
＜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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大師製薬株式会社
〒634-0074 奈良県橿原市四分町79-2

TEL0744-23-6000

http://www.daisi.jp./
E-mail daishi@leto.eonet.ne.jp 

1916年創業

主力商品

ダイシベルＳ ネビラックＤ 胃腸良剤大師丸 慈光散 虔修六神丸

＜購入先＞＜購入先＞

弊社まで お電話（0744-23-6000）、
メール（daishi@leto.eonet.ne.jp）、
ＦＡＸ (0744-22-0477) もしくは弊社ホー

ムページ（http://www.daisi.jp./）よりご

注文願います。

＜会社紹介＞
於1916年創業米田天惠堂本店，1966年設立大師製藥株式會社。自創業以來，以調配傳統珍貴動物藥材強
心藥為首，製造各種深植各位生活中的醫藥品。
今後也持續努力推出能滿足顧客需求的高品質又安全性高的醫藥品，同時提供正確資訊，為增進客戶的健康而付
出貢獻。
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主力商品

力臓心 白樺仙 千里光明 三味ウコンＫ フーディア粒

＜購入先＞
・力臓心

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
・その他の商品
弊社までご連絡ください。

大佛堂製薬株式会社
〒634-奈良県御所市冨田23番地の5

TEL0745-62-2713
http://www.daibutsudo-seiyaku.com/

E-mail im-tamura@daibutsudo-seiyaku.com
1952年創業

＜会社紹介＞
1952年在位於金剛、葛城山山麓的奈良縣御所市，開始製造家庭配置
藥（常備藥）。當地為和漢藥的創始者役行者的出生成長之地，自古就是
醫藥品的製造重鎮。本公司主要生產傳統的球形製劑，即藥丸。近年來，
也把重心放在營養輔助食品的製造，並輸出海外。在‘製藥發祥地’的環
境中，每天視開發良藥為使命，並持續向前邁進。
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主力商品

力臓心 白樺仙 千里光明 三味ウコンＫ フーディア粒

＜購入先＞
・力臓心

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
・その他の商品
弊社までご連絡ください。

大佛堂製薬株式会社
〒634-奈良県御所市冨田23番地の5

TEL0745-62-2713
http://www.daibutsudo-seiyaku.com/

E-mail im-tamura@daibutsudo-seiyaku.com
1952年創業

＜会社紹介＞
1952年在位於金剛、葛城山山麓的奈良縣御所市，開始製造家庭配置
藥（常備藥）。當地為和漢藥的創始者役行者的出生成長之地，自古就是
醫藥品的製造重鎮。本公司主要生產傳統的球形製劑，即藥丸。近年來，
也把重心放在營養輔助食品的製造，並輸出海外。在‘製藥發祥地’的環
境中，每天視開發良藥為使命，並持續向前邁進。
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＜会社紹介＞

ダイヤ製薬株式会社
〒550-0005 奈良県橿原市上品寺町515

TEL 0744-21-5577
http://www.dia-pharma.com

1948年創業

主力商品

パープルショット パープルショット
うがい薬Ｆ

「ひえひえ天国」
冷却シート

さわやか毛穴黒
パック

会社全景

＜購入先＞
薬局、ドラッグストア

  DIA 製藥 SPIRITS 秉持著沒有就創造的精神，開發出世界首
例的結合水溶性高分子技術與受體的「貼上就有療效」的醫藥
品、「貼了就會變美」的化妝品、「貼了就能維持健康」的保健產
品，在保健領域形成龐大市場。
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太陽堂製薬株式会社
〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐578 

TEL0744-52-2174
http://www.taiyoudo.com

E-mail goiken@taiyoudo.com

1875年創業

招ふく かぜロンゴールド顆粒 赤ぐすり 蔘茸六神丸 骨骨カルシウム

昔の商品表示

昔の会社看板

＜購入先＞www.taiyoudoshop.com
www.taiyoudo.com

主力商品

＜会社紹介＞
在世界遺產吉野與古代日本起源之地飛鳥環繞的地方創
業。從治療疾病的傳統製藥，到守護健康的機能性食品都有
製造。目標在於活用古代就有的巧妙利用植物療效的智慧，
為現在的產品注入新生命。
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太陽堂製薬株式会社
〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐578 

TEL0744-52-2174
http://www.taiyoudo.com

E-mail goiken@taiyoudo.com

1875年創業

招ふく かぜロンゴールド顆粒 赤ぐすり 蔘茸六神丸 骨骨カルシウム

昔の商品表示

昔の会社看板

＜購入先＞www.taiyoudoshop.com
www.taiyoudo.com

主力商品

＜会社紹介＞
在世界遺產吉野與古代日本起源之地飛鳥環繞的地方創
業。從治療疾病的傳統製藥，到守護健康的機能性食品都有
製造。目標在於活用古代就有的巧妙利用植物療效的智慧，
為現在的產品注入新生命。
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大和合同製薬株式会社
〒 634-0826 奈良県橿原市川西町410

TEL 0745-65-2130

http://yamatogodo.com/
E-mail yoshikane.masuda@yamatogodo.com

1943年創業

主力商品

乗り物酔い
止めドロップ

すっぽん活血精

会社全景

パスビタイミン

ビタイミンＤ３０００ ビタダッシュローヤル

昔の商品表示

＜購入先＞
http://www.kenko.com
/product/br/br_89101
70.html

＜会社紹介＞
第一代於大正時代以登門販售業創業，其後於1943年
法人化。20 世紀 60 年代，增加製造家庭配置藥項目，
開始製造液劑。現在以製造液劑為主，不限於醫藥品，也
製造軟性飲料。目前正在擴大向海外擴建通路。
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大和製薬株式会社
〒639-2344奈良県御所市大字東佐味334-1

TEL 0745-66-0112
https://www.shokokai.or.jp/29/292081S0756/index.htm

E-mail: daiwaseiyaku_okada@ybb.ne.jp
黒玉龍膽丸またはくろだまりゅうたんがんで検索

1912年創業
＜会社紹介＞

主力商品

黒玉龍膽丸 フータンカプセルＧ トクシンＡ ネオアロピタン ケロチン

薬研（やげん）
生薬を粉砕する道具

化学天秤
0.1mg単位まで測れます

＜購入先＞黒玉龍膽丸

・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・ダイ
コクドラッグ・サンドラッグ

ダイワ

むかしの道具

大和製藥株式會社於1912年，在日本奈良縣御所市創業其前身「岡田快
生堂」，製造銷售家庭配置藥（常備藥）。1978年因組織變更，將公司改名
為「大和製藥株式會社」，自創業以來歷經超過100年，透過配置員，為國
人扮演著遞送健康的角色。本公司提供對全國家庭有效且安心的藥品，支
持著各位的健康。
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大和製薬株式会社
〒639-2344奈良県御所市大字東佐味334-1

TEL 0745-66-0112
https://www.shokokai.or.jp/29/292081S0756/index.htm

E-mail: daiwaseiyaku_okada@ybb.ne.jp
黒玉龍膽丸またはくろだまりゅうたんがんで検索

1912年創業
＜会社紹介＞

主力商品

黒玉龍膽丸 フータンカプセルＧ トクシンＡ ネオアロピタン ケロチン

薬研（やげん）
生薬を粉砕する道具

化学天秤
0.1mg単位まで測れます

＜購入先＞黒玉龍膽丸

・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・ダイ
コクドラッグ・サンドラッグ

ダイワ

むかしの道具

大和製藥株式會社於1912年，在日本奈良縣御所市創業其前身「岡田快
生堂」，製造銷售家庭配置藥（常備藥）。1978年因組織變更，將公司改名
為「大和製藥株式會社」，自創業以來歷經超過100年，透過配置員，為國
人扮演著遞送健康的角色。本公司提供對全國家庭有效且安心的藥品，支
持著各位的健康。
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主力商品

ノドロップS（口腔殺菌） ノドロップコフ（鎮咳去痰） クリームポピーＳ（鎮痒） ハイポピーＳ（鎮痒）

高市製薬株式会社
〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口10番地

TEL0744-54-2020
http://www.takaichi.co.jp/
E-mail:info@takaichi.co.jp

1922年創業

＜購入先＞
配置販売業者

ケンコーコム

会社全景会社全景

＜会社紹介＞
從大陸傳來佛教的同時，也最早傳入漢方醫藥的飛鳥，本公司在這裡的
明日香村創業，90幾年來歷經3代的努力，建立出信賴與口碑。主要專
攻醫藥品、準藥物的滴劑製造，其中滴劑的技術開發受到好評，積極參與
共同開發、受託製造等商業活動。此外，也投入外用劑（軟膏、凝膠）的開
發製造。
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大阪本社︓〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10T･M･B道修町ビル TEL 06-6203-4881
奈良工場︓〒639-2295 奈良県御所市西寺田50 TEL 0745-66-1521

http://www.tamura-p.co.jp/
E-mail：soumu@tamura-p.co.jp

主力商品

会社全景

解熱鎮痛薬

奈良工場と薬草園

＜購入先＞

・「りき精」スーパーオークワにて販売。
・「恵快ACE」キリン堂店舗にて販売。
・「りき精」、「薬草便秘薬」については

ケンコーコムにて販売。
http://www.kenko.com/ 快恵「」精きり「」薬秘便草薬「 ACE」

固形剤、液剤の製造

＜会社紹介＞
　我們田村藥品工業創業於 1948 年，以銷售家庭配置藥（送貨到府）為
根基，從事錠劑「TSUSHIN（痛欣）」、糖衣錠「PURIDOMIN（普利多敏）」、
塑膠安瓶「ISOBITAN（伊舒比坦）口服液」、醫藥品飲用藥劑「ISOBITAN

（伊舒比坦）Ｄ」等獨家自有品牌商品的開發、製造。
　產品主要面向藥房，是生產銷售迎來力精系列銷售 60 周年的機能性飲
料「RIKISEI」、「力精」、今年推出新配方解熱鎮痛藥「惠快 ACE」、僅使用天
然藥材製造的溫和型「藥草便秘藥」的製藥企業。
  現在為擴充「以更便宜的價格提供更優質產品」的受託事業，以國内屈指
可數的飲料工廠為主，建構遵循 GMP 基準的最新鋭生產能力系統。
　迎來了成立 68 週年，是不斷向未來挑戰的健康開發企業。
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大阪本社︓〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10T･M･B道修町ビル TEL 06-6203-4881
奈良工場︓〒639-2295 奈良県御所市西寺田50 TEL 0745-66-1521

http://www.tamura-p.co.jp/
E-mail：soumu@tamura-p.co.jp

主力商品

会社全景

解熱鎮痛薬

奈良工場と薬草園

＜購入先＞

・「りき精」スーパーオークワにて販売。
・「恵快ACE」キリン堂店舗にて販売。
・「りき精」、「薬草便秘薬」については

ケンコーコムにて販売。
http://www.kenko.com/ 快恵「」精きり「」薬秘便草薬「 ACE」

固形剤、液剤の製造

＜会社紹介＞
　我們田村藥品工業創業於 1948 年，以銷售家庭配置藥（送貨到府）為
根基，從事錠劑「TSUSHIN（痛欣）」、糖衣錠「PURIDOMIN（普利多敏）」、
塑膠安瓶「ISOBITAN（伊舒比坦）口服液」、醫藥品飲用藥劑「ISOBITAN

（伊舒比坦）Ｄ」等獨家自有品牌商品的開發、製造。
　產品主要面向藥房，是生產銷售迎來力精系列銷售 60 周年的機能性飲
料「RIKISEI」、「力精」、今年推出新配方解熱鎮痛藥「惠快 ACE」、僅使用天
然藥材製造的溫和型「藥草便秘藥」的製藥企業。
  現在為擴充「以更便宜的價格提供更優質產品」的受託事業，以國内屈指
可數的飲料工廠為主，建構遵循 GMP 基準的最新鋭生產能力系統。
　迎來了成立 68 週年，是不斷向未來挑戰的健康開發企業。
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天真堂製薬株式会社
〒634-0138 奈良県高市郡明日香村越495-1

TEL 0744-54-3088
https://www.tenshindo.co.jp/top.html
E-mail tenshin7@m4.kcn.ne.jp

1895年創業

主力商品

みみず一風散 救活 新アロセロン 救活エース

（鎮痛解熱薬） （強心剤） （消化・健胃・制酸胃腸薬） （生薬強壮剤） （ﾀﾞｲｴｯﾄｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ）

スリムカーボジェン２２

会社全景

＜購入先＞http://www.tenshindo.co.jpでインターネット販売中

天真堂製薬（株）

＜会社紹介＞
是位於奈良縣明日香村的製藥商。1895年設立米田天真堂藥房，開始製
造銷售醫藥品。此後直到 1965 年改組為天真堂製藥株式會社至今。主
力商品為，以天然藥材地龍萃取精華添加數種化學藥品、研製成名為「蚯蚓
一風散」的鎮痛解熱藥，以及由和漢天然藥材製成的高劑量滋補強身藥「救
活ACE」。現在製造銷售約20種的醫藥品及減重營養輔助食品等。
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＜会社紹介＞

奈良ロイヤルホテル
中国料理「沙山華」

〒630－8001 奈良市法華寺町254-1
TEL0742-34-2236(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

http://www.sazanka-china.jp/
E-mail sazanka@nara-royal.co.jp

2005年創業

主力商品

「やまと健康和紅茶」
奈良県産の茶葉と大和トウキ葉のブレンド

ティーバッグ15袋入り

店舗全景

＜購入先＞
奈良ロイヤルホテル

沙山華
http://www.sazanka-
china.jp/promo/yamato_tea.html

沙山華是由奈良皇家飯店直營的中式料理店家。飯店總公司設
於奈良市，經營住宿、宴會、婚禮、餐廳、水療、伴手禮專賣店等。
酒店開業於30年前，沙山華於開業13年後開幕，今年迎接第
19年。
以「奈良不可或缺的飯店」自居，追求「奈良的宣傳」、「在地人的
聚集場所」、「互相尊重」，沙山華也扮演著重要角色。
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