
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〒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/

＜会社紹介＞

E-mail info@zenkoku-yakuhin.co.jp
1923年創業

＜会社紹介＞
１９２３（昭和３）年 細川製剤所（サーミン本舗）として
医薬品製造業を創業 頭痛薬「サーミン」を新発売。 昭和
２４年 細川製薬株式会社設⽴。 昭和３９年 全国薬品工業
株式会社に改称し設⽴ 漢方薬「サーミン八味丸」和漢生薬
「全国胃腸丸」芳香性健胃制酸薬「全国胃散」等 数十品目
を新発売。 会社全景

主力商品
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 ネ ト販売で展開

サーミン 全国楽心 全国胃散 全国胃腸丸 サーミン八味丸

置販売、インターネット販売で展開。
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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

＜＜購入先＞

弊社まで お電話（0 23 6000）〒634-0074 奈良県橿原市四分町79-2
TEL0744-23-6000

http://www.daisi.jp./

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p jp
E-mail daishi@leto.eonet.ne.jp 

1916年創業

ムペ ジ（http://www.daisi.jp./）よりご

注文願います。

＜会社紹介＞
1916年(⼤正５年)米田天恵堂本店として創業。1966年⼤師製薬株式会社を設⽴。創業以来、伝統薬で
ある貴重動物配合の強心薬をはじめ、皆様の生活に根ざした医薬品を製造して参りました。
これからも お客様のニ ズに応えられる高品質で安全性の高い医薬品を正しい情報と共にお届けするこれからも、お客様のニーズに応えられる高品質で安全性の高い医薬品を正しい情報と共にお届けする
ことで、お客様の健康増進に貢献できるように努めます。

主力商品主力商品

ダイシベルＳ
（かぜ薬）

ネビラックＤ
（手足のしびれ・冷えに）

胃腸良剤大師丸
（下痢・食あたりに）

慈 光 散
（頭痛・肩こり・歯痛に）

虔修六神丸
（強心薬）
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大佛堂製薬株式会社
〒634 奈良県御所市冨⽥23番地の5〒634-奈良県御所市冨⽥23番地の5

TEL0745-62-2713
http://www.daibutsudo-seiyaku.com/p
E-mail im-tamura@daibutsudo-seiyaku.com

1952年創業

＜会社紹介＞
１９５２年より⾦剛・葛城⼭麓に位置する奈良県御所市にて配置薬
（置き薬）の製造を開始いたしました。当地は和漢薬の創始者であ
る役⾏者が⽣まれ育った場所で 古くから医薬品の製造がおこなわ

＜購入先＞
・力臓心

奈良市内の販売取り扱い店舗・・・ウェルる役⾏者が⽣まれ育った場所で、古くから医薬品の製造がおこなわ
れています。弊社では主に伝統的な球形の製剤である丸薬を製造し
ています。近年ではサプリメントの製造にも注⼒し、海外へも供給
しています。ʻくすり発祥の地ʼという環境で、良薬の開発を使命と考
え、日々邁進しています。

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
・その他の商品え、日々邁進しています。

主力商品

弊社までご連絡ください。

力臓心 白樺仙 千里光明 三味ウコンＫ フーディア粒
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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

＜会社紹介＞

http://www.dia pharma.com
1948年創業

＜会社紹介＞
ダイヤ製薬スピリッツは、ないものは「創る」です。世界に
先駆け切り開いた⽔溶性⾼分⼦技術と⽀持体とのコンビネー
ション「貼っていやす」医薬品、「貼って美しくなる」化粧
品、「貼って元気になる」ヘルシーケアの分野に、大きな
マーケットを形成しようとしています。

主力商品 会社全景

＜購入先＞
薬局、ドラッグストア

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

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

＜会社紹介＞

http://www.dia pharma.com
1948年創業

＜会社紹介＞
ダイヤ製薬スピリッツは、ないものは「創る」です。世界に
先駆け切り開いた⽔溶性⾼分⼦技術と⽀持体とのコンビネー
ション「貼っていやす」医薬品、「貼って美しくなる」化粧
品、「貼って元気になる」ヘルシーケアの分野に、大きな
マーケットを形成しようとしています。

主力商品 会社全景

＜購入先＞
薬局、ドラッグストア

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
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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〒635-0153 奈良県⾼市郡⾼取町下⼟佐578 

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

E-mail goiken@taiyoudo.com

1875年創業 昔の会社看板1875年創業

＜会社紹介＞
世界遺産吉野と古代日本の始まりの地、飛鳥に囲まれた

昔の会社看板

地で創業しました。病気を治す伝統薬から健康を守る機
能性⾷品まで製造しております。植物の⼒を巧みに利⽤
してきた古代からの知恵を今に生かす製品づくりを目指
しています。

昔の商品表示

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

主力商品主力商品

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

太陽堂製薬株式会社
〒635 0153 奈良県⾼市郡⾼取町下⼟佐578〒635-0153 奈良県⾼市郡⾼取町下⼟佐578 

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

E-mail goiken@taiyoudo.com

1875年創業 昔の会社看板1875年創業

＜会社紹介＞
世界遺産吉野と古代日本の始まりの地、飛鳥に囲まれた

昔の会社看板

地で創業しました。病気を治す伝統薬から健康を守る機
能性⾷品まで製造しております。植物の⼒を巧みに利⽤
してきた古代からの知恵を今に生かす製品づくりを目指
しています。

昔の商品表示

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

主力商品主力商品

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

太陽堂製薬株式会社
〒635 0153 奈良県⾼市郡⾼取町下⼟佐578〒635-0153 奈良県⾼市郡⾼取町下⼟佐578 

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

E-mail goiken@taiyoudo.com

1875年創業 昔の会社看板1875年創業

＜会社紹介＞
世界遺産吉野と古代日本の始まりの地、飛鳥に囲まれた

昔の会社看板

地で創業しました。病気を治す伝統薬から健康を守る機
能性⾷品まで製造しております。植物の⼒を巧みに利⽤
してきた古代からの知恵を今に生かす製品づくりを目指
しています。

昔の商品表示

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

主力商品主力商品

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
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大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川 町 ＜購入先＞〒 634-0826 奈良県橿原市川⻄町410

TEL 0745-65-2130

http://yamatogodo com/

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

E-mail yoshikane.masuda@yamatogodo.com

1943年創業1943年創業
＜会社紹介＞
大正時代に初代が配置販売業を創業、その後1943年
に法人化。1960年代に配置薬の製造に加え、液剤のに法人化。1960年代に配置薬の製造に加え、液剤の
製造開始。現在は液剤の製造が主になり、医薬品に限
らず清涼飲料⽔も製造する。海外向けにも販路拡大中。

会社全景

主力商品

会社全景

昔の商品表示

乗り物酔い
止めドロップ

すっぽん活血精

パスビタイミン

ビタイミンＤ３０００ ビタダッシュローヤル

大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川 町 ＜購入先＞〒 634-0826 奈良県橿原市川⻄町410

TEL 0745-65-2130

http://yamatogodo com/

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

E-mail yoshikane.masuda@yamatogodo.com

1943年創業1943年創業
＜会社紹介＞
大正時代に初代が配置販売業を創業、その後1943年
に法人化。1960年代に配置薬の製造に加え、液剤のに法人化。1960年代に配置薬の製造に加え、液剤の
製造開始。現在は液剤の製造が主になり、医薬品に限
らず清涼飲料⽔も製造する。海外向けにも販路拡大中。

会社全景

主力商品

会社全景

昔の商品表示

乗り物酔い
止めドロップ

すっぽん活血精

パスビタイミン

ビタイミンＤ３０００ ビタダッシュローヤル

19



20



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〒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/

＜購入先＞
配置販売業者
ケンコーコム

E-mail:info@takaichi.co.jp

1922年創業
＜会社紹介＞
⼤陸から仏教と共に漢⽅医薬がいちはやく伝来した⾶⿃、その明⽇
⾹村に創業し、以来９０有余年この地で３代にわたり信頼と実績を

年創業

築き操業しています。主に医薬品・医薬部外品のドロップ剤の製造
を得意とし、ドロップ剤の技術開発を評価され、共同開発・受託製
造等の取組を積極的に⾏っています。⼜外⽤剤（軟膏剤・ゲル剤）
の開発製造にも取り組んでおります。

主力商品 会社全景会社全景

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〒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/

＜購入先＞
配置販売業者
ケンコーコム

E-mail:info@takaichi.co.jp

1922年創業
＜会社紹介＞
⼤陸から仏教と共に漢⽅医薬がいちはやく伝来した⾶⿃、その明⽇
⾹村に創業し、以来９０有余年この地で３代にわたり信頼と実績を

年創業

築き操業しています。主に医薬品・医薬部外品のドロップ剤の製造
を得意とし、ドロップ剤の技術開発を評価され、共同開発・受託製
造等の取組を積極的に⾏っています。⼜外⽤剤（軟膏剤・ゲル剤）
の開発製造にも取り組んでおります。

主力商品 会社全景会社全景

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〒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/

＜購入先＞
配置販売業者
ケンコーコム

E-mail:info@takaichi.co.jp

1922年創業
＜会社紹介＞
⼤陸から仏教と共に漢⽅医薬がいちはやく伝来した⾶⿃、その明⽇
⾹村に創業し、以来９０有余年この地で３代にわたり信頼と実績を

年創業

築き操業しています。主に医薬品・医薬部外品のドロップ剤の製造
を得意とし、ドロップ剤の技術開発を評価され、共同開発・受託製
造等の取組を積極的に⾏っています。⼜外⽤剤（軟膏剤・ゲル剤）
の開発製造にも取り組んでおります。

主力商品 会社全景会社全景

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）
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会社全景＜会社紹介＞
私たち田村薬品工業は、1948年に創業し、配置薬(ホームデリバリー)
販売をルーツに、錠剤「ツーシン」、糖衣錠「プリドミン」、合成樹
脂アンプル剤「イソビタン内服液」、医薬品ドリンク剤「イソビタン

等 独自 自主ブ ド 開発 製造 き

会社全景

Ｄ」等、独自な自主ブランド品目の開発・製造をしてきました。
ドラッグストア向け製品として、⼒精シリーズ販売60周年を迎えたド
リンク剤「りき精」、「⼒精」、本年処⽅をリニューアルした解熱鎮
痛薬「恵快ＡＣＥ」、⽣薬のみからなるからだに優しい「薬草便秘
薬」を製造販売してきた製薬企業です薬」を製造販売してきた製薬企業です。
現在は「より良い製品を、より安く提供できる」受託事業の拡充を図
るため、国内有数のドリンク工場をはじめ、GMP基準に則った最新鋭
の⽣産能⼒システムを構築してきました。
設⽴68周年を迎え、未来にチャレンジする健康開発企業です。

奈良工場と薬草園

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 奈良県御所市⻄寺田50 TEL 0745-66-1521

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

主力商品

固形剤、液剤の製造

＜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「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/ 「薬草便秘薬」

生薬のみの便秘薬

「りき精」

滋養強壮ドリンク剤

「恵快ACE」

解熱鎮痛薬
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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〒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

天真堂製薬（株）

E-mail tenshin7@m4.kcn.ne.jp

1895年創業
＜会社紹介＞
奈良県明⽇⾹村にある製薬メーカーです。１８９５年、⽶⽥天真堂薬
房として医薬品の製造販売を始めました。以降１９６５年に天真堂製
薬株式会社 改組 今 主⼒商 ⽣薬 地龍薬株式会社に改組して今⽇に⾄っています。主⼒商品は、⽣薬の地龍
エキスに数種の化学薬品を融合させて開発し「みみず一風散」と名付
けられた鎮痛解熱薬や、和漢⽣薬のみからなる⾼単位の滋養強壮薬
「救活エース」です。現在、約２０種類の医薬品やダイエットサプリ
メント等を製造販売していますメント等を製造販売しています。

主力商品

会社全景

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

みみず一風散
（鎮痛解熱薬）

救活
（強心剤）

新アロセロン
（消化・健胃・制酸胃腸薬）

救活エース
（生薬強壮剤）

スリムカーボジェン２２
（ﾀﾞｲｴｯﾄｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ）
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