
「奈良のくすり」メーカーと
プ

奈良県には 約７００年前から医薬品の製造

漢方のメッカ推進プロジェクト商品

奈良県には、約７００年前から医薬品の製造
に携わっているメーカーもあり、その伝統は連
綿と続 ます綿と続いています。

しかも伝統的なくすりの良さを⼗分研究した
うえで、時代に合った方法に置き換えて製造さ
れているのです。また、健康食品や自然派化粧
品など時代に合った新しい製品も開発していま
す。
そのメーカーや商品の一部を紹介します。そのメ カ や商品の 部を紹介します。
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0747-64-0848 Email darani-y@m5.ne.jp 
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FAX
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⾦陽製薬株式会社 1947年創業⾦陽製薬株式会社 9 年創業
〒637-0014 奈良県五條市住川町1420 
TEL 0747-22-3451 E-mail webinfo@kinyo-seiyaku.co.jp
http://kinyo-seiyaku.co.jp

＜会社紹介＞
1931年サーブ研究所を創業、1947年⾦陽製薬株式会社を設⽴。2000年テクノ奈良⼯場の操業を開始しました。
創業当時より医薬品、滋養強壮等の内服液剤の製造をしており、現在も本社を始め２つのＧＭＰ⼯場でドリンク剤
を中心に医薬品から入浴剤、健康食品などを生産しております。当社は、医薬品メーカーとして半世紀を超える歴を中心に医薬品から入浴剤、健康食品などを生産しております。当社は、医薬品メ カ として半世紀を超える歴
史を歩みこれからも絶えず品質の向上と新製品開発に努⼒をかさねてまいります。

会社全景 ⾦陽製薬株式会社 1970年代に発売され た配置薬

主力商品

昔のホーロー看板 会社全景

＜購入先＞

⾦陽製薬株式会社で1970年代に発売されていた配置薬

トッカピン１００ トッカピンAⅡ内服液トッカピンFXⅡ

・奈良市内の販売取り扱い店舗・・・ウェル
シア薬局・ドラッグストア木のうた・ コクミンド
ラッグ・ダイコクドラッグ・サンドラッグ・ ドラッ
グセイムス（ﾋﾞﾀｸﾞﾙｺﾝ内服液DⅡ、ｼﾞﾝﾎﾙ）
・ケンコ コム http://www kenko com/

ジンホル ビタグルコン内服液DⅡ

・ケンコーコム http://www.kenko.com/
(ｼﾞﾝﾎﾙ、ﾄｯｶﾋﾟﾝＡⅡ内服液）
・CMC JAPANモール

⾦陽製薬株式会社 1947年創業⾦陽製薬株式会社 9 年創業
〒637-0014 奈良県五條市住川町1420 
TEL 0747-22-3451 E-mail webinfo@kinyo-seiyaku.co.jp
http://kinyo-seiyaku.co.jp

＜会社紹介＞
1931年サーブ研究所を創業、1947年⾦陽製薬株式会社を設⽴。2000年テクノ奈良⼯場の操業を開始しました。
創業当時より医薬品、滋養強壮等の内服液剤の製造をしており、現在も本社を始め２つのＧＭＰ⼯場でドリンク剤
を中心に医薬品から入浴剤、健康食品などを生産しております。当社は、医薬品メーカーとして半世紀を超える歴を中心に医薬品から入浴剤、健康食品などを生産しております。当社は、医薬品メ カ として半世紀を超える歴
史を歩みこれからも絶えず品質の向上と新製品開発に努⼒をかさねてまいります。

会社全景 ⾦陽製薬株式会社 1970年代に発売され た配置薬

主力商品

昔のホーロー看板 会社全景

＜購入先＞

⾦陽製薬株式会社で1970年代に発売されていた配置薬

トッカピン１００ トッカピンAⅡ内服液トッカピンFXⅡ

・奈良市内の販売取り扱い店舗・・・ウェル
シア薬局・ドラッグストア木のうた・ コクミンド
ラッグ・ダイコクドラッグ・サンドラッグ・ ドラッ
グセイムス（ﾋﾞﾀｸﾞﾙｺﾝ内服液DⅡ、ｼﾞﾝﾎﾙ）
・ケンコ コム http://www kenko com/

ジンホル ビタグルコン内服液DⅡ

・ケンコーコム http://www.kenko.com/
(ｼﾞﾝﾎﾙ、ﾄｯｶﾋﾟﾝＡⅡ内服液）
・CMC JAPANモール
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株式会社クラブコスメチックス
〒550-0005 ⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町2-6-11

TEL 06-6531-2990
h // l b i j

＜会社紹介＞

http://www.clubcosmeetics.co.jp
1903年創業

＜会社紹介＞
東洋の化粧品王とも呼ばれた、創業者：中山太一が日本人の肌に優しい化粧品を届
けたいと、天然成分を原料としたクラブ洗粉（パウダー洗顔料）を発売。⼤ヒット
商品となり、以来、品質最優先主義を貫き、素材にこだわった、確かな「本物」の
商品を１世紀以上に渡り提供 現在は 企画・開発 製造・販売まで一貫して実施商品を１世紀以上に渡り提供。現在は、企画 開発、製造 販売まで 貫して実施
し、様々なチャネルにおいてお客様ニーズにお応えしています。

会社全景

薬用クラブ美身クリーム
(1935年発売）
女性ホルモン配合

クラブ洗粉
(1906年発売）

主力商品
会社全景

＜購入先＞＜購入先＞
ならこすめ２品：奈良県のお土産物
店のほか、通信販売でも取り扱って
いる。
それ以外：全国のバラエティショップ、
スーパー ドラッグストア 通信販売

ならこすめ
エッセンス

ならこすめ
大和の恵クリーム

クラブすっぴん
パウダー

クラブ エアリータッチ
パウダー

クラブホルモン
クリーム

ス パ 、ドラッグストア、通信販売
でも取扱っている。

通信販売０１２０－５０８－３６９
http://club.cosmeonline.com
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株式会社コスメプロ
〒639 3106 奈良県吉野郡吉野町志賀390 ＜購入先＞〒639-3106 奈良県吉野郡吉野町志賀390

TEL 0746-32-5937
http://www.cosmepro.co.jp/

＜購入先＞
・株式会社東急ハンズ、ドラッグストア
の一部店舗
インターネット販売
(

ttp //www cos ep o co jp/

E-mail info@cosmepro.co.jp
1989年創業

(㎜-cosme online shop ：E-mail 
info@cosmepro.co.jp)

＜会社紹介＞
化粧品の専門家としてOEMおよびオリジナル製品の開発、商品企画を中心とした事業を展開して
います。 創業当時、まだノウハウの少なかった“無添加”化粧品の開発に取り組み、製品化に成功
したのを⽪切りに、つねに“より肌に良いもの”“他社にはない製品”づくりに専念して参りました。したのを⽪切りに、つねに より肌に良いもの 他社にはない製品 づくりに専念して参りました。
そのための技術開発と、これを可能にする設備の導入を最優先に取り組んでおります。
主力商品

スーパースムージー
550g (全3種類)） PRETURE

化粧水・乳液
プラセンタ
EXクリーム

クレンジア 500mL     
(全4種類)

プレミアムフルーツソルベ 500g (全9種類)
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佐藤薬品工業株式会社
〒634 8567奈良県橿原市観⾳寺町9番地の２〒634-8567奈良県橿原市観⾳寺町9番地の２

TEL 0744-28-0021
FAX 0744-28-00300 8 0030

http://www.sato-yakuhin.co.jp/

1947年創業
＜会社紹介＞
佐藤薬品工業は、1947年の創業以来、「事業を通じ国⺠の保健衛⽣に貢献する」
を経営の第一義に、医薬品受託加工業界のリーディングカンパニーとして、内服固
形剤 製剤 包装技術 鑚 励 新 備 導 場 倉庫 増

1947年創業

形剤の製剤・包装技術の研鑚に励むとともに、最新設備の導入や工場、倉庫の増設
など、顧客ニーズに適合した経営展開を実践して参りました。
製剤技術の向上を図り、より良い物を、より早く、より安く、真⼼を込めて供給し
続けられる信頼される物造り工場を目指しております。

主力商品

会社全景

主力商品

ビタレオンＢ２ 海老丸平宝漢 ビ

＜購入先＞株式会社ホーエイが運営するサプリの館（http://hoeisupple.shop25.makeshop.jp/ ）で販売中。

ビタレオンＢ２
（薏苡仁エキス配合肌あれ・
にきび・口内炎に）

海老丸Ａ
（和漢生薬のはらぐすり）

天平宝漢
（14種類の生薬配合の滋養強壮剤）

アスビタンV100
（目・腰・肩に効く ビタミンＢ1
主薬製剤）

ヒトミタンf
（関節痛・神経痛・腰痛に）

佐藤薬品工業株式会社
〒634 8567奈良県橿原市観⾳寺町9番地の２〒634-8567奈良県橿原市観⾳寺町9番地の２

TEL 0744-28-0021
FAX 0744-28-00300 8 0030

http://www.sato-yakuhin.co.jp/

1947年創業
＜会社紹介＞
佐藤薬品工業は、1947年の創業以来、「事業を通じ国⺠の保健衛⽣に貢献する」
を経営の第一義に、医薬品受託加工業界のリーディングカンパニーとして、内服固
形剤 製剤 包装技術 鑚 励 新 備 導 場 倉庫 増

1947年創業

形剤の製剤・包装技術の研鑚に励むとともに、最新設備の導入や工場、倉庫の増設
など、顧客ニーズに適合した経営展開を実践して参りました。
製剤技術の向上を図り、より良い物を、より早く、より安く、真⼼を込めて供給し
続けられる信頼される物造り工場を目指しております。

主力商品

会社全景

主力商品

ビタレオンＢ２ 海老丸平宝漢 ビ

＜購入先＞株式会社ホーエイが運営するサプリの館（http://hoeisupple.shop25.makeshop.jp/ ）で販売中。

ビタレオンＢ２
（薏苡仁エキス配合肌あれ・
にきび・口内炎に）

海老丸Ａ
（和漢生薬のはらぐすり）

天平宝漢
（14種類の生薬配合の滋養強壮剤）

アスビタンV100
（目・腰・肩に効く ビタミンＢ1
主薬製剤）

ヒトミタンf
（関節痛・神経痛・腰痛に）
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株式会社三光丸
〒639 2245奈良県御所市今住700 1〒639-2245奈良県御所市今住700-1

TEL 0745-67-0003

http://www.sankogan.co.jp/
マスコットキャラクター

さんこう丸p g jp
E-mail info@sankogan.co.jp

1319年創業
＜会社紹介＞
「和漢胃腸薬三光丸」を製造販売しています。三光丸の歴史
はたいへん古く、その創製は約700年前までさかのぼります。
三光丸という薬名も 南北朝時代に後醍醐天皇から授けられ三光丸という薬名も、南北朝時代に後醍醐天皇から授けられ
たといわれています。会社敷地内には、奈良の薬と漢⽅薬に
関する多数の資料を展⽰する「三光丸クスリ資料館」があり、
どなたでも無料でご⾒学いただけます。 会社全景

主力商品

＜購入先＞
奈良県御所市今住700-1
株式会社三光丸

三光丸（6包箱入り）
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スタンレー薬品有限会社
〒630 0255奈良県⽣駒市⼭崎新町10 22〒630-0255奈良県⽣駒市⼭崎新町10-22

TEL 0743-20-8317

http://www stanley-p co jp/

＜購入先＞
・スタンレー薬品有限会社ホームページ
URL：http://www.stanley-p.co.jp/
・（一財）新宮徐福協会ホームページ
URL:http://www jofuku or jp/http://www.stanley p.co.jp/

E-mail info@stanley-p.co.jp

1994年創業

URL:http://www.jofuku.or.jp/
・徐福公園売店
和歌山県新宮市徐福1-4-24

＜会社紹介＞
大阪の日本橋で、⽣薬を中心に取り扱う卸売販売業者として誕⽣しました。

1994年創業

大阪の日本橋で、⽣薬を中心に取り扱う卸売販売業者として誕⽣しました。
設⽴当初は、店舗「やまと薬店」も併設しており、伝統薬である陀羅尼助丸
や和漢薬、漢⽅薬、健康⾷品、等を販売しておりました。現在は、奈良県⽣
駒市にて、天然原料素材販売の専門業者として、天台烏薬葉や大和当帰葉な
どを利⽤した原料及び商品の開発や提案をさせていただいております。

主力商品
会社全景

徐福蓬莱本舗シリーズ 吉野本葛入りしょうが湯 どくだみ十宝茶 アガベイヌリン顆粒

スタンレー薬品有限会社
〒630 0255奈良県⽣駒市⼭崎新町10 22〒630-0255奈良県⽣駒市⼭崎新町10-22

TEL 0743-20-8317

http://www stanley-p co jp/

＜購入先＞
・スタンレー薬品有限会社ホームページ
URL：http://www.stanley-p.co.jp/
・（一財）新宮徐福協会ホームページ
URL:http://www jofuku or jp/http://www.stanley p.co.jp/

E-mail info@stanley-p.co.jp

1994年創業

URL:http://www.jofuku.or.jp/
・徐福公園売店
和歌山県新宮市徐福1-4-24

＜会社紹介＞
大阪の日本橋で、⽣薬を中心に取り扱う卸売販売業者として誕⽣しました。

1994年創業

大阪の日本橋で、⽣薬を中心に取り扱う卸売販売業者として誕⽣しました。
設⽴当初は、店舗「やまと薬店」も併設しており、伝統薬である陀羅尼助丸
や和漢薬、漢⽅薬、健康⾷品、等を販売しておりました。現在は、奈良県⽣
駒市にて、天然原料素材販売の専門業者として、天台烏薬葉や大和当帰葉な
どを利⽤した原料及び商品の開発や提案をさせていただいております。

主力商品
会社全景

徐福蓬莱本舗シリーズ 吉野本葛入りしょうが湯 どくだみ十宝茶 アガベイヌリン顆粒
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清栄薬品株式会社 会社全景清栄薬品株式会社
〒630-0142 奈良県⽣駒市北⽥原町1674-10

TEL0743-78-0528 FAX0743-78-9293

＜会社紹介＞

1960年創業

＜購入先＞＜会社紹介＞
人々の健康に貢献し続けるために伝統と新しさ
を融合した原料開発。独⾃性を追求した唯⼀の
商品開発

＜購入先＞
E-mail：
p.sin-ei@beach.ocn.ne.jp

商品開発。
主力商品

⼤和当帰葉・芍薬の花スキっと松

タバコがやめられない喫
煙者の為のサポート食品
です。

すっきりしたい人の為のサ
ポート食品です。

大和当帰葉、芍薬の花を食品として使える
ように加工した原料です。

です。
「未病で困る女性」の味方となる商品開発に
つながるよう取り組んでいます
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