドで約5000年の間、水生植物が堆
積し発酵して作られ最も腐植率の高い、最高
級H8グレード(*1)のピート（泥炭）に純金ナ
ノコロイド他、保湿成分を配合したコスメプ
ラウド独自の新処方を採用し品質向上を図り
ました。
また最先端攪拌技術を駆使し、従来のH8グ
レードピートと比べよりクリーミーな高品質
トリートメントパックです。

(*1)H8グレード：繊維質が細く、肌質改善に
高い効果がある最高品質のグレード

税抜価格7,200円
JAN4573132790058
ケース入数48個

税抜価格12,000円
JAN4573132790072
ケース入数48個
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229, B.Bハンドセイバー50g
一般的なハンドクリームのオイルインウォー
ター処方に対して、美容液成分90％のウォー
ターインオイル処方のため、内側はしっとり
で表面をサラサラに整えます。
肌に塗布すると、バオバブオイルなどのエモ
リエント成分に包まれていた美容成分（水溶
性美容液成分）が角質層に浸透し、内側から
手肌を潤します。
エモリエント成分で「潤いヴェール」をまと
わせ、表面はベタつかずサラサラなのに、長
時間保湿効果が続きます。
また、10種類のフラワーエキスを配合で手肌
の透明感を引き出し、華やかなホワイトロー
ズ香りで心も優雅な気分を味わえます。

●ご使用方法→少量を1日数回、手に伸ばしてお
使いください。

230, B.Bリップセイバー2.3g

●ご使用方法→保湿効果が高いので、力を入れ
ずに唇にうすく塗ってください。

唇に豊かな潤いを与えるバオバブ
オイルなどの8種類の植物性オイ
ル、7種類の保湿成分、ビタミン
A,C,Eを配合した美容液をスティッ
ク状にした保湿効果に優れたリッ
プクリームです。
唇の荒れを予防し色素沈着を抑制
し、乾燥などでカサつきがちな唇
をしっとり柔らかく整えます。
ヒアルロン酸やコラーゲンなどの
保湿成分が気になる縦ジワや皮め
くれを緩和し、ビタミン類が血色
を整えます。

税抜価格2,800円
JAN4573132790171
ケース入数24個

税抜価格2,800円
JAN4573132790188
ケース入数144個
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231,ゴールドレジリエンスアイセラムEX  15g

目元をしっかり保湿してハリ
や弾力を与えてくれる、なめ
らかでコクのあるアイクリー
ム。
女性ホルモンと同じ作用のあ
るプエラリアミリフィカ根エ
キスを配合し、内側からお肌
をふっくら整え、くすみ、た
るみ、シワなどの悩みを緩和
します。

●ご使用方法→①まず繊細で皮膚の薄い目尻に、適量のクリームを中
指か薬指で乗せます。
②目尻から目の下を通って目頭へ伸ばします。
③そのままぐるりと目頭を通って上まぶたからこめかみ方向へ伸ばす
という順番が効果的です。

232,ゴールドリバイタリッチエマルジョン 30g

●ご使用方法→一日二回（朝と夜）、化粧水、または
美容液の後に使用してください。
・とてもよく伸びるので少量を手に取り、顔全体に伸
ばしてください

ナノ化した保湿成分を肌の奥へ届
け、べたつかないサラッとした仕
上がりの栄養クリーム。
ナノゴールドと超微粒子ミネラル
水による浸透力で、肌の奥に届け
るように開発されました。
美容整形・ボトックスに替わるも
のとして開発されたアルジルリン
は、画期的なシワ改善効果があり
ます。

税抜価格16,000円
JAN4573132790119
ケース入数48個

税抜価格12,000円
JAN4573132790034
ケース入数48個
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233,ゴールデンジェイドサボン《桐箱入り》130g

・和漢植物エキスを20種類以上配
合した手作り洗顔石鹸です。
・美容成分を凝縮させるため120
日間じっくりと熟成させました。
・30％以上美容成分を配合した、
まるで美容液のような石鹸です。
・石鹸作りの第一人者の元で一つ
ひとつ丁寧に作られています。

●ご使用方法→①水またはぬるま湯を適度に含ませ、付属の泡立てネットを使い濃密な泡を
作ります。
②泡でやさしく包み込むように丁寧に洗顔し、水またはぬるま湯で洗い流してください。

・顔だけでなく全身にご使用いただけます。
・泡パックとしてもお使いいただけます。
※ご使用後は専用のソープケースに入れて保管していただくか、乾燥した場所に置いて
ください。
お風呂場に置いたままですと石鹸の減りが早まってしまいます。

234,ゴールデンジェイドサボ
ン《和紙箱入り》130g

●ご使用方法
→①水またはぬるま湯を適度に含ませ、付属の泡立てネットを使い濃密な泡を作ります。
②泡でやさしく包み込むように丁寧に洗顔し、水またはぬるま湯で洗い流してください。
・顔だけでなく全身にご使用いただけます。
・泡パックとしてもお使いいただけます。
※ご使用後は専用のソープケースに入れて保管していただくか、乾燥した場所に置いて
ください。
お風呂場に置いたままですと石鹸の減りが早まってしまいます。

・和漢植物エキスを20種類以上配
合した手作り洗顔石鹸です。
・美容成分を凝縮させるため120
日間じっくりと熟成させました。
・30％以上美容成分を配合した、
まるで美容液のような石鹸です。
・石鹸作りの第一人者の元で一つ
ひとつ丁寧に作られています。

税抜価格9,800円
JAN4573132790140
ケース入数48個

税抜価格11,000円
JAN4573132790133
ケース入数36 個
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235,パーフェクトUVディフェンスモイスチャー
ベール30ml

あらゆる紫外線から徹底的に肌
を守りながら、保湿、抗酸化、
ウォータープルーフの機能を兼
ね備えたミルクローションタイ
プの日焼け止めです。
国内最高値(SPF50+ PA++++)であ
りながら、紫外線吸収剤を配合
しない、肌に安全なノンケミカ
ル処方を実現しました。

●ご使用方法→①攪拌ボールが入っていますので、ご使用前によく
振って使用してください。
②少量ずつ手に取り、肌にムラなくのばします。顔にも身体にも使用
できます。
日焼け止め効果を保つために、汗をかいた後やタオル等で拭き取った
後はそのつどつけなおしてください。

236,ピュアゴールドスーパールーセントUVツー
ウェイケーキ

●ご使用方法→①化粧下地で肌をととのえた後にお使いください。
②乾使用：乾いたスポンジに適量をとり、肌にムラなく伸ばします。
③水使用：スポンジに水を含ませ、固く絞ってからお使いください。

世界で初めてパウダーにゴー
ルド（24金）をコーティング
したファンデーション。
特許を取得した特殊製法で、
高品質シルクマイカ（絹雲
母）を高配合し、粉体間に静
電気を防止する事により、肌
への密着性を実現しました。
肌の内側から潤いながら光り
輝きます

税抜価格6,500円
JAN4573132790126
ケース入数96個

税抜価格4,500円
JAN4573132790041
ケース入数48個
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237, Finger fox and shirts ザ・
オールインワンゲル60g

●ご使用方法→適量を手にとり、お肌になじませるよ
うにお使いください。
化粧水・美容液・乳液の成分がこの1本に含まれてい
ます。

約60兆個、200種類以上の細胞により作られ
るヒトの体。「幹細胞」はその中で決まった
役割を持たずいろいろな細胞になれる細胞。
再生医療の世界で、安全性が高く、実用化が
進んでいると言われているのが、「ヒト脂肪
由来幹細胞培養液」。FINGER FOX AND SHIRTS 
のエイジングスキンケアは、瞬間的な補修で
ある「補うから、根本的な「活性」に着目し、
この「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」をぜいた
くに配合した基礎美容商品です。
日々のスキンケアに。日焼けする前に。肌が
本来持つ力を引き出す、それがFINGER FOX 
AND SHIRTS AGING SKIN CAREです。

※効果には個人差があります。

税抜価格18,000円
JAN2000000002125
ケース入数48個
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238, Finger fox and shirts ザ・オールインワン
ゲル 30g

約60兆個、200種類以上の細胞により作られる
ヒトの体。「幹細胞」はその中で決まった役
割を持たずいろいろな細胞になれる細胞。
再生医療の世界で、安全性が高く、実用化が
進んでいると言われているのが、「ヒト脂肪
由来幹細胞培養液」。FINGER FOX AND SHIRTS 
のエイジングスキンケアは、瞬間的な補修で
ある「補うから、根本的な「活性」に着目し、
この「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」をぜいた
くに配合した基礎美容商品です。
日々のスキンケアに。日焼けする前に。肌が
本来持つ力を引き出す、それがFINGER FOX 
AND SHIRTS AGING SKIN CAREです。

※効果には個人差があります。

●ご使用方法→洗顔後にご使用下さい。 化粧水・美
容液・乳液の成分がこの1本に含まれています。

税抜価格9,000円
JAN4560432890038
ケース入数70個



239,Finger fox and shirts ザ・ハンドク
リーム 35g

●ご使用方法→適量をとり、手肌になじませてくださ
い。

約60兆個、200種類以上の細胞により作られ
るヒトの体。「幹細胞」はその中で決まった
役割を持たずいろいろな細胞になれる細胞。
再生医療の世界で、安全性が高く、実用化が
進んでいると言われているのが、「ヒト脂肪
由来幹細胞培養液」。FINGER FOX AND SHIRTS 
のエイジングスキンケアは、瞬間的な補修で
ある「補うから、根本的な「活性」に着目し、
この「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」をぜいた
くに配合した基礎美容商品です。
日々のスキンケアに。日焼けする前に。肌が
本来持つ力を引き出す、それがFINGER FOX 
AND SHIRTS AGING SKIN CAREです。

※効果には個人差があります。

税抜価格2,700円
JAN2000000005300
ケース入数70個
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240, Finger fox and shirts ザ・ローション100ml

約60兆個、200種類以上の細胞により作
られるヒトの体。「幹細胞」はその中
で決まった役割を持たずいろいろな細
胞になれる細胞。
再生医療の世界で、安全性が高く、実
用化が進んでいると言われているのが、
「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」。
FINGER FOX AND SHIRTS のエイジングス
キンケアは、瞬間的な補修である「補
うから、根本的な「活性」に着目し、
この「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」を
ぜいたくに配合した基礎美容商品です。
日々のスキンケアに。日焼けする前に。
肌が本来持つ力を引き出す、それが
FINGER FOX AND SHIRTS AGING SKIN 
CAREです。

※効果には個人差があります。

●ご使用方法→適量を手にとり、お肌になじませるよ
うにお使いください。

税抜価格6,000円
JAN2000000002132
ケース入数28個



241, Finger fox and shirts ザ・フェイス
マスク5枚入り

●ご使用方法→洗顔後の後、化粧水で肌を整えて約10
分後にマスクをはがし、肌に残った美容液を手のひら
で優しくなじませてください。

約60兆個、200種類以上の細胞により作られ
るヒトの体。「幹細胞」はその中で決まった
役割を持たずいろいろな細胞になれる細胞。
再生医療の世界で、安全性が高く、実用化が
進んでいると言われているのが、「ヒト脂肪
由来幹細胞培養液」。FINGER FOX AND SHIRTS 
のエイジングスキンケアは、瞬間的な補修で
ある「補うから、根本的な「活性」に着目し、
この「ヒト脂肪由来幹細胞培養液」をぜいた
くに配合した基礎美容商品です。
日々のスキンケアに。日焼けする前に。肌が
本来持つ力を引き出す、それがFINGER FOX 
AND SHIRTS AGING SKIN CAREです。

※効果には個人差があります。

税抜価格6,000円
JAN2000000008646
ケース入数48個
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242,ゴールドリッチジャパンゲル180ｇ

●ご使用方法→手のひらに適量をとり、お肌に塗布し
てください

ゴールドリッチジャパンゲル
【GOLD RICH JAPAN GEL】
【美容成分】＋【保湿成分】
古くから見た目の美しさと錆
びない特性から珍重されてき
た金。お肌を明るくして美肌
へと導きます。6種のグロス
ファクター因子（EGE、αFGF、
IGF2、KGF、TRX、HGF様）を
配合し、お肌にハリを与え美
肌へと導きます。

税抜価格2,500円
JAN4571212862305
ケース入数30個



244,ゴールドボタニカルステムリッチバイオセル
ロース フェイスマスク5枚

●ご使用方法→洗顔後に使用します。
袋からマスクを取り出して広げ、メッシュの保護シートのどちらかを
はがします。はがした面を顔に合わせ目の部分・鼻の部分を合わせた
ら全体を密着させます。最後にもう1枚の保護シートをはがして20分
置きます。20分後、はがして通常のお手入れをしてください。

新素材と最先端有効成分の融合による圧倒的
な浸透・保湿・細胞の活性化を目的としたゲ
ルマスク。
医療でも用いられる密着性の高い植物性由来
の国産バイオセルロースマスクに表皮幹細胞
と真皮幹細胞を活性化させる2つの植物幹細
胞エキスを軸とした成分を配合。加齢ととも
にしぼむ肌細胞そのものを活性化・増殖化さ
せるセルケアで再生力を取り戻します。新素
材と最先端有効成分の融合による圧倒的な浸
透・保湿・細胞の活性化を目的としたゲルマ
スク。
医療でも用いられる密着性の高い植物性由来
の国産バイオセルロースマスクに表皮幹細胞
と真皮幹細胞を活性化させる2つの植物幹細
胞エキスを軸とした成分を配合。加齢ととも
にしぼむ肌細胞そのものを活性化・増殖化さ
せるセルケアで再生力を取り戻します。

税抜価格7,800円
JAN4573132790263
ケース入数 8個
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243,ゴールドボタニカルステムリッチバイオセル
ロース フェイスマスク1包

新素材と最先端有効成分の融合に
よる圧倒的な浸透・保湿・細胞の
活性化を目的としたゲルマスク。
医療でも用いられる密着性の高い
植物性由来の国産バイオセルロー
スマスクに表皮幹細胞と真皮幹細
胞を活性化させる2つの植物幹細
胞エキスを軸とした成分を配合。
加齢とともにしぼむ肌細胞そのも
のを活性化・増殖化させるセルケ
アで再生力を取り戻します。

●ご使用方法→洗顔後に使用します。
袋からマスクを取り出して広げ、メッシュの保護シートのどちらかをはがします。はが
した面を顔に合わせ目の部分・鼻の部分を合わせたら全体を密着させます。最後にもう1
枚の保護シートをはがして20分置きます。20分後、はがして通常のお手入れをしてくだ
さい。

税抜価格1,650円
JAN4573132790263
ケース入数 5個



246,舞妓の酒粕パック

●ご使用方法→洗顔後、化粧水などでお肌を整えたあ
と適量を手にとり、目と口の周りは避けてお顔全体に
ムラなく塗ってください。５～１０分後、ぬるま湯で
充分に洗い流してください。肌の状態にあわせて、週
に２～３回程度ご使用下さい。

「京都産（明治26年（1893）創業の
佐々木酒造）の酒粕エキスを使用して
おります」
酒造りに携わっている職人さんの手が
美しいといわれる理由、それ
は。。。。。【酒粕】です！！
洗い流しタイプの美容パックで、おう
ちで簡単に贅沢な酒粕パックが楽しめ
ます。栄養豊富な「酒粕」に加え、ユ
ズやツルレイシなどの「果実エキス」、
美容の代名詞「コラーゲン」「ヒアル
ロン酸」など多くの美容成分を配合。
酒粕の甘い香りに癒されながら、白肌
(メラニンを含む古い角質を落とす)や
保湿、くすみのない美肌へ導きます。

税抜価格1,200円
JAN4571212867027
ケース入数48個
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245,舞妓の酒粕マスク11枚

「京都産（明治26年（1893）創業の
佐々木酒造）の酒粕エキスを使用して
おります」
酒造りに携わっている職人さんの手が
美しいといわれる理由、それ
は。。。。。【酒粕】です！！
おうちで簡単に贅沢な酒粕マスクを楽
しめます。 栄養豊富な「酒粕」
に加え、コメ発酵液、コメヌカエキス、
コメヌカ油を配合しております。美容
の代名詞「コラーゲン」「ヒアルロン
酸」など多くの美容成分を配合。

●ご使用方法→１．洗顔後、水気をよくふき取りお肌を清潔にします。
２．マスクを取り出し開き、目元の部分からお顔に合わせて均等に密
着させます。
３．15～20分後マスクをはがし、その後お肌に残った液をよくなじま
せてください。

税抜価格900円
JAN4571212867034
ケース入数80個



247,舞妓の酒粕洗顔桜170g

●ご使用方法→手のひらに適量をとり、水またはぬる
ま湯でよく泡立て、泡でやさしくマッサージするよう
に洗い、そのあとすすぎ残しのないよう十分に洗い流
してください。泡立てネットを使用いただくと簡単に
泡が作れます。

「京都産の酒粕エキスを使用して
おります」
酒造りに携わっている職人さんの
手が美しいといわれる理由、それ
は。。。。。【酒粕】です！！
クリーミーな泡で毛穴の汚れを
キャッチ！
桜エキスはソメイヨシノ葉エキス
とサトザクラ花エキスの２種類配
合しております。
しっとり滑らかな仕上がりで、毛
穴の汚れもスッキリ落とします！

税抜価格900円
JAN4571212867041
ケース入数48個
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248, LOVESKIN REMOVER CREAM 150g

キャップをとれば手を汚さず片手
で直接塗りたい部分に塗布出来る
新型チューブヘッド採用。
他社品の場合、手が汚れたりスポ
ンジなどに入衛生面で不安もあま
すが、このチューブは拭き取るだ
けでキレイに保管頂けます。
アタッチメント部は手術用具にも
使われるエラスマー素材を採し、
お肌を傷つけることなくまんべ塗
布して頂けます。

●ご使用方法→むだ毛の気になる部分にムラなく毛がおおわれる位の
厚さ(1~3ミリ程度)に塗布した後、5~10分間おいてティッシュなどで拭
き取ります。その後、除毛クリームが肌の上に残らないように、よく
洗い流してください。

税抜価格1,980円
JAN4571212867003
ケース入数36個



249,LOVESKIN パーフェクトＵＶファンデーション 30g

カバーするのに厚塗り感なく、明るい
透明感・素肌感とツヤのあるナチュラ
ルで美しい仕上がりになります。1本
に（1）美容液、（2）クリーム、
（3）化粧下地、（4）日やけ止め、
（5）ファンデーション、（6）コン
シーラーの役割を凝縮しました。スキ
ンケア後、この1本でくすみのないハ
リ美肌へ導きます。なめらかにのびて、
肌へ心地よくフィットするテクス
チャー。ベタつきやムラもなく、年齢
とともに深刻化する小ジワ、毛穴・凹
凸、シミなどを徹底カバーします。さ
らに、UV機能も国内最強クラスのＵＶ
カット！ ＳＰＦ５０＋ ＰＡ＋＋＋
＋で日常紫外線をしっかりカット。老
化を引き起こす紫外線から肌を守りま
す。

税抜価格1,000円
JAN4571212867010
ケース入数48個

●ご使用方法→スキンケアでお肌を整えた後、適量を
手またはスポンジにとって、顔全体にムラなくのばし
てください。
・化粧直しには少量ずつ重ね塗りしてください
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ヘアケア
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250,リペアリングヘアシャンプー450ml
約8000年熟成発酵された自然の恵み“フルボ酸”を高配
合したヘッドスパシリーズ
抜け毛予防とカラーコンサーブ（カラー剤の定着）効
果で健康な頭皮と潤いのある美しい毛髪に導きます。
「コスメプラウド リペアリングヘアシャンプー/リペ
アリングトリートメントヘアマスク」は、健康な頭皮
と毛髪を育むのに必要な栄養素（ビタミン、ミネラル、
アミノ酸、有機酸、酵素）を含む、約8000年熟成発酵
された土壌から抽出された“フルボ酸”を高配合。その
他、毛母細胞を活性化させヘアサイクルを整える、南
アメリカのパタゴニアの酸性塩湖で育つ微細藻類“プレ
クラン”とヒアルロン酸より高い保湿・保水性に優れた、
世界で最も美しい海といわれる南太平洋のトンガ産 “フ
コイダン”（褐藻類のネバネバ成分）他を配合した、
ヘッドスパシリーズです。
ほのかなフローラルの香りで、頭皮や毛髪だけでなく
心もリフレッシュ。

●ご使用方法→シャンプーをつける前に、まずはお湯で髪をよく洗い流します。
髪の毛全体をざっと濡らすのではなく、頭皮全体がお湯で浸るくらい、しっかりと濡らしま
す。
シャンプーは適量を手にとり、髪の毛ではなく、頭皮に直接もみこんでいくイメージでなじ
ませていきます。頭皮の汚れは泡で落ちるものではないので、たくさんつけてもあまり意味
はありません。頭皮の汚れは、指で落としていきます。
洗うときは、そのまま頭皮をマッサージするような感覚で洗っていきましょう。爪をたてて
ゴシゴシ洗ってしまうと、知らず知らずのうちに頭皮は傷つき、髪トラブルの原因となりま
すので、手から力を抜いて、指の腹を細かく動かしながら、洗っていくことが大切です。
シャンプーを落とすときは、念入りにしっかりと洗い流すことを心がけましょう。

251,リペアリングトリートメントヘアマスク
200g

●ご使用方法→シャンプーの後に髪の水気をしぼって、髪の毛を優し
くマッサージするように揉み込みます。
毛先からその少し上位までにつけるようにしましょう。
少しおいて、優しく洗い流してあげましょう。

約8000年熟成発酵された自然の恵み“フルボ酸”を
高配合したヘッドスパシリーズ
抜け毛予防とカラーコンサーブ（カラー剤の定
着）効果で健康な頭皮と潤いのある美しい毛髪に
導きます。
「コスメプラウド リペアリングヘアシャンプー
/リペアリングトリートメントヘアマスク」は、
健康な頭皮と毛髪を育むのに必要な栄養素（ビタ
ミン、ミネラル、アミノ酸、有機酸、酵素）を含
む、約8000年熟成発酵された土壌から抽出された
“フルボ酸”を高配合。その他、毛母細胞を活性化
させヘアサイクルを整える、南アメリカのパタゴ
ニアの酸性塩湖で育つ微細藻類“プレクラン”とヒ
アルロン酸より高い保湿・保水性に優れた、世界
で最も美しい海といわれる南太平洋のトンガ産
“フコイダン”（褐藻類のネバネバ成分）他を配合
した、ヘッドスパシリーズです。
ほのかなフローラルの香りで、頭皮や毛髪だけで
なく心もリフレッシュ。

税抜価格3,800円
JAN4573132790201
ケース入数36個

税抜価格4,800円
JAN4573132790195
ケース入数24個
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252,リペアリングスカルプエッセンス150ml

頭皮に潤いを与え、血行を促進。細くなった
髪にもハリ、コシ、ツヤを導く。
ヘッドスパシリーズに全方向で健康な頭皮と
美しい髪を育む頭皮用養毛エッセンス。
「コスメプラウド リペアリングスカルプ
エッセンス」は頭皮ケアの総仕上げとして、
美しく丈夫な毛髪が育ちやすいクリーンな頭
皮環境に整え、古くから生薬として知られる
和漢植物の血行促進作用と頭皮に潤いを与え
て柔軟にすることで、毛母細胞に栄養を届け
ます。毛乳頭細胞を活発にし、ホルモンバラ
ンスを整え、抜け毛を防ぎます。育毛効果の
ある頭皮環境を整える成分や成長因子により、
ハリ、コシ、ツヤのある美しい毛髪を育みま
す。

●ご使用方法→シャンプー又はトリーメントの後に、髪の水分をタオルでふき
取った後、頭皮の気になる箇所（毛髪の薄い所、つむじ、分けめ等）を中心に直
接地肌に数回スプレーし、エッセンスの液が頭皮に馴染み、また頭皮の血行を促
す様に1分程度、指で軽くマッサージします。（毛髪につけるのではなく、頭皮
（地肌）に直接つけ、軽くマッサージをする事が肝要）

税抜価格7,800円
JAN4573132790218
ケース入数36個
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253,アロゲイン５ 60ml

●効能・効果→壮年性脱毛症における発毛、育毛およ
び脱毛（抜け毛）の進行予防。
●用法・用量→成人男性（20歳以上）が、1日2回、1
回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
＊毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわか
るようになるまで少なくとも4か月間、毎日使用して
ください。

頭皮に直接塗れるピンポイン
トノズルで薬液を無駄なく使
えます。髪に薬剤が付着しに
くいため、薄毛が気になり初
めの若年層の方にもおすすめ
です。頭皮への刺激を低減さ
せるため、防腐剤や酸化防止
剤など無駄な添加物を配合し
ていません。

税抜価格6,980円
JAN4987316026107
ケース入数 36個



254,アロゲインスカルプシャンプー500ml

洗い上がりしっとり♪
保湿洗浄！
植物由来の保湿洗浄成
分が
頭皮のケアをしながら
過剰な皮脂を洗い落と
す

●効能→毛髪・頭皮を健やかに保つ、毛髪・頭
皮を清浄にする、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、ふ
け・かゆみを防ぐ

税抜価格3,980円
JAN4987316026022
ケース入数 12個
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255,アロゲインスカルプコンディショナー500ml

●効能→毛髪の水分・脂肪を補い保つ、裂毛・
切毛・枝毛を防ぐ、毛髪・頭皮をすこやかに保
つ、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、ふけ・かゆみを
防ぐ

洗い上がりさっぱり♪
コシのある髪へ！
植物などから抽出した
天然由来保湿エキスを
配合し
毛髪や頭皮を健やかに
保つ税抜価格3,980円

JAN4987316026039
ケース入数 12個



雑貨
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257,ペットトイレ用消臭除菌スプレー
1000ml

●使用方法→スプレーボトルに詰め替えてご使用頂け
ます。
●用途→ペットのオシッコ・排泄物の臭いの消臭・除
菌、ペットハウスた衣類などについた臭いの消臭、菌、
ウィルスの除菌、気になるところの消臭除菌

◎お得な大容量タイプ
です♪アリス消臭除菌
スプレーは無香料で、
食品添加物が主成分な
のでもしペットが舐め
てしまっても安全、さ
らに強力な消臭力を
持った消臭除菌スプ
レーです

税抜価格5,400円
JAN4573132790096
ケース入数10個
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256,ペットトイレ用消臭除菌スプレー200ml

アリス消臭除菌スプ
レーは無香料で、食品
添加物が主成分なので
もしペットが舐めてし
まっても安全、さらに
強力な消臭力を持った
消臭除菌スプレーです。

●使用方法→１回のプッシュで通常のスプレーの約4～5回分ほどスプレーしたのと同等の効
き目となり経済的。ロングプッシュ１回で約1.25cc噴射し、1日3～4回の使用だと約1か月～2
か月ご使用できます。市販の一般的な消臭除菌剤の使用期限は通常1か月～3か月に対して、
アリス消臭除菌スプレーは性能が変わらず、2年保存が可能。万が一の災害に備えた長期備蓄
にもお役立ちます。

税抜価格2,200円
JAN4582325700316
ケース入数24個



258,ニューマイコン文火楽々

●定格→100V 50/60Hz共通、定格消費電力→350W、使
用水量→最大1,000ml（薬量240g相当分）、仕上がり時
間→約55分（30分タイマーセット時）、質量→約1.5㎏、
外形寸法（cm）→幅約17×奥行約25.5×高さ約28、安
全装置→温度ヒューズ192度、付属品→茶こし

ワンタッチでタイマーをセットするだけで、
簡単に漢方薬ができあがります。漢方薬の有
効成分をたっぷり引き出すには文火が決め手。
文火の火力は強すぎず弱すぎず、軽く沸騰さ
せるくらいが良く、火力が強すぎるとアクを
引き出し飲みにくくなり、火力が弱すぎると
有効成分を十分に引き出せません。
マイコンがヒーターを制御し理想的な文火が
煎じ薬を美味しくします。また、還流方式で
においも有効成分も逃しません。
3段階の火力調節、1分刻みのタイマー設定、
ふきこぼれ・空焚き防止機能付きで、火の止
め忘れやふきこぼれの心配もなく、漢方薬に
合わせた細やかな設定も可能。これ一台で毎
日の煎じ薬がもっとお手軽になります。

税抜価格21,000円
JAN4987466939050
ケース入数６個
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259,マジックハンドクリーム 40g

●効能・効果→手指・皮膚の洗浄・消毒
●用法・用量→適量を手に取り、塗布又は塗擦する。

◎消毒持続時間約4時間！
手の消毒・洗浄ができるハ
ンドクリームです。
・食事前・レジャーに！
・手が洗えないときに！
・オフィスで！

税抜価格980円
JAN4987103051138
ケース入数60個



260,タイムバックプレミアム次亜塩素酸水

●用途→居住・空間の除菌・消臭、食材の殺菌
●使用方法→気になる所に直接十分量を噴霧してくだ
さい。食材に使用する際は必要に応じ、噴霧後、水で
すすいでください。

【ウイルスや菌を除去 99.9%】
●赤ちゃんに触れても安心の低刺激電解水
●酸性電解水とアルカリ性電解水を混合する
事により、高い抗菌活性を実現し、安定性に
優れ、安全で環境にやさしい電解水が誕生し
ました。
・洗浄力
浸透力が強く、水垢、たばこのヤニ、頑固な
油汚れ、たんぱく質も強力に分解洗浄します。
・人・環境への配慮
人体に有害な界面活性剤を含んでおらず泡立
ちしません。薬品、合成剤を一切使用しませ
んので環境への負荷もありません
・除菌・消臭
高い浸透力による除菌・防臭効果があり、洗
浄と除菌が同時に行えます

税抜価格1,200円
JAN4580020841020
ケース入数 100個
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261,箱マスク(お徳用)50枚

税抜価格2,980円
JAN6970920961429
ケース入数 50個



262,ココカラダハンドクリーンジェル 500ml

●使用方法→手のひらに適量を取り、な
じむまで手指全体に伸ばします。

アルコール70%含有、
ゲルタイプのハンドク
リーニングジェルです。
透明な保湿成分で肌を
しっとりしますが乾き
は早いです。天然のレ
モングラスの香りで爽
快さもアップ。

税抜価格1,500円
JAN4972991008258
ケース入数 15個
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263,フェイスシールド

サイズ：32x22cm
重量：約40g

●防雲及び帯電防止コー
ティング処理、明確かつ両
面防雲効果
●飛沫防止、花粉対策、防
塵、防護
●軽量で取り付け簡単、顔
面保護、携帯便利
●お店や施設、コンビニ、
スーパー他、様々な業務の
従業員の対策備品としてお
ススメです。

税抜価格800円
JAN4562350978065
ケース入数 100個



264,微酸性次亜塩素酸水 300ml

●使用方法→希釈せずそのままご使用で
います。他の薬剤と混合できません。

ほとんどの菌・
ウィルス・微生物
に有効です。
(糸状菌、ウィルス、
真菌、病原菌、食
中毒菌、一般細菌)

税抜価格1,650円
JAN4570069980002
ケース入数 24本
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265,３層不織布マスクふつう個包装10枚入り

●使用方法→芯の入った鼻フィットがあ
る方を上側、ひもの接着面がある方を表
側に向け装着します。

持ち運びに便利な個
包装タイプ♪
立体三層構造で呼吸
がラク！
鼻からアゴまで立体
ガード、耳にやさし
い柔らか耳掛け♪税抜価格728円

JAN4570084381112
ケース入数 100個



266,ポケクリン12包入り

●使用方法→ジェルを手のひらに適量の
せて手全体にのばした後は汚れと一緒に
ティッシュ等で拭き取ってください。

外出先での食事前
やトイレなど手洗
いができない時に
簡単便利！手・指
を清潔に保つ、携
帯用ハンドジェル。

税抜価格250円
JAN4562441906496
ケース入数50個
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267,Ｐクリーンアルコール除菌スプレー 300ml

●使用方法→ノズル先端のロックを解除
し、噴出口を対象として。

吹きかけるだけ
で！ウィルス・細
菌を簡単除去！ド
ア周り・テーブ
ル・浴槽・キッチ
ン・トイレなど気
になる箇所に♪

税抜価格1,800円
JAN4570063710025
ケース入数20個



268,Ｐクリーンアルコールハンドジェル 500ml

●使用方法→手のひらに適量をとり、手
指全体に伸ばして、よくすりこみます。

べとつかない使用
感！手指にすりこ
むだけで簡単除菌
♪大容量500ml！
保湿成分も配合し
ています。

税抜価格1,800円
JAN4570063710018
ケース入数20個
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269,ハイテクマスク40枚（2枚入り×20個）

●使用方法→１、プリーツを上下いっぱいまで広げ、
マスクが立体になるようにする。２、ノーズフィット
ラインを指で押さえて鼻の形に合わせる。その指で押
さえたまま耳掛けゴムを耳にかける。３、立体になっ
たマスクを鼻からあごまですっかり隠れるようにかけ
る。

呼吸がラクな薄型4
層構造！会話がス
ムーズで、メガネ
がくもりにくい♪
風邪・花粉・ホコ
リ対策に！税抜価格2,000円

JAN4987358050726
ケース入数20個



270,マジックハンドクリーム 300ml

●効能・効果→手指・皮膚の洗浄・消毒
●用法・用量→適量を手に取り、塗布又は塗擦する。

◎消毒持続時間約4時
間！
手の消毒・洗浄がで
きるハンドクリーム
です。
・食事前やトイレ後
にも！
・手が洗えないとき
に！オフィスでも！

税抜価格2,980円
JAN4987103051619
ケース入数24本
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271,子供用ジュニアサイズ
不織布3層構造マスク 50枚入

●使用方法→１、プリーツを伸ばし、マスクが立体に
なるように広げます。耳ゴムが内側に取り付けてある
方が内側です。２、マスクを顔に当てて、ノーズ
フィッターを鼻の形に合わせます。３、マスクを押さ
えた状態で耳ゴムをかけます。顔とマスクの間に隙間
が無いよう、マスクの形を整えて下さい。

3層構造でのどや鼻
をしっかりサポー
ト！風邪予防・花
粉・ウィルス対策
に！耳が痛くならな
いソフトゴム採用

税抜価格2,700円
JAN4980511201835
ケース入数40個


