
プ
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「奈良的製藥」製造商與
「漢方的麥加推廣計畫」商品

奈良縣約從700年前就有從事醫藥品製造的
廠商，其傳統延續至今。

此外，在精研傳統製藥優勢的基礎上，更新
為順應時代需求的製藥技術。而且，也不斷
推出保健食品及自然系化妝品等順應時代潮
流的新產品。
　以下介紹部分製造商及商品。



＜会社紹介＞

大峯山陀羅尼助製薬有限会社
〒638-0431奈良県吉野郡天川村大字洞川485-1

TEL 0747-64-0848
FAX 0747-64-0849

E-mail darani-y@m5.ne.jp

1948年創業

主力商品

会社全景

＜購入先＞電話 0747-64-0848 Email darani-y@m5.ne.jp でお願いします。

陀羅尼助丸

行者尊

本藥於 6 世紀，於役行者在建寺的大峰山山麓研製而成，是具有苦味的健
胃藥。 在主原料中添加黃柏皮、老鸛草、莪朮，製成適合於現代人的藥丸。
　以往以大和成藥鼻祖聞名，為日本的「靈藥」。依據傳統經驗傳承與最新
系統製造的「陀羅尼助丸」，守護著大家的腸胃。

在原料方面，調配了健胃劑
（黃柏皮、莪朮）、整腸劑（老鸛草）。
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修驗道的開山祖。據傳研發製造陀羅尼助。

  1 次服用量包裝的產品。瓶裝，也有實惠的大包裝。

株式会社きぬや薬舗
〒639-2245 奈良県御所市大字今住475 

TEL 0745-67-0016

E-mail kinuya@cyber.ocn.ne.jp
1890年創業

主力商品
和漢生薬の胃腸薬

きぬや鯉膽丸
解熱鎮痛薬
ソラジン

解熱鎮痛薬
はいたづつうトンプク

総合感冒薬
ネオメトン錠

和漢胃腸薬
鯉膽丸

＜購入先＞
当社へ電話、FAX又は文書にて注文をお願い致します。TEL 0745-67-0016 FAX 0745-67-1971

昔の置き薬の預け袋

(

由前前代安田寅吉開始登門販售，之後兼營製藥業，1935年為拓展外銷事業，設立出口成
藥生產公司，1944年因國家對企業的擴充，成立大和共同製藥株式會社，1947年因政府
取消統管而設立新公司至今。
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金陽製薬株式会社 1947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

主力商品

ジンホル

トッカピン１００

会社全景

トッカピンAⅡ内服液トッカピンFXⅡ

ビタグルコン内服液DⅡ

＜購入先＞
・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

　1931年創辧Serve 研究所，1947年設立金陽製藥株式會社。2000年 Techno 奈良工廠開始投入生產。
　從創業當時開始製造醫藥品、滋補強身等内服液劑，現在連總公司共擁有2家GMPS工廠，以機能性飲料為主，生
產項目包括醫藥品到入浴劑、保健食品等。本公司以醫藥品製造商的形式，走過超過半世紀的歷史，今後也將持續致力於
提昇品質與開發新產品。

＜会社紹介＞

金陽製藥株式會社於 20世紀 70 年代上市的家庭配置藥以前的珐瑯製廣告招牌
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＜会社紹介＞

にお応えしています。

株式会社クラブコスメチックス
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-6-11

TEL 06-6531-2990
http://www.clubcosmetics.co.jp

1903年創業

主力商品

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

会社全景

＜購入先＞
ならこすめ２品：奈良県のお土産物
店を中心に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
でも取扱っている。

通信販売０１２０－５０８－３６９
http://club.cosmeonline.com

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）

也被譽為東洋的化妝品王之創業者：中山太一，本著想推出呵護日本人肌膚的化妝品初
衷，販售以天然成分為原料的 CLUB ARAIKO（粉末洗面劑）。推出後成為熱門商品，此後
貫徹品質至上主義，超過一世紀提供嚴選素材、實在的「真材實料」商品。現在更一條龍實
施企劃開發、生產銷售，在各通路上滿足客戶的需求。
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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

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

E-mail info@cosmepro.co.jp
1989年創業

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

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

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)

主力商品

＜会社紹介＞
以化妝品的專家，展開以OEM及開發自製產品、商品企劃為中心的事業。在創業當時，致力於開發當
時技術尚未成熟的「無添加」化妝品，以成功地產品化為開端，時常專注於生產「對肌處更好的產品」、
「別家沒有的產品」。因此，技術開發與引進可實現這些理念的設備，為最優先考量。
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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

TEL 0744-28-0021
FAX 0744-28-0030

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

1947年創業

＜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 海老丸Ａ天平宝漢 アスビタンV100 ヒトミタンf

主力商品

会社全景

（薏苡仁エキス配合肌あれ・
にきび・口内炎に）

（和漢生薬のはらぐすり）（14種類の生薬配合の滋養強壮剤） （目・腰・肩に効く ビタミンＢ1
主薬製剤）

（関節痛・神経痛・腰痛に）

＜会社紹介＞
佐藤藥品工業自1947年創業以來，以「透過事業，對國民的保健衛生做出貢獻」作
為經營的第一原則，以醫藥品受託加工業界的龍頭企業身分，在致力於鑽研口服固
形劑的製劑及包裝技術的同時，也著手引進最新設備、增設工廠與倉庫等，努力實踐
符合顧客需求的經營佈局。以值得信賴的生產工廠為目標，力求提昇製劑技術，用心
持續供應更快速、更便宜的優質產品。
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株式会社三光丸
〒639-2245奈良県御所市今住700-1

TEL 0745-67-0003

http://www.sankogan.co.jp/
E-mail info@sankogan.co.jp

1319年創業

会社全景

三光丸（6包箱入り）

マスコットキャラクター

さんこう丸

＜購入先＞
奈良県御所市今住700-1
株式会社三光丸

主力商品

＜会社紹介＞
生產銷售「和漢胃腸藥三光丸」。三光丸的歷史非常久遠，其創製可
追溯到約700年前。三光丸這個藥名，據傳也是在日本南北朝時代，
受後醍醐天皇封賜之名。在公司廠區裡設置了展示許多有關奈良的
製藥與漢方藥資料的「三光丸藥物資料館」，任何人都可免費參觀。
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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

TEL 0743-20-8317

http://www.stanley-p.co.jp/
E-mail info@stanley-p.co.jp

1994年創業

主力商品

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

会社全景

＜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/
・徐福公園売店
和歌山県新宮市徐福1-4-24

＜会社紹介＞
在大阪的日本橋，誕生了以處理天然藥材為主的批發業者。設立當初也附設了「大
和藥店」店舖，銷售傳統藥品陀羅尼助丸與和漢藥、漢方薬、保健食品等。現今在
奈良縣生駒市，作為天然原料素材銷售的專業業者，開發並提議利用天台烏藥葉
和大和當歸葉等原料及商品。
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＜会社紹介＞

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
1960年創業

主力商品

会社全景

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

大和当帰葉・芍薬の花スキっと松

　融合傳統與現代化原料開發，以持續對人們的健
康付出貢獻。追求獨特的獨家商品開發。

專為有「肚子脹脹卻不易排出」
困擾的人設計的輔助食品。

以大和當歸葉、芍藥花為原料，
加工製成食品使用。

專為「為亞健康而煩惱的女性」
開發可解決困擾的商品。

專為無法戒菸的癮君子
開發的輔助食品
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＜会社紹介＞

全国薬品工業株式会社
〒634-0812奈良県橿原市今井町2丁目1-2

TEL0744-22-6381
http://www.zenkoku-yakuhin.co.jp/

E-mail info@zenkoku-yakuhin.co.jp
1928年創業

主力商品

会社全景

サーミン 全国楽心 全国胃散 全国胃腸丸 サーミン八味丸

昔の商品表示 ﾎｼﾀﾞﾙﾏ

＜購入先＞
サーミン、全国楽心、全国胃散、
全国胃腸丸、サーミン八味丸の購
入方法は薬局、ドラッグストア、配
置販売、インターネット販売で展開。

　1928 年成立細川製劑所（Sarmin 本鋪），創立醫藥品製
造業、推出頭痛藥「Sarmin」上市。1949 年 設立細川製藥
株式會社， 1964 年將公司改名為 全國藥品工業株式會社，
並全新販售漢方藥「Sarmin 八味丸」和漢方天然藥材「全國
胃腸丸」芳香性健胃制酸藥「全國胃散」
等數十種產品。
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