
＜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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株式会社パンドラファームグループ
〒637-0037 奈良県五條市野原中4-5-27

TEL 0747-26-2288
http://www.nouyusha.com/?pid=94095378
E-mail pandora@smile.ocn.ne.jp

1996年創業

＜会社紹介＞

主力商品

大和エンジェルグラスティー
（ストレート）

栽培している大和当帰

大和当帰葉紅茶ブレンド

＜購入先＞
・農悠舎王隠堂ネット通販

http://www.nouyusha.com/?
pid=94095378
・生活クラブ神奈川

與地區農業生產者共同設立，從事水果分級、出貨、食品加工、銷售事
業。經營地區的梅、杮等水果和蔬菜的中心事業，以及當地蔬菜的生
產。五條地區以天然藥材栽培為傳統，也從事天然藥材大和當歸的栽
培到商品開發的過程。
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株式会社 藤井利三郎薬房
〒639-3115奈良県吉野郡吉野町吉野山2413番地

TEL 0746-32-3052
http://www.darasuke.co.jp
E-mail hinkan@kcn.jp

創業300年

＜会社紹介＞

主力商品

フジイ陀羅尼助丸 薬用人参配合 陀羅尼助丸
三足蛙

＜購入先＞
ドラックストア
直接弊社へ

http:
//www.darasuke.co.jp

店舗全景

藤井利三郎藥房是 1300 年前流傳至今的和漢藥的鼻祖陀羅尼助的正
宗。以奈良名藥「藤井陀羅尼助丸」聞名，為現代人愛用的常備藥。傳說約
300年前，一隻三腳大蟾蜍，以漢方藥始祖神農使者之名，傳授調製秘方。
從此，代代嚴守調製秘方，並於世界遺產「吉野山」製造銷售。
　「藤井陀羅尼助丸」的商標即為三腳蟾蜍。本公司所的產品一律不使用防
腐劑等添加物。
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農業生産法人 有限会社
ポニーの里ファーム

〒635-0136 奈良県高市郡高取町兵庫193-2
TEL 0745-67-0104

http://ponynosatofarm.shop-pro.jp/
E-mail info@ponynosatofarm.com

2006年創業

主力商品

香塩 大和当帰葉粉末
タイプ

焙煎大和当帰葉茶 やくぜん茶

＜購入先＞
・まほろばキッチン(橿原市）
・Umekiki木曜マルシェ
(グランフロント大阪）
・ネット通販(当社HP)

＜会社紹介＞
以栽培奈良縣原產的大和當歸為主，以20世代為中心的年輕人、老年人、身障人
士擔任各種藥草栽培以及其6次產業化。為了讓藥草更貼近生活，企劃實施藥草田
巡禮及各種工作坊 (七味粉製作等 )活動。
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丸太中嶋製薬株式会社
〒639-2245奈良県御所市大字今住170

TEL 0745-67-0006
E-mail:marutanakajima@gaia.eonet.ne.jp

1689年創業

＜会社紹介＞

主力商品

三宝心「マルタ」 風天狗 カゼキリカプセル 頭痛歯痛トンプク 神光丸

会社全景（大正時代）
看板（元禄年間）

＜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

薬免許（慶応年間）

会社全景

得意帳（天保年間）

創業於 1689 年，創業時為寺院的施藥，從江戶中期開始製造銷售家庭配置
藥。創業以來，以品質與信用為首要考量，堅守大和的製藥傳統，希望透過藥品，
將健康與安心呈獻給全國的家庭。
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三星製薬株式会社
〒639-2216 奈良県御所市153番地

TEL 0745-65-2130
http://www.mitsuboshi-ph.com/
E-mail info@mitsuboshi-ph.com/

1910年創業

＜会社紹介＞

主力商品
会社全景

＜購入先＞
・電話、FAX、e-mailでお問い
合わせください。
TEL：0745-65-2130
FAX：0745-62-0138
info@mitsuboshi-ph.com

六神丸 オオゲン ケゴン 三星実母散顆粒 赤玉胃腸丸

在大阪市淡路町創業時為漢方藥批發商，於1932年遷移到奈良縣御
所市。身為天然藥材的專業業者，除了製造漢方原料藥材，同時也生產
一般用漢方及天然藥材製劑。企劃嚴選天然藥材的產品，致力於生產膠
囊藥劑、藥丸、煎藥、顆粒藥劑等產品。
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美吉野製薬株式会社
〒638-0842奈良県吉野郡大淀町大岩692

TEL 0745-67-0144

FAX 0745-67-0561
http://www.miyosino-pha.co.jp/

E-mail︓info@miyosino-pha.co.jp

1910年創業

会社全景

購入先

ガルレバンエース ビタノーゼゴールド コン・コール 赤玉胃腸丸S 百寿六神丸

免疫及び肝機能アップ
の滋養強壮剤

ビタミンB1,B6,B12主剤
で天然ビタミンEを配合
したソフトカプセル

葛根湯＋総合感冒薬
のＷ作用で効く！

タンニン酸ベルベリン、

ゲンノショウコ、ロート
エキス 配合

ゴオウ３mg、
センソ、ニンジン、
ロクジョウ 配合

主力商品

＜会社紹介＞
為因應對健康的需求，且近年來國人對健康的關心程度升高，在這過程中，充分理解並認識負責醫療方的立場，一步一腳印地投入一般用醫
藥品生產。
　本公司在登錄於世界遺產的吉野大峰地區的群山環抱下孕育成長，高舉「開發與開拓」的旗幟，在發展統治的同時，衷心期望更努力精進，
為維持、增進各位的健康做出更大的貢獻。
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薬王製薬株式会社
〒 636-0300 奈良県磯城郡田原本町245番地

TEL 0744-33-5888 FAX0744-32-3348

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

1887年創業

主力商品

薬王心

＜購入先＞
薬王製薬へメールか
FAXで直接ご注文くだ
さい。

＜会社紹介＞
藥王製藥於1887年創業時，為家庭藥的製造公司。除了在傳統處方採用新藥材的獨家醫藥品及高品質的補給品
等產品開發，也同時致力於透過徹底的品質管理，將優質產品呈獻給各位。
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＜会社紹介＞

ユニテックメディカル株式会社
〒543-0021大阪府大阪市天王寺区東高津町9-23

TEL 06-6191-7151

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

1996年創業

貴寿黄 スキンピュア
リッチ

工場全景本社外観

＜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
・越境ＥＣモール

主力商品

カゼソフト
カプセル

ハイドロQ
キズパッド大心丸

製造銷售醫藥品及保健食品、醫療儀器等。為日本國內大型企業的OEM，
並積極投產外銷至中國、台灣等地的醫藥品，穩步累積信賴與業績。在繼
承日本自古以來傳統思想，與日新月異的現代醫學之間，思索目前客戶的
需求，並規劃開發符合該時代需求的商品。
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和平製薬株式会社
〒639-2141 奈良県葛城市弁之庄380番地1

TEL 0745-69-2006

http://www.wahei.asm.ne.jp/
E-mail wahei-kyuujyu@asm.ne.jp

1947年創業

主力商品

ゴールドヒネツＫ サリゲンＳ 胃腸速効 救寿 和平六神丸

＜購入先＞
・電話、FAX、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（e-mail）
でお問い合わせください。
TEL：0745-69-2006
FAX：0745-69-7880
wahei-kyuujyu@asm.ne.jp

会社全景

＜会社紹介＞

在歷史悠久的漢方藥發祥地奈良，透過「大和的製藥」、「大和的成藥」，
親赴每個家庭，並珍惜人與人之間的關係，一面照顧到身心健康、協助
預防疾病，同時也展開創業之旅。
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〒633-0064 奈良県桜井市戒重331-8 
TEL0744-44-1177
http://vanbell.jp

E-mail info@vanbell.com
1999年創業

主力商品

会社全景

薬湯 葛粋 葛もち石鹸 柿渋石鹸 熱の湯 あんかけ湯

＜購入先＞奈良パークホテル、信貴山観光ホ

テル、飛鳥荘、春日ホテル、ホテルアジール奈良、橿
原ロイヤルホテル、多武峰観光ホテル、県立万葉文
化館、森野吉野葛本舗、大淀iセンター

・ネット通販（ヴァンベルWEB SHOP： http://vanbell.com ）

＜会社紹介＞
Ventvert 是由法文的Vent（風）+Vert（綠）的組合字。反映著在商品氾
濫、價格競爭之中，想為業界、市場吹入清新之風的想法。善用地區資源製造
產品，讓使用的人開心、收到的人喜悅，將用心製做的商品呈獻給顧客的化
妝品製造商。
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（奈良県ビジターズビューロー提供） 
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