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皮膚軟化薬１
販売名
ﾘｽｸ分類
性状

成分分量

ﾋﾙﾛｲﾝｸﾘｰﾑα

用法用量

承認日

2
ﾛｰｼｮﾝ剤

エプール20DX

ﾋﾙﾛｲﾝｸﾘｰﾑ■
2
w/o型ｸﾘｰﾑ剤
100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g

100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g

100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g

手指のあれ、ひじ・ひざ・
かかと・くるぶしの角化
症、手足のひび・あかぎ
れ、乾皮症、小児の乾燥
性皮膚、しもやけ(ただれ
を除く)、傷・火傷のあとの
皮膚のしこり・つっぱり(顔
面を除く)、打ち身・捻挫後
のはれ・筋肉痛・関節痛

手指のあれ、ひじ・ひざ・
かかと・くるぶしの角化
症、手足のひび・あかぎ
れ、乾皮症、小児の乾燥
性皮膚、しもやけ(ただれ
を除く)、傷・火傷のあとの
皮膚のしこり・つっぱり(顔
面を除く)、打ち身・捻挫後
のはれ・筋肉痛・関節痛

手指のあれ、ひじ・ひざ・
かかと・くるぶしの角化
症、手足のひび・あかぎ
れ、乾皮症、小児の乾燥
性皮膚、しもやけ(ただれ
を除く)、傷・火傷のあとの
皮膚のしこり・つっぱり(顔
面を除く)、打ち身・捻挫後
のはれ・筋肉痛・関節痛

2
w/o型ｸﾘｰﾑ剤
100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g

100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g

3
o/w型ｸﾘｰﾑ剤
100g中
尿素 20.0g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g

ﾋﾙﾛｲﾝﾛｰｼｮﾝ

ﾋﾙﾛｲﾝ乳液■

2
外用液剤

2
ﾛｰｼｮﾝ剤

乾皮症、ひじ・ひざ・かか
と・くるぶしの角化症、小
児の乾燥性皮膚、手指の
荒れ、手足のひび、あか
ぎれ、しもやけ（ただれを
除く）、きず・やけどのあと
の皮膚のしこり・つっぱり
（顔面を除く）、打身・ねん
ざの後のはれ・筋肉痛・関
節痛

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸一ｱﾝﾓﾆｳﾑ
0.5g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 1.0g
乾皮症、ひじ・ひざ・かか 手指のあれ、ひじ・ひざ・
と・くるぶしの角化症、小 かかと・くるぶしの角化
児の乾燥性皮膚、手指の 症、老人の乾皮症、さめ
荒れ、手足のひび、あか 肌
ぎれ、しもやけ（ただれを
除く）、きず・やけどのあと
の皮膚のしこり・つっぱり
（顔面を除く）、打身・ねん
ざの後のはれ・筋肉痛・関
節痛

１日１～数回、適量を患部
にすりこむか、又はガーゼ
等にのばして貼ってくださ
い。

１日１～数回、適量を患部 １日数回適量を患部に塗 1日1～数回、適量を患部 1日1～数回、適量を患部 1日1～数回、適量を患部
にすりこむか、又はガーゼ 擦する。
に擦り込むか、又はｶﾞｰｾﾞ に擦り込むか、又はｶﾞｰｾﾞ に擦り込むか、又はｶﾞｰｾﾞ
等にのばして貼る。
等にのばして貼ってくださ
等にのばして貼る。
等にのばして貼る。
い。

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g

効能効果

ﾋﾙﾛｲﾝ乳液α

令和3年3月30日
ﾋﾙﾛｲｾﾞｸﾘｰﾑα
ﾍﾊﾟﾛｲﾄﾞｸﾘｰﾑα■
ﾋﾙﾄﾞﾍﾞｰﾙα
一物多名称
ﾋﾙﾄﾞﾘﾍﾟｱα
ﾘﾍﾟｱﾌﾟﾛHPﾌﾟﾗｽ

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g

令和3年10月6日
ﾋﾙﾛｲｾﾞ乳液α
ﾍﾊﾟﾛｲﾄﾞ乳液α■

令和3年10月6日
ｴﾌｶｲ20DX
ｵﾉﾌｪ20DX
ﾋﾌｰﾙ20DX■

令和2年11月10日
ﾋｹﾛｲﾝｸﾘｰﾑ■
ﾋｹﾛｲﾄﾞｸﾘｰﾑ
ﾋﾙﾛｲｾﾞｸﾘｰﾑ
ﾍﾊﾟﾛｲﾄﾞｸﾘｰﾑ
ﾍﾊﾟﾛｲﾝｸﾘｰﾑ
ﾋﾙﾄﾞﾍﾞｰﾙｸﾘｰﾑ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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2019/7/31申請
ﾋｹﾛｲﾝﾛｰｼｮﾝ
ﾋｹﾛｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ
ﾋﾙﾛｲｾﾞﾛｰｼｮﾝ
ﾍﾊﾟﾛｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ■

令和2年11月10日
ﾋｹﾛｲﾝ乳液■
ﾋｹﾛｲﾄﾞ乳液■
ﾋﾙﾛｲｾﾞ乳液
ﾍﾊﾟﾛｲﾄﾞ乳液
ﾍﾊﾟﾛｲﾝ乳液
ﾋﾙﾄﾞﾍﾞｰﾙ乳液

皮膚軟化薬２
販売名

ﾋﾌｰﾙHPｿﾌﾄｸﾘｰﾑ

ﾋﾌｰﾙHPｿﾌﾄﾛｰｼｮﾝ■

ﾋﾌｰﾙHPｿﾌﾄｸﾘｰﾑα

ﾋﾌｰﾙHPｿﾌﾄﾛｰｼｮﾝα

ﾋﾌｰﾙHPｸﾘｰﾑ■

ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶｸﾘｰﾑ20

ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶ乳状液20■

ﾘｽｸ分類
性状

2
ｸﾘｰﾑ

2
ｸﾘｰﾑ

2
ｸﾘｰﾑ

2
ﾛｰｼｮﾝ

2
ｸﾘｰﾑ

3
ｸﾘｰﾑ

3
乳剤

成分分量

100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g

100g中
100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
かゆみを伴う乾燥性皮膚 かゆみを伴う乾燥性皮膚 かゆみを伴う乾燥性皮膚
(老人･成人の乾皮症､小 (老人･成人の乾皮症､小 (老人･成人の乾皮症､小
児の乾燥性皮ふ)
児の乾燥性皮ふ)
児の乾燥性皮ふ)

100g中
100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.3g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
かゆみを伴う乾燥性皮膚 手指の荒れ、ひじ・ひざ・
(老人･成人の乾皮症､小 かかと・くるぶしの角化
症、手足のひび・あかぎ
児の乾燥性皮ふ)
れ、乾皮症、小児の乾燥
性皮ふ、しもやけ(ただれ
を除く)、きず・やけどのあ
との皮ふのしこり・つっぱ
り(顔面を除く)、打身・ねん
ざ後のはれ・筋肉痛・関節
痛

1日1～数回､適量を患部
に塗布

1日1～数回､適量を患部
に塗布

1日1～数回､適量を患部
に塗布

平成27年7月29日
ｴﾌｶｲHPｿﾌﾄｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪHPｿﾌﾄｸﾘｰﾑ

平成27年9月18日
ｴﾌｶｲHPｿﾌﾄﾛｰｼｮﾝ
ｵﾉﾌｪHPｿﾌﾄﾛｰｼｮﾝ

効能効果

1日1～数回､適量を患部
に塗布

用法用量

承認日

平成27年7月29日

平成27年9月18日

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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100g中
100g中
尿素 20.0g
尿素 20.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
かゆみをともなう乾燥性
皮膚（成人・老人の乾皮
症）

かゆみをともなう乾燥性
皮膚（成人・老人の乾皮
症）

1日1～数回、適量を患部 １日数回、適量を患部に
にすりこむか、又はｶﾞｰｾﾞ 塗擦する。
などにのばして貼る。

１日数回、適量を患部に
塗擦する。

平成24年7月4日
ﾗｳﾏｰHPｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔHPｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲHPｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪHPｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪHPｸﾘｰﾑ■
ﾗｶﾅｳHPｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝHPｸﾘｰﾑ■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶHPｸﾘｰﾑ

平成18年3月3日
ｴﾌﾟｰﾙ乳状液20
ﾊﾟﾙﾑﾕｰ乳状液20
ﾋﾌｰﾙ乳状液20■
ｵﾉﾌｪ乳状液20■
ｵﾉﾌｪ乳状液20■
ﾗｳﾏｰ乳状液20
ｴﾌｶｲ乳状液20
ｳﾚｺｰﾄ乳状液20■

平成18年3月3日
ｴﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾑ20
ﾊﾟﾙﾑﾕｰｸﾘｰﾑ20
ﾋﾌｰﾙｸﾘｰﾑ20
ｵﾉﾌｪｸﾘｰﾑ20■
ﾗｳﾏｰｸﾘｰﾑ20
ｴﾌｶｲｸﾘｰﾑ20

皮膚軟化薬３
販売名

ﾊﾟﾙﾑU■

ｱｽｺｰﾄAD乳液■

ｴﾌﾟｰﾙ20α■

ｱﾈｼｽ20

ﾘｽｸ分類
性状

2
ｸﾘｰﾑ

2
乳剤

3
ｸﾘｰﾑ

3
ｸﾘｰﾑ

100g中
尿素 10.0g

成分分量

効能効果

100g中
尿素 10.0g

100g中
尿素 20.0g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.5g

d-ｶﾝﾌﾙ 1.0g

d-ｶﾝﾌﾙ 1.0g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.3g
かゆみをともなう乾燥性
皮膚（老人・成人の乾皮
症、小児の乾燥性皮膚）

100g中
尿素 20.0g

ﾎﾞﾙﾈﾌﾛｽﾄ

ｳｲﾝﾀｰﾎﾞﾙﾈ

3
3
芳香の白色ｸﾘｰﾑ
芳香の白色軟膏
1000mg中
100g中
ﾋﾞﾀﾐﾝA油 5.0mg ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
10.0mg

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ﾓﾉｱﾝﾓﾆｳﾑ

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 2.0mg

ｼﾞﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ
0.2g

0.5g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ
5.0mg

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.3g
かゆみをともなう乾燥性 手指の荒れ、ひじ・ひざ・
皮膚（老人・成人の乾皮 かかと・くるぶしの角化
症、小児の乾燥性皮膚） 症、老人の乾皮症、さめ
肌

１日１～数回、適量を患部 １日１～数回、適量を患部 １日数回、適量を患部に
に塗布する。
に塗布する。
塗擦する。

手指のあれ、ひじ・ひざ・
かかと・くるぶしの角化
症、老人の乾皮症、さめ
肌

皮膚の保護、手のあれ、 指先・手のひらの荒れ、か
肌あれ、ひび、しもやけ、 かとの荒れ、ひび、あかぎ
あかぎれ
れ、しもやけ

１日数回適量を患部に塗 １日数回、適量を患部に
擦する。
塗布する。

１日1～数回患部に塗布
する。

用法用量

承認日

平成11年1月28日
ｳﾚｺｰﾄ■
ｳﾚｱﾙﾌｧ■
ﾊﾟﾝﾊﾟｽUX■
ﾋﾌｰﾙUX■
ﾏﾝﾅUX■
ﾄﾗｯﾄﾞUX
一物多名称 ｱｰｼﾞｭUX■

平成15年3月3日
ｱｽｺｰﾄADﾛｰｼｮﾝ■
ﾊﾟﾄﾏﾛﾝﾌﾟﾚﾐｱﾛｰｼｮﾝ■
ｳｲｽﾍﾞｰﾙﾌﾟﾚﾐｱﾛｰｼｮﾝ■
ｺﾝﾌﾗｰｼﾞｭﾌﾟﾚﾐｱﾛｰｼｮﾝ■
ﾊﾟﾙﾑUﾛｰｼｮﾝ■
ｳﾚｱﾙﾌｧﾛｰｼｮﾝ■
ｴﾌﾟｰﾙαﾛｰｼｮﾝ
ｳﾚｺｰﾄﾛｰｼｮﾝ■
ﾊﾟﾝﾊﾟｽαﾛｰｼｮﾝ
ﾋﾌｰﾙﾛｰｼｮﾝ
ｱｰｼﾞｭﾛｰｼｮﾝ■
ﾏﾝﾅﾛｰｼｮﾝ■
ﾄﾗｯﾄﾞﾛｰｼｮﾝ

平成14年7月9日
ﾊﾟﾝﾊﾟｽα■
ｳﾚｺｰﾄ20α■
ﾗﾎﾔ20α■
ｴﾌｶｲ20α■
ﾉﾘｱｽ20α■
ｵﾉﾌｪ20α■
ﾊﾟﾙﾑﾕｰ20α■
ﾗｳﾏｰ20α■
ﾗｶﾅｳ20α■
ｺｸｿｽ20α
ﾅﾙｶﾞ20α
ﾌﾟﾗｲﾙ20α

平成11年11月19日
ｴﾌﾟｰﾙ20
ｱｰｼﾞｭ20

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和63年11月24日

昭和63年1月21日

みずむし・たむし用薬１
販売名

ﾋﾌｰﾙTL水虫液α

ﾋﾌｰﾙTL水虫ｸﾘｰﾑα

ﾋﾌｰﾙ水虫ｸﾘｰﾑLC

ｴﾌｹﾞﾝｸﾘｰﾑ■

ﾋﾌｰﾙV8水虫液■

ﾋﾌｰﾙV8水虫ｸﾘｰﾑ■

ﾊﾞﾝｷｰU10ｸﾘｰﾑ■

ﾘｽｸ分類
性状

②
液

②
ｸﾘｰﾑ

②
ｸﾘｰﾑ

3
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｸﾘｰﾑ

②
ｸﾘｰﾑ

100mL中
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
成分分量

100g中
100g中
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g

100g中
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸 3.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 4.0g
尿素 10.0g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 2.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 2.0g

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

100g中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g

100g中
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
尿素 10.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g

dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g

dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.1g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g

尿素 5.0g
みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

100mL中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.5g
0.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 2.0g
みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ 水虫、いんきんたむし、ぜ
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
にたむし

効能効果

1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗 1日1回、適量を患部に塗
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
用法用量

承認日

平成30年4月6日
ｴﾌﾟｰﾙTL水虫液α
ｵﾉﾌｪTL水虫液α

平成30年4月6日
ｴﾌﾟｰﾙTL水虫ｸﾘｰﾑα
ｵﾉﾌｪTL水虫ｸﾘｰﾑα

平成30年3月15日
ｴﾌﾟｰﾙ水虫ｸﾘｰﾑLC

平成29年4月28日
ﾋﾌｰﾙ水虫ｸﾘｰﾑ

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成27年4月28日
ｴﾌﾟｰﾙV8水虫液■
ｵﾉﾌｪV8水虫液■
ﾗｳﾏｰV8水虫液■
ﾗﾎﾔV8水虫液
ｷﾙｶﾐﾝV8水虫液■

平成27年4月28日
ｴﾌﾟｰﾙV8水虫ｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪV8水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｳﾏｰV8水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔV8水虫ｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝV8水虫ｸﾘｰﾑ■

平成26年2月28日
ｴﾌﾟｰﾙU10ｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪU10ｸﾘｰﾑ

ﾗｳﾏｰU10ｸﾘｰﾑ■
ｷﾙｶﾐﾝU10ｸﾘｰﾑ■
ﾗﾊﾞﾙﾝU10ｸﾘｰﾑ

みずむし・たむし用薬２
販売名

ﾋﾌｰﾙV7水虫ｸﾘｰﾑ■

ﾋﾌｰﾙV7水虫液■

ﾋﾌｰﾙV水虫ｸﾘｰﾑ

ﾋﾌｰﾙV水虫液

ｷﾝﾒﾙBTｸﾘｰﾑ■

ｷﾝﾒﾙBT液■

ﾋﾌｰﾙＢ水虫ｽﾌﾟﾚｰ

ﾘｽｸ分類
性状

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｽﾌﾟﾚｰ

成分分量

100g中
100mL中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 3.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 3.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g

100g中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
dlｰｶﾝﾌﾙ 1.0g

100mL中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g

100g中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g

100ml中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g

100ml中
ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 0.5g ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 0.5g

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

効能効果

１日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
布する。
用法用量

承認日

平成25年4月5日
ｴﾌﾟｰﾙV7水虫ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪV7水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｳﾏｰV7水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔV7水虫ｸﾘｰﾑ
一物多名称
ｷﾙｶﾐﾝV7水虫ｸﾘｰﾑ■

平成25年3月27日
ｴﾌﾟｰﾙV7水虫液
ｵﾉﾌｪV7水虫液■
ﾗｳﾏｰV7水虫液■
ﾗﾎﾔV7水虫液
ｷﾙｶﾐﾝV7水虫液■

平成21年3月4日
ｴﾌﾟｰﾙV水虫ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪV水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｳﾏｰV水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔV水虫ｸﾘｰﾑ■
ｷﾙｶﾐﾝV水虫ｸﾘｰﾑ■

平成21年3月4日
ｴﾌﾟｰﾙV水虫液
ｵﾉﾌｪV水虫液■
ﾗｳﾏｰV水虫液■
ﾗﾎﾔV水虫液■
ｷﾙｶﾐﾝV水虫液■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成19年3月16日
ﾋﾌｰﾙＢ水虫ｸﾘｰﾑ■
ｴﾌﾟｰﾙＢ水虫ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪＢ水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｳﾏｰＢ水虫ｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶＢ水虫ｸﾘｰﾑ
ﾗﾎﾔＢ水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｶﾅｳＢ水虫ｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝＢ水虫ｸﾘｰﾑ

平成19年3月16日
ﾋﾌｰﾙＢ水虫液■
ｴﾌﾟｰﾙＢ水虫液
ｵﾉﾌｪＢ水虫液■
ﾗｳﾏｰＢ水虫液
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶＢ水虫液
ﾗﾎﾔＢ水虫液■
ﾗｶﾅｳＢ水虫液
ｷﾙｶﾐﾝＢ水虫液

H18.8.10申請

みずむし・たむし用薬３
販売名

ﾋﾌｰﾙTL水虫ｸﾘｰﾑ

ﾋﾌｰﾙTL水虫液

ﾋﾌｰﾙTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ

ﾕﾝｶｰｸﾘｰﾑA■

ﾕﾝｶｰ液A■

ﾊﾞｲｴｯｸ水虫ｽﾌﾟﾚｰTF■

ﾋﾌｰﾙLAｸﾘｰﾑ

ﾘｽｸ分類
性状

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｽﾌﾟﾚｰ

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
ｽﾌﾟﾚｰ

②
ｸﾘｰﾑ

成分分量

100g中
100mL中
100mL中
100g中
100mL中
100g中
100g中
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 1.0g
ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし

効能効果

１日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に噴 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に噴 １日１回、適量を患部に塗
布する。
布する。
霧する。
布する。
布する。
霧する。
布する。
用法用量

承認日

平成20年3月28日
ｴﾌﾟｰﾙTL水虫ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪTL水虫ｸﾘｰﾑ
ﾗｳﾏｰTL水虫ｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶTL水虫ｸﾘｰﾑ
一物多名称
ﾗﾎﾔTL水虫ｸﾘｰﾑ
ﾗｶﾅｳTL水虫ｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝTL水虫ｸﾘｰﾑ

平成20年3月28日
ｴﾌﾟｰﾙTL水虫液
ｵﾉﾌｪTL水虫液
ﾗｳﾏｰTL水虫液
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶTL水虫液
ﾗﾎﾔTL水虫液
ﾗｶﾅｳTL水虫液
ｷﾙｶﾐﾝTL水虫液

H19.6.29申請
ｴﾌﾟｰﾙTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ｵﾉﾌｪTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ﾗｳﾏｰTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ﾗﾎﾔTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ﾗｶﾅｳTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ
ｷﾙｶﾐﾝTL水虫ｽﾌﾟﾚｰ

平成19年4月4日
ﾋﾌｰﾙＴ水虫ｸﾘｰﾑ■
ｴﾌﾟｰﾙＴ水虫ｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪＴ水虫ｸﾘｰﾑ■
ﾗｳﾏｰＴ水虫ｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶT水虫ｸﾘｰﾑ
ﾗﾎﾔT水虫ｸﾘｰﾑ
ﾗｶﾅｳＴ水虫ｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝＴ水虫ｸﾘｰﾑ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成19年4月4日
ﾋﾌｰﾙＴ水虫液■
ｴﾌﾟｰﾙＴ水虫液■
ｵﾉﾌｪＴ水虫液■
ﾗｳﾏｰＴ水虫液
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶT水虫液
ﾗﾎﾔT水虫液
ﾗｶﾅｳＴ水虫液
ｷﾙｶﾐﾝＴ水虫液

H18.3.27申請

平成23年4月11日
ｴﾌﾟｰﾙLAｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪLAｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝLAｸﾘｰﾑ

みずむし・たむし用薬４
販売名

ﾋﾌｰﾙLA液

ﾋﾌｰﾙＬ水虫ｸﾘｰﾑ

ﾋﾌｰﾙＬ水虫液

ｷﾝﾒﾙLｸﾘｰﾑ■

ｷﾝﾒﾙL液■

ｷﾝﾒﾙLｽﾌﾟﾚｰ■

ﾘｽｸ分類
性状

②
液

2
ｸﾘｰﾑ

2
液

2
ｸﾘｰﾑ

2
液

2
ｽﾌﾟﾚｰ

100mL中
ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 1.0g

100g中
ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

100mL中
ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

100g中
ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 10.0g

100mL中
ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 10.0g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

100mL中
ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 10.0g

ﾊｲﾄﾞｽｷﾝ水虫ﾁﾝｷ■
2
淡黄色澄明液体
100mL中
ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g

成分分量
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.05g
みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.5g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.5g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.5g
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.05g

尿素 3.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g

ﾑｸｹﾞ皮 12.0ml
尿素 5.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 2.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 2.0g
みずむし、いんきんたむ みずむし、いんきんたむ 水虫、いんきんたむし、ぜ 水虫、いんきんたむし、ぜ 水虫、いんきんたむし、ぜ みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし
し、ぜにたむし
にたむし
にたむし
にたむし
し、ぜにたむし

効能効果

１日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１回、適量を患部に塗 １日１～２回、適量を患部 １日１～２回、適量を患部 １日１～２回、適量を患部 １日2～3回、適量を患部
布する。
に塗布する。
に塗布する。
布する。
布する。
に塗布する。
に噴霧する。
用法用量

承認日

平成23年4月11日
ｴﾌﾟｰﾙＬＡ液
ｵﾉﾌｪLA液
一物多名称 ｷﾙｶﾐﾝLA液

平成17年6月15日
ﾗｳﾏｰL水虫ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪＬ水虫ｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲL水虫ｸﾘｰﾑ
ｼﾝﾀｺL水虫ｸﾘｰﾑ
ｴﾌﾟｰﾙL水虫ｸﾘｰﾑ

平成26年8月18日
ﾗｳﾏｰL水虫液
ｵﾉﾌｪＬ水虫液
ｴﾌｶｲL水虫液
ｼﾝﾀｺL水虫液
ｴﾌﾟｰﾙL水虫液

平成15年1月30日
ﾛｰﾚﾝﾐｺﾅｸﾘｰﾑ■
ﾋﾌｰﾙ水虫ｸﾘｰﾑMC■
ｴﾌﾟｰﾙ水虫ｸﾘｰﾑMC
ｵﾉﾌｪ水虫ｸﾘｰﾑMC
ﾗｳﾏｰ水虫ｸﾘｰﾑMC

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成15年1月30日
ﾛｰﾚﾝﾐｺﾅ液■
ﾋﾌｰﾙ水虫液MC■
ｴﾌﾟｰﾙ水虫液MC
ｵﾉﾌｪ水虫液MC
ﾗｳﾏｰ水虫液MC

平成15年1月30日

平成14年1月31日

みずむし・たむし用薬５
販売名
ﾘｽｸ分類
性状

成分分量

ﾊｲﾄﾞｽｷﾝ水虫軟膏■
2
淡黄色ｹﾞﾙ状軟膏
100g中
ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
ﾑｸｹﾞ皮 12.0ml

ﾛｰﾚﾝｸﾛﾏｸﾘｰﾑ■
2
白色のｸﾘｰﾑ
100g中
ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g

ﾛｰﾚﾝｸﾛﾏ液■
2
芳香の無色澄明の液
100ml中
ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g

ﾀｷﾔ水虫軟膏■

ｽｰﾊﾟｰﾛｰﾚﾝ液

ﾀｷﾔ水虫液■

新ﾛｰﾚﾝ液

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

みずむし、いんきんたむ
し、ぜにたむし

3
2
2
2
芳香の白色軟膏
芳香の淡黄色澄明の液
芳香の澄明無色の液
芳香の淡黄褐色の液
100g中
100ml中
100ml中
100ml中
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
ﾄﾙﾅﾌﾃｰﾄ 1.0g
ﾄﾙﾅﾌﾃｰﾄ 1.0g
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 12.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸 3.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸 3.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸 3.0g
ﾄﾙﾅﾌﾃｰﾄ 2.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸亜鉛 5.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 2.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 2.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.2g
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
水虫、ぜにたむし、いんき 水虫、ぜにたむし、いんき 水虫、ぜにたむし、いんき 水虫、いんきんたむし、ぜ
んたむし
んたむし
んたむし
にたむし

１日2～3回、適量を患部
に塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回患部に塗布また １日2～3回患部に塗布す １日2～3回患部に塗布す １日2～3回患部に塗布す
る。
る。
は塗擦する。
る。

効能効果

用法用量

承認日
一物多名称

平成14年1月31日

平成2年4月18日

平成2年2月13日

昭和62年4月15日
ｽｰﾊﾟｰﾛｰﾚﾝ軟膏

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和61年10月22日

昭和61年8月27日
ｶｲｻﾞｰ液

昭和59年9月7日

みずむし・たむし用薬６
販売名
ﾘｽｸ分類
性状

成分分量

新ﾛｰﾚﾝ軟膏

ﾃﾞﾙﾑSﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾛｰﾚﾝﾊﾟｰﾙｸﾘｰﾑ

2
2
芳香の淡黄褐色の軟膏
白色の散剤
100g中
100g中
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 12.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸亜鉛 10.0g
ﾄﾙﾅﾌﾃｰﾄ 2.0g ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.8g

2
淡黄色ｸﾘｰﾑ状軟膏
100g中
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 8.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 3.0g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.5g

ﾛｰﾚﾝﾊﾟｰﾙ軟膏

2
3
特異臭の白色軟膏
芳香の淡黄色軟膏
100g中
100g中
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 10.0g
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 8.0g
酸化亜鉛 10.0g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 3.0g
ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 1.0g

用法用量

承認日

ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物 0.3g

ﾛｰﾚﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ液

ﾛｰﾚﾝﾛｰｼｮﾝ

2
2
黄色透明芳香の液体
淡黄色澄明芳香の液体
100mL中
100mL中
ﾁｱﾝﾄｰﾙ 10.0g
ｳﾝﾃﾞｼﾚﾝ酸 5.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 8.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 8.0g
ｸﾛﾛﾌﾞﾀﾉｰﾙ 1.0g

β-ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.05g

塩酸ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼ
ﾝｸﾞﾘｼﾝ液
ｶﾝﾌﾙ 0.1g
0.1g
ｱﾏﾆ油 1.0g
ﾛｼﾞﾝ 0.5g
水虫、ぜにたむし、いんき 水虫、ぜにたむし、いんき みずむし、たむし、ぜにた みずむし、たむし、ぜにた 水虫、ぜにたむし、いんき 水虫、いんきんたむし、疥 みずむし、いんきんたむ
んたむし
ん、たむし、はたけ、しらく むし、かいせん、しらくも むし、かいせん
ん、たむし、しらくも
癬、乾癬、これらに起因す し、ぜにたむし
も
る皮膚そう痒症
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.5g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 1.0g

効能効果

ﾛｰﾚﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ軟膏

１日2～3回患部に塗布又 患部を清潔にした後、１日 １日2～3回、患部を清潔
は塗擦する。
数回ふりかけてすり込む。 にしたのち、適量を患部に
予防には入浴後手足の指 十分にすり込む。
等にふりかけるか靴下の
内部に散布する。

昭和58年11月11日

昭和53年6月26日

昭和49年2月16日

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.2g

１日2～3回、患部を清潔 １日2～3回患部に塗布す １日数回、適宜量を患部
にしたのち、適量を患部に る。
に塗布する。
十分にすり込む。または
清潔な布、ｶﾞｰｾﾞにのばし
て患部に貼布する。

昭和49年2月16日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和44年8月28日

昭和39年8月18日

１日数回脱脂綿またはｶﾞｰ
ｾﾞに浸して患部に塗布ま
たは清拭する。

昭和39年4月22日

外用鎮痛消炎薬１
販売名

ﾛｷｱｰｼﾞｭG

ﾛｷｱｰｼﾞｭL

ﾘｽｸ分類
性状

1
水性ｹﾞﾙ剤

1
外用液剤

成分分量

効能効果

ﾛｷｱｰｼﾞｭC■

1
o/w型クリーム剤
100g中
100g中
100g中
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物
1.13g
1.13g
1.13g

ﾋﾌｰﾙFE液α■

ﾋﾌｰﾙFEｹﾞﾙα

2
ﾛｰｼｮﾝ剤

2
水性ｹﾞﾙ剤
100ml中

100g中

ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g

ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 6.0g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.1g
ﾉﾅﾝ酸ﾊﾞﾆﾘﾙｱﾐﾄﾞ 12.0mg
関節痛、肩こりに伴う肩の 関節痛、肩こりに伴う肩の 関節痛、肩こりに伴う肩の 肩こりに伴う肩の痛み、筋
痛み、筋肉痛、腰痛、打 痛み、筋肉痛、腰痛、打 痛み、筋肉痛、腰痛、打 肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘
撲、捻挫、腱鞘炎（手・手 撲、捻挫、腱鞘炎（手・手 撲、捻挫、腱鞘炎（手・手 炎（手・手首・足首の痛み
首の痛み）、肘の痛み（ﾃﾆ 首の痛み）、肘の痛み（ﾃﾆ 首の痛み）、肘の痛み（ﾃﾆ と腫れ）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
ｽ肘など）
ｽ肘など）
ｽ肘など）
肘など）、打撲、捻挫

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 6.0g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.1g
ﾉﾅﾝ酸ﾊﾞﾆﾘﾙｱﾐﾄﾞ 12.0mg
筋肉痛、肩こりに伴う肩の
痛み、腰痛、関節痛（五十
肩など）、腱鞘炎（手・手首
の痛み）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
肘など）、打撲（うちみ）、
捻挫

1日3～4回、適量を患部に 1日3～4回、適量を患部に 1日3～4回、適量を患部に 1日２～４回、適量を患部
塗擦する。
塗擦する。
塗擦する。
に塗布する。

1日２～４回、適量を患部
に塗布する。

用法用量

承認日

2019/8/30申請
ﾛｷｴﾌﾟｰﾙＧ
一物多名称 ﾛｷｵﾉﾌｪＧ
ﾛｷﾄﾗｯﾄﾞＧ

2019/8/30申請
ﾛｷｴﾌﾟｰﾙL
ﾛｷｵﾉﾌｪL
ﾛｷﾄﾗｯﾄﾞL

2020/3/12申請
ﾛｷｴﾌﾟｰﾙC

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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令和3年2月5日
ｴﾌﾟｰﾙFE液α
ｵﾉﾌｪFE液α

2021/7/21申請
ｴﾌﾟｰﾙFEｹﾞﾙα
ｵﾉﾌｪFEｹﾞﾙα

外用鎮痛消炎薬２
販売名

ﾋﾌｰﾙZX液

ﾋﾌｰﾙZXｹﾞﾙ

ﾋﾌｰﾙZ液

ﾋﾌｰﾙZｹﾞﾙ

ﾋﾌｰﾙFEｹﾞﾙ3■

ﾋﾌｰﾙFE液2■

ｴﾌﾟｰﾙFEｹﾞﾙ2■

ﾘｽｸ分類
性状

2
液

2
ｹﾞﾙ

2
液

2
ｹﾞﾙ

2
ｹﾞﾙ

2
液

2
ｹﾞﾙ

成分分量

効能効果

用法用量

承認日

100g中
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

100g中
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 6.0g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.1g
腰痛､肩こりに伴う肩の痛 腰痛､肩こりに伴う肩の痛 関節痛、肩こりに伴う肩の 関節痛、肩こりに伴う肩の 肩こりに伴う肩の痛み、筋
み､関節痛､筋肉痛､腱鞘 み､関節痛､筋肉痛､腱鞘 痛み、腱鞘炎(手･手首の 痛み、腱鞘炎(手･手首の 肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘
炎(手･手首の痛み)､肘の 炎(手･手首の痛み)､肘の 痛み)、肘の痛み(ﾃﾆｽ肘 痛み)、肘の痛み(ﾃﾆｽ肘 炎（手・手首・足首の痛み
痛み(ﾃﾆｽ肘など)､打撲､ 痛み(ﾃﾆｽ肘など)､打撲､ など)、筋肉痛、腰痛、打 など)、筋肉痛、腰痛、打 と腫れ）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
捻挫
捻挫
撲、捻挫
撲、捻挫
肘など）、打撲、捻挫

1日3～4回適量を患部に
塗布してください。ただし、
塗布部位をﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ等
の通気性の悪いもので覆
わないでください。なお､本
成分を含む他の外用剤を
併用しないでください。

平成27年10月16日
ｴﾌﾟｰﾙZX液
ｵﾉﾌｪZX液
ﾗｳﾏｰZX液
ﾗﾎﾔZＸ液
一物多名称
ｷﾙｶﾐﾝZX液
ﾗﾊﾞﾙﾝZX液

100g中
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

100ｇ中
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 1.0g

100g中
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 1.0g

100ml中
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 6.0g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.1g
肩こりに伴う肩の痛み、筋
肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘
炎（手・手首・足首の痛み
と腫れ）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
肘など）、打撲、捻挫

100g中
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

肩こりに伴う肩の痛み、腰
痛、関節痛、筋肉痛、打
撲、捻挫、腱鞘炎（手・手
首・足首の痛みと腫れ）、
肘の痛み（ﾃﾆｽ肘など）

1日3～4回適量を患部に
塗擦してください。ただし、
塗擦部位をﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ等
の通気性の悪いもので覆
わないでください。なお､本
成分を含む他の外用剤を
併用しないでください。

1日3～4回適量を患部に
塗布してください。ただし、
塗布部位をﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ等
の通気性の悪いもので覆
わないでください。なお、
本体分を含む他の外用剤
を併用しないでください。

1日3～4回適量を患部に 1日2～4回、適量を患部に 1日２～４回、適量を患部 1日２～４回、適量を患部
塗布してください。ただし、 塗擦する。
に塗布する。
に塗擦する。
塗布部位をﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ等
の通気性の悪いもので覆
わないでください。なお、
本体分を含む他の外用剤
を併用しないでください。

平成27年10月16日
ｴﾌﾟｰﾙZXｹﾞﾙ
ｵﾉﾌｪZXｹﾞﾙ
ﾗｳﾏｰZXｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔZＸｹﾞﾙ
ｷﾙｶﾐﾝZXｹﾞﾙ
ﾗﾊﾞﾙﾝZXｹﾞﾙ

平成26年10月16日
ｴﾌﾟｰﾙZ液
ｵﾉﾌｪZ液
ﾗｳﾏｰZ液
ﾗﾎﾔZ液
ｷﾙｶﾐﾝZ液
ﾗﾊﾞﾙﾝZ液

平成26年10月16日
ｴﾌﾟｰﾙZｹﾞﾙ
ｵﾉﾌｪZｹﾞﾙ
ﾗｳﾏｰZｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔZｹﾞﾙ
ｷﾙｶﾐﾝZｹﾞﾙ
ﾗﾊﾞﾙﾝZｹﾞﾙ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成25年11月29日
ｴﾌﾟｰﾙFEｹﾞﾙ3■
ｵﾉﾌｪFEｹﾞﾙ3■
ﾗｳﾏｰFEｹﾞﾙ3
ｷﾙｶﾐﾝFEｹﾞﾙ3

平成24年3月5日
ｴﾌﾟｰﾙFE液2
ｵﾉﾌｪFE液2■
ﾗｳﾏｰFE液2
ｷﾙｶﾐﾝFE液2

平成22年3月9日
ｵﾉﾌｪFEｹﾞﾙ2
ﾗｳﾏｰFEｹﾞﾙ2
ｷﾙｶﾐﾝFEｹﾞﾙ2
ﾋﾌｰﾙFEｹﾞﾙ2
ｼﾝﾀｺFEｹﾞﾙ2
ﾗﾎﾔFEｹﾞﾙ2
ﾄﾛﾏFEｹﾞﾙ2
ｴﾌｶｲFEｹﾞﾙ2

外用鎮痛消炎薬３
販売名

ﾋﾌｰﾙFE液

ﾋﾌｰﾙFEｹﾞﾙ

ﾋﾌｰﾙﾒﾀｼﾝ1.0%液

ﾋﾌｰﾙﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ

ﾗｶﾅｳ ｱﾛﾒﾀｼﾝL

ﾗｶﾅｳ ｱﾛﾒﾀｼﾝE

ﾘｽｸ分類
性状

2
液

2
ｹﾞﾙ

2
液

2
ｹﾞﾙ

2
ｸﾘｰﾑ

2
ｸﾘｰﾑ

100ml中
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

100g中
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3.0g

100ml中
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

100g中
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g

100g中
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1.0g

肩こりに伴う肩の痛み、筋
肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘
炎（手・手首・足首の痛み
と腫れ）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
肘など）、打撲、捻挫

筋肉痛、腰痛、関節痛、肩
こりに伴う肩の痛み、腱鞘
炎（手・手首・足首の痛み
と腫れ）、肘の痛み（ﾃﾆｽ
肘など）、打撲、捻挫

筋肉痛、肩こりに伴う肩の
痛み、腰痛、関節痛、腱鞘
炎（手・手首の痛み）、肘
の痛み（ﾃﾆｽ肘など）、打
撲、捻挫

筋肉痛、肩こりに伴う肩の
痛み、腰痛、関節痛、腱鞘
炎（手・手首の痛み）、肘
の痛み（ﾃﾆｽ肘など）、打
撲、捻挫

成分分量

効能効果

※ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り
肩こりに伴う肩の痛み、筋
肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘
炎(手・手首の痛み)、肘の
痛み(ﾃﾆｽ肘など)、打撲、
捻挫

1日２～４回、適量を患部 1日２～４回、適量を患部 1日４回を限度として適量 1日４回を限度として適量 1日4回を限度として適量
に塗布する。
に塗擦する。
を患部に塗布する。
を患部に塗布する。
を患部に塗擦する。

ｱﾘｻﾒﾀｼﾝ液

2
芳香の淡黄色澄明の液
100g中
100ml中
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1.0g
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 0.75g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g
※ﾕｰｶﾘの香り
肩こりに伴う肩の痛み、筋 筋肉痛、腰痛、関節痛、腱
肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘 鞘炎（手・手首の痛み）、
炎(手・手首の痛み)、肘の 肘の痛み（ﾃﾆｽ肘など）、
痛み(ﾃﾆｽ肘など)、打撲、 打撲、捻挫
捻挫

1日4回を限度として適量
を患部に塗擦する。

１日4回を限度として、適
量を患部に塗布する。

平成22年12月13日
ｷﾙｶﾐﾝ ｱﾛﾒﾀｼﾝE

平成5年1月28日
ﾀﾝﾀﾝﾒﾀｼﾝ液

用法用量

承認日

平成20年3月15日
ｴﾌﾟｰﾙFE液
ｵﾉﾌｪFE液
ﾗｳﾏｰFE液■
ｷﾙｶﾐﾝFE液■
一物多名称 ﾗﾎﾔFE液
ﾄﾛﾏFE液
ｴﾌｶｲFE液
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶFE液

平成20年9月9日
ｴﾌﾟｰﾙFEｹﾞﾙ
ｵﾉﾌｪFEｹﾞﾙ
ﾗｳﾏｰFEｹﾞﾙ
ｷﾙｶﾐﾝFEｹﾞﾙ
ｼﾝﾀｺFEｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔFEｹﾞﾙ
ﾄﾛﾏFEｹﾞﾙ
ｴﾌｶｲFEｹﾞﾙ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶFEｹﾞﾙ

平成17年6月15日
ﾗｳﾏｰﾒﾀｼﾝ1.0%液
ｵﾉﾌｪﾒﾀｼﾝ1.0%液
ｴﾌｶｲﾒﾀｼﾝ1.0%液
ｼﾝﾀｺﾒﾀｼﾝ1.0%液
ｴﾌﾟｰﾙﾒﾀｼﾝ1.0%液

平成26年7月31日
ﾗｳﾏｰﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ
ｵﾉﾌｪﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ
ｴﾌｶｲﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ
ｼﾝﾀｺﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ
ｴﾌﾟｰﾙﾒﾀｼﾝ1.0%ｹﾞﾙ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成22年12月13日
ｷﾙｶﾐﾝ ｱﾛﾒﾀｼﾝL

外用鎮痒消炎薬１
販売名

ﾋﾌｰﾙER液

ﾋﾌｰﾙER軟膏

ﾋﾌｰﾙHD

ﾋﾌｰﾙHDｽﾌﾟﾚｰ

ｴﾌﾟｰﾙVZ■

ﾘｽｸ分類
性状

2
外用液剤

2
油脂性軟膏剤

2
外用液剤

2
外用液剤

2

2

o/w型ｸﾘｰﾑ剤

o/w型ｸﾘｰﾑ剤

100mL中
100g中
100mL中
100mL中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽ
ﾃﾙ 0.15g
ﾃﾙ 0.15g
ﾃﾙ 0.15g
ﾃﾙ 0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
成分分量

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g

ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 3.0g

ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 3.0g

ｴﾌﾟｰﾙVZｸｰﾙ■

100g中

100g中

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 1.0g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 1.0g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.5g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.5g

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.5g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.5g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.5g
湿疹、皮膚炎、あせも、かぶ 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶ 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶ 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせ
れ、かゆみ、虫さされ、じんま れ、かゆみ、虫さされ、じんま れ、かゆみ、虫さされ、じんま れ、かゆみ、虫さされ、じんま も、かぶれ、かゆみ、しもや
も、かぶれ、かゆみ、しもや
しん
しん
しん
け、虫さされ
け、虫さされ
効能効果 しん
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

1日数回、適量を患部に塗布す
る。

用法用量

承認日
一物多名称

2021/5/14申請

ｴﾌﾟｰﾙER液■
ｵﾉﾌｪER液

2021/3/23申請

ｴﾌﾟｰﾙER軟膏
ｵﾉﾌｪER軟膏
ｴﾌｶｲER軟膏
ﾐﾐﾉﾝ軟膏

令和3年8月23日

ｴﾌﾟｰﾙHD
ｵﾉﾌｪHD
ｴﾌｶｲHD

2020/12/23申請

ｴﾌﾟｰﾙHDｽﾌﾟﾚｰ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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令和3年6月16日

ｴﾌｶｲVZ
ﾋﾌｰﾙVZ
ｷﾙｶﾐﾝVZ
ﾊﾞﾝｷｰVZ

令和3年6月16日

ｴﾌｶｲVZｸｰﾙ
ﾋﾌｰﾙVZｸｰﾙ
ﾗﾎﾔVZｸｰﾙ
ｵﾉﾌｪVZｸｰﾙ

外用鎮痒消炎薬２
販売名

ﾋﾌｰﾙPVA11液■

ﾋﾌｰﾙPVA11ｹﾞﾙ■

ﾋﾌｰﾙPVA9液

ﾋﾌｰﾙPVA9ｹﾞﾙ

ﾋﾌｰﾙPVA8軟膏■

ﾋﾌｰﾙPVA8ｸﾘｰﾑ■

ﾋﾌｰﾙPVA8ﾛｰｼｮﾝ

ﾘｽｸ分類
性状

②
液

②
ｹﾞﾙ

②
液

②
ｹﾞﾙ

②
軟膏

②
ｸﾘｰﾑ

②
乳液

100mL中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 1.0g
ｻﾘﾁﾙ酸ｸﾞﾘｺｰﾙ 1.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.1g
湿疹､皮膚炎､あせも､か
ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ
んましん

100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 1.0g
ｻﾘﾁﾙ酸ｸﾞﾘｺｰﾙ 1.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.1g
湿疹､皮膚炎､あせも､か
ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ
んましん

成分分量

効能効果

100mL中
100g中
100g中
100g中
100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
0.15g
0.15g
0.15g
0.15g
0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 1.0g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 1.0g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 1.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 1.0g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 1.0g

湿疹､皮膚炎､あせも､か 湿疹､皮膚炎､あせも､か 湿疹､皮膚炎､あせも､か 湿疹､皮膚炎､あせも､か 湿疹､皮膚炎､あせも､か
ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ ぶれ､かゆみ､虫さされ､じ
んましん
んましん
んましん
んましん
んましん

1日数回､適量を患部に塗 1日数回､適量を患部に塗 1日数回､適量を患部に塗 1日数回､適量を患部に塗 １日数回、適量を患部に
布する｡
塗擦する。
布する｡
布する｡
布する｡

１日数回、適量を患部に
塗擦する。

１日数回、適量を患部に
塗擦する。

平成29年9月29日
ﾗｳﾏｰPVA11液
ﾗﾎﾔPVA11液■
ｴﾌﾟｰﾙPVA11液■
ﾊﾞﾝｷｰPVA11液■
ﾊﾟﾝﾊﾟｽPVA11液■

平成26年9月29日
ﾗｳﾏｰPVA8ｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔPVA8ｸﾘｰﾑ■
ｴﾌｶｲPVA8ｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪPVA8ｸﾘｰﾑ
ﾗｶﾅｳPVA8ｸﾘｰﾑ■
ｷﾙｶﾐﾝPVA8ｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶPVA8ｸﾘｰﾑ
ｴﾌﾟｰﾙPVA8ｸﾘｰﾑ
ﾗﾊﾞﾙﾝPVA8ｸﾘｰﾑ■
ﾅﾙｶﾞPVA8ｸﾘｰﾑ

平成25年10月23日
ﾗｳﾏｰPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾗﾎﾔPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ｴﾌｶｲPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ｵﾉﾌｪPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾗｶﾅｳPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ｷﾙｶﾐﾝPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ｴﾌﾟｰﾙPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾗﾊﾞﾙﾝPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾅﾙｶﾞPVA8ﾛｰｼｮﾝ
ﾓﾝﾙﾅPVAﾛｰｼｮﾝ■

用法用量

承認日

一物多名称

平成29年9月29日
ﾗｳﾏｰPVA11ｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔPVA11ｹﾞﾙ■
ｴﾌﾟｰﾙPVA11ｹﾞﾙ
ﾊﾞﾝｷｰPVA11ｹﾞﾙ■
ﾊﾟﾝﾊﾟｽPVA11ｹﾞﾙ■

平成26年2月24日
ﾗｳﾏｰPVA9液
ﾗﾎﾔPVA9液■
ｴﾌﾟｰﾙPVA9液■
ｵﾉﾌｪPVA9液
ｴﾌｶｲPVA9液
ﾊﾞﾝｷｰPVA9液
ﾊﾟﾝﾊﾟｽPVA9液■
ﾅﾙｶﾞPVA9液

平成26年2月24日
ﾗｳﾏｰPVA9ｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔPVA9ｹﾞﾙ■
ｴﾌﾟｰﾙPVA9ｹﾞﾙ■
ｵﾉﾌｪPVA9ｹﾞﾙ
ｴﾌｶｲPVA9ｹﾞﾙ
ﾊﾞﾝｷｰPVA9ｹﾞﾙ
ﾊﾟﾝﾊﾟｽPVA9ｹﾞﾙ■
ﾅﾙｶﾞPVA9ｹﾞﾙ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成26年9月29日
ﾗｳﾏｰPVA8軟膏■
ﾗﾎﾔPVA8軟膏
ｴﾌｶｲPVA8軟膏
ｵﾉﾌｪPVA8軟膏
ﾗｶﾅｳPVA8軟膏■
ｷﾙｶﾐﾝPVA8軟膏
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶPVA8軟膏
ｴﾌﾟｰﾙPVA8軟膏
ﾗﾊﾞﾙﾝPVA8軟膏■

外用鎮痒消炎薬３
販売名

ﾋﾌｰﾙEX液α

ﾋﾌｰﾙEX液ﾌﾟﾗｽ

ﾋﾌｰﾙEXｹﾞﾙ■

ﾋﾌｰﾙEXｸﾘｰﾑ■

ﾋﾌｰﾙEX液■

ｴﾌﾟｰﾙD軟膏

ｴﾌﾟｰﾙDｸﾘｰﾑ

ﾘｽｸ分類
性状

②
液

②
液

②
ｹﾞﾙ

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

②
軟膏

②
ｸﾘｰﾑ

成分分量

効能効果

100ml中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 3.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.2g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
湿疹、皮膚炎、あせも、か
ぶれ、かゆみ、虫さされ、
じんましん

100ml中
100g中
100g中
100ml中
100g中
100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ
0.05g
0.05g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
0.15g
0.15g
0.15g
0.15g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.5g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.5g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1.5g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
湿疹、皮膚炎、あせも、か 虫さされ、かゆみ、湿疹、 虫さされ、かゆみ、湿疹、 虫さされ、かゆみ、湿疹、 湿疹、皮膚炎、かぶれ、か 湿疹、皮膚炎、かぶれ、か
ぶれ、かゆみ、虫さされ、 皮膚炎、かぶれ、じんまし 皮膚炎、かぶれ、じんまし 皮膚炎、かぶれ、じんまし ゆみ、虫さされ、あせも、 ゆみ、虫さされ、あせも、
じんましん
ん、あせも
ん、あせも
ん、あせも
ただれ、じんましん
じんましん

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

平成23年1月28日
ﾗｳﾏｰEXｹﾞﾙ
ﾗﾎﾔEXｹﾞﾙ■
ﾗｶﾅｳEXｹﾞﾙ
ｷﾙｶﾐﾝEXｹﾞﾙ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶEXｹﾞﾙ
ｴﾌﾟｰﾙEXｹﾞﾙ■

平成26年12月18日
ﾗｳﾏｰEXｸﾘｰﾑ■
ﾗﾎﾔEXｸﾘｰﾑ
ﾗｶﾅｳEXｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝEXｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶEXｸﾘｰﾑ
ｴﾌﾟｰﾙEXｸﾘｰﾑ

平成21年2月9日
ﾗｳﾏｰEX液
ﾗﾎﾔEX液■
ﾗｶﾅｳEX液
ｷﾙｶﾐﾝEX液■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶEX液■
ｴﾌﾟｰﾙEX液■
ｵﾉﾌｪEX液
ｼﾝﾀｺEX液
ﾄﾛﾏEX液
ｴﾌｶｲEX液
ﾊﾞﾝｷｰEX液■

平成17年11月8日
ﾋﾌｰﾙD軟膏
ｴﾌｶｲＤ軟膏
ｵﾉﾌｪＤ軟膏

平成17年11月8日
ﾋﾌｰﾙDｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲＤｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪＤｸﾘｰﾑ

用法用量

承認日

平成27年2月20日
ﾗｳﾏｰEX液α■
ﾗﾎﾔEX液α
ｴﾌﾟｰﾙEX液α
ｵﾉﾌｪEX液α
ｷﾙｶﾐﾝEX液α■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶEX液α■
一物多名称
ｴﾌｶｲEX液α■
ﾊﾞﾝｷｰEX液α■

平成26年9月8日申請
ｴﾌﾟｰﾙEX液ﾌﾟﾗｽ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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外用鎮痒消炎薬４
販売名

ｷﾙｶﾐﾝα■

ｷﾙｶﾐﾝα液

ｵﾉﾌｪS■

ｵﾉﾌｪSP

ﾊﾟﾝﾊﾟｽＴｸﾘｰﾑ

ﾊﾟﾝﾊﾟｽＴ軟膏

ﾍﾟﾚﾄﾝｱﾙﾌｧ2

ﾘｽｸ分類
性状

②
ｸﾘｰﾑ

②
液

2
ｸﾘｰﾑ

2
液

②
クリーム

②
軟膏

②
クリーム

100g中

成分分量

効能効果

100ml中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g
0.025g
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g
0.025g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ
dl-ｶﾝﾌﾙ
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

100g中

100g中

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g

ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.3g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g

3.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 3.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 2.0g
1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 2.0g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
5.0g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
0.1g

かゆみ、湿疹、虫さされ、 かゆみ、虫さされ、かぶ
皮膚炎、かぶれ、じんまし れ、あせも、じんましん、
ん、あせも、しもやけ
湿疹、皮膚炎、しもやけ

１日数回、適量を患部に
塗布する。

100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ

100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ

100g中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.025g

0.15g

0.15g

ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g

ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物 0.1g

ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 2.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.5g
かゆみ、かぶれ、湿疹、虫 かゆみ、かぶれ、湿疹、虫 湿疹、皮膚炎、あせも、か 湿疹、皮膚炎、あせも、か 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ
さされ、皮膚炎、じんまし さされ、皮膚炎、じんまし ぶれ、かゆみ、虫さされ、 ぶれ、かゆみ、虫さされ、 せも、かぶれ、かゆみ、し
ん、あせも、ただれ、しも ん、あせも、ただれ、しも じんましん
じんましん
もやけ、虫さされ、じんまし
やけ
やけ
ん

１日数回、適量を患部に
塗布する。

１日数回、患部に適量を
塗布する。

１日数回、患部に適量を
塗布（噴霧）する。

１日数回、適量を患部に
塗擦する。

１日数回、適量を患部に
塗擦する。

１日数回、適量を患部に
塗布する。

平成17年6月23日
ｴﾌﾟｰﾙα液■
ﾉﾘｱｽα液
ﾗｳﾏｰα液■
ｵﾉﾌｪα液
ｴﾌｶｲα液
ﾗﾎﾔα液

平成16年10月5日
ﾗｳﾏｰS■
ｴﾌﾟｰﾙS■
ｷﾙｶﾐﾝS■
ｴﾄﾗｽα■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶS■
ﾗｶﾅｳＳ■
ﾗﾎﾔS
ｴﾌｶｲＳ
ｼﾝﾀｺＳ

平成26年7月31日
ｴﾌﾟｰﾙSP
ﾗｳﾏｰSP
ｷﾙｶﾐﾝSP
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶSP

平成15年3月3日
ﾋﾌｰﾙＴｸﾘｰﾑ■
ｱｰｼﾞｭＴｸﾘｰﾑ
ﾗｳﾏｰTｸﾘｰﾑ
ﾗﾎﾔTｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪTｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝTｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲTｸﾘｰﾑ■
ｴﾌｶｲTｸﾘｰﾑ■

平成15年3月3日
ﾋﾌｰﾙＴ軟膏■
ﾗｳﾏｰT軟膏
ﾗﾎﾔT軟膏
ｵﾉﾌｪT軟膏
ｷﾙｶﾐﾝT軟膏
ｴﾌｶｲT軟膏■

平成14年5月22日
ﾊﾟﾝﾊﾟｽD
ﾋﾌｰﾙA
ﾏﾝﾅｸﾘｰﾑ

用法用量

承認日

平成17年6月23日
ｴﾌﾟｰﾙα
ﾉﾘｱｽα■
ﾗｳﾏｰα
ｵﾉﾌｪα■
一物多名称 ｴﾌｶｲα
ﾗﾎﾔα

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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外用鎮痒消炎薬５
販売名

ﾎﾞﾙﾈﾃﾞｷｻｹﾞﾙ

ﾘｽｸ分類
性状

②
無色透明のｹﾞﾙ
100g中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.025g
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g

成分分量

効能効果

ﾍﾟﾚﾄﾝｱﾙﾌｧ■

ﾊﾟﾙﾑﾛｰｼｮﾝ

ｴｸｾﾞﾑA

ﾏﾘﾝﾎﾞﾙﾈ

②
2
②
②
芳香の白色ｸﾘｰﾑ
芳香の乳白色乳液
白色軟膏
芳香の淡青白色乳液
100g中
100g中
100g中
100g中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g
0.025g
0.5g
0.025g
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g
酸化亜鉛 1.5g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 2.5g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
酸化亜鉛 2.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 1.5g

ﾎﾞﾙﾈﾎﾜｲﾄ
②
芳香の白色軟膏
100g中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.025g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
酸化亜鉛 10.0g

ｱｾﾓﾋﾌｰﾙ■
2
軟膏
100g中
酸化亜鉛 20.0g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.2g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.5g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 1.0g
ﾊｯｶ油 0.5g
湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、あせも、か 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ
せも、かぶれ、かゆみ、し ぶれ、かゆみ、しもやけ、 せも、かぶれ、かゆみ、し せも、かぶれ、かゆみ、し せも、かぶれ、かゆみ、し せも、かぶれ、かゆみ、し せも、かぶれ、かゆみ、し
もやけ、虫さされ、じんまし 虫さされ、じんましん
もやけ、虫さされ、じんまし もやけ、虫さされ、じんまし もやけ、虫さされ、じんまし もやけ、虫さされ、じんまし もやけ、虫さされ、じんまし
ん
ん
ん
ん
ん
ん
１日2～3回、適量を患部
に塗布または塗擦する。

１日数回、適量を患部に
塗布または塗擦する。

１日数回塗布又は塗擦す １日2～3回患部に塗布す １日1～数回患部に塗布
る。
る。
または塗擦する。

１日2～3回適量を患部に 1日数回､適量を患部に塗
塗布または塗擦する。
擦する｡

用法用量

承認日

平成4年11月13日

平成4年1月21日

平成2年10月25日

昭和63年2月8日
ﾊﾟｲﾄﾞﾛﾊﾟﾝﾊﾟｽ

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和62年12月4日

昭和62年12月4日

平成27年3月26日
ｱｾﾓｴﾌﾟｰﾙ■
ｱｾﾓｵﾉﾌｪ
ｱｾﾓﾗｳﾏｰ
ｱｾﾓﾗﾎﾔ
ｱｾﾓﾊﾞﾝｷｰ■

外用鎮痒消炎薬６
販売名

ｱｾﾓﾀﾐｰ■

ﾋﾌｰﾙUFｸﾘｰﾑ■

ﾘｽｸ分類
性状

②
軟膏

2
ｸﾘｰﾑ

成分分量

効能効果

100g中
100g中
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ｳﾌｪﾅﾏｰﾄ 5.0g
0.5g
ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 2.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
酸化亜鉛 30.0g ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物 0.1g

ｱｾﾓﾃｰﾏS■
2
白色芳香の軟膏
100g中

協和ｱｾﾓ軟膏■
②
白色軟膏

一物多名称

ﾍﾟﾚｺｰﾁH軟膏

②
②
芳香の白色軟膏
芳香の白色軟膏
100g中
100g中
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.5g
0.5g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g

ﾍﾟﾚﾄﾝW
2
芳香の白色軟膏
100g中

あせも、かぶれ、かゆみ、 皮膚炎、湿疹、おむつか 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ
ぶれ、ただれ、あせも、か せも、かぶれ、かゆみ、し
湿疹、皮膚炎、じんまし
もやけ、虫さされ、じんまし
ぶれ、かゆみ
ん、虫さされ、しもやけ
ん

100g中
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g
0.2g
ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 0.3g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 1.0g
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g
ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.1g
ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 4.8g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 4.0g
酸化亜鉛 5.0g
dl-ｶﾝﾌﾙ 3.0g
あせも、かぶれ、かゆみ、 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ かゆみ、かぶれ、虫ささ
せも、かぶれ、かゆみ、し せも、かぶれ、かゆみ、し れ、じんましん、しもやけ、
虫さされ、しもやけ、湿
もやけ、虫さされ、じんまし もやけ、虫さされ、じんまし あせも、ただれ、湿疹
疹、皮膚炎、じんましん
ん
ん

1日2～3回､適量を患部に 1日数回､適量を患部に塗 １日2～3回、患部に適量
塗擦する｡
布する｡
を塗布する。

１日2～3回、患部に塗布
又は塗擦する。

ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 1.0g
酸化亜鉛 37.0g
ﾌｪﾉｰﾙ 0.5g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g

用法用量

承認日

ﾀｷﾔﾊﾟﾝﾊﾟｽ軟膏

平成3年5月14日

平成27年3月19日
ｴﾌﾟｰﾙUFｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪUFｸﾘｰﾑ■
ﾊﾞﾝｷｰUFｸﾘｰﾑ■

昭和62年4月22日

昭和61年9月25日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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１日数回患部に塗布また １日数回患部に塗布また １日数回、適宜量を患部
は塗擦する。
は塗擦する。
に塗布するかまたは塗擦
する。

昭和61年6月24日

昭和61年5月1日

昭和60年3月30日

外用鎮痒消炎薬７

100g中
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 2.0g

②
淡紅色の懸濁液
1,000ml中
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.25g

2
芳香の白色軟膏
100g中
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.3g

ﾆｭｰｱｾﾓﾛｰｼｮﾝ
「万協」
2
芳香の淡青白色乳液
100ml中
酸化亜鉛 1.5g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.5g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.1g

ｶﾗﾐﾝ 20.00g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 2.0g

ﾌｪﾉｰﾙ 0.5g

ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物 0.3g

ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物 0.2g

ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ液
1.00g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.3g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.3g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.1g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.1g

ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 2.0g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.0g
ｶﾝﾌﾙ 2.0g
かゆみ、かぶれ、湿疹、虫 湿疹、皮膚炎、かぶれ、じ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あ かゆみ、かぶれ、じんまし
せも、かぶれ、かゆみ、し ん、虫さされ、接触性皮膚
さされ、じんましん、しもや んましん、ただれ
もやけ、虫さされ、じんまし 炎
け、皮膚炎、あせも、ただ
ん
れ

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.2g

急性慢性湿疹、脂漏性湿
疹、小児湿疹、接触性皮
膚炎、ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、神
経性皮膚炎、ｽﾄﾛﾌﾙｽ蕁
麻疹、皮膚・肛門・陰部そ
う痒症
１日数回適量を患部に塗 1日1～2回適量を患部に 使用時によく振り混ぜて、 １日数回適量を患部に充 １日数回、用時よく振って 1日3～4回少量を患部に
布又は塗擦する。
塗布するか、又はｶﾞｰｾﾞに 1日2～3適量を患部に塗 分すり込む。
適当量を患部に塗布す
軽く塗布する。
のばして貼布する。
布する。
る。

急性慢性湿疹、脂漏性湿
疹、小児湿疹、接触性皮
膚炎、ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、神
経性皮膚炎、ｽﾄﾛﾌﾙｽ蕁
麻疹、皮膚・肛門・陰部そ
う痒症
1日3～4回少量を患部に
軽く塗布する。

販売名

ｽｷﾝﾍﾙﾌﾟ〈ｸﾘｰﾑ〉■

ﾊﾟﾝﾊﾟｽA軟膏〈万協〉

ﾘｽｸ分類
性状

3
白色軟膏

2
白色軟膏

100g中
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 5.0g

成分分量

効能効果

用法用量

承認日

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 1.0g

昭和58年8月8日
ﾗｳﾏｰHｸﾘｰﾑ
一物多名称 ｴﾌﾟｰﾙHｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲHｸﾘｰﾑ

昭和58年5月26日

ﾓﾝﾙﾅ100■

昭和45年1月12日

ﾍﾟﾚﾄﾝAｸﾘｰﾑ

昭和44年8月28日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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0.5%ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾟﾝﾊﾟｽ軟膏
「万協」
②
白色無臭の軟膏
100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 0.5g

0.3%ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾟﾝﾊﾟｽ軟膏
「万協」
②
白色無臭の軟膏
100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 0.3g

あせも、ただれ、かぶれ、
かみそりまけ、虫さされ、
あせもに伴う感染症、汗
臭の防止

昭和42年1月30日

昭和39年7月6日

昭和39年7月6日

外用痔疾用薬１
販売名

ﾋﾌｰﾙHｸﾘｰﾑEX

ﾚｰﾊﾞﾝH軟膏Exα

ﾚｰﾊﾞﾝH坐剤Exα

ﾘｽｸ分類
剤型

②
o/w型ｸﾘｰﾑ剤

②
軟膏

②
坐剤

100g中
100g中
1個中
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.1g
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 1.0mg
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.5g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 60.0mg
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 2.0mg
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 1.0g
成分分量
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 0.2g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 4.0mg
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 20.0mg
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 6.0mg
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 3.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 3.0g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 60.0mg
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.1g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.1g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 10.0mg
きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・ きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・ きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・
かゆみ・はれ・出血の緩和及び かゆみ・はれ・出血の緩和及び かゆみ・はれ・出血の緩和
消毒
消毒
効能効果

用法用量

承認日

一物多名称

１日１～３回、適量を肛門部に塗 １日１～３回、適量を肛門部に塗 成人（１５歳以上）は、１回１個を
布する。
布する。
１日１～３回、肛門内に挿入す
る。

2021/10/1申請
ｴﾌｶｲHｸﾘｰﾑEX
ｵﾉﾌｪHｸﾘｰﾑEX

令和1年6月14日
ﾋﾌｰﾙH軟膏Exα■
ｴﾌｶｲH軟膏Exα
ｵﾉﾌｪH軟膏Exα■
ﾗﾎﾔH軟膏Exα
ｴﾌﾟｰﾙH軟膏Exα

令和1年6月14日
ﾋﾌｰﾙH坐剤Exα
ｴﾌｶｲH坐剤Exα
ｵﾉﾌｪH坐剤Exα■
ﾗﾎﾔH坐剤Exα
ｴﾌﾟｰﾙH坐剤Exα
ｼﾞｼﾝｺｳ坐薬S

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

21 ページ

外用痔疾用薬２
販売名

ﾚｰﾊﾞﾝH軟膏EX■

ﾚｰﾊﾞﾝH坐剤EX■

ﾚｰﾊﾞﾝH注入軟膏EX■

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ注入軟膏■

ﾘｽｸ分類
性状

②
軟膏

②
坐剤

②
軟膏

②
軟膏

成分分量

レーバンH坐剤■

1個中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
1.0mg

100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.05g

②
坐剤
１日量（2個）中
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
10mg

ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
5.0mg

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 60.0mg

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 120mg

酸化亜鉛 4.0g

酸化亜鉛 80.0mg

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
4.0mg

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
2.0mg

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.2g

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
4.0mg

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 20.0mg

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 6.0mg

100g中
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g

1個中
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 60.0mg

ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.5g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 20.0mg ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.5g

ﾚｰﾊﾞﾝＺ軟膏
②
軟膏
100g中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.05g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.5g
100mg
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 20mg

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 1.0g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
2.0mg

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 40mg

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
50.0mg

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 18mg

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
60.0mg
きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の
痛み・かゆみ・はれ・出血 痛み・かゆみ・はれ・出血 痛み・かゆみ・はれ・出血 痛み・かゆみ・はれ・出血 痛み・かゆみ・はれ・出血 痛み・かゆみ・はれ・出血
の緩和及び消毒
の緩和
の緩和
の緩和
の緩和
の緩和
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 3.0g

効能効果

用法用量

承認日

１日１～３回、適量を肛門 成人（１５歳以上）１回１個 成人（１５歳以上）は１回１
部に塗布する。
を、１日１～３回、肛門内 個を、１日１～２回、ﾉｽﾞﾙ
に挿入する。１５歳未満は 部分を肛門内に挿入し、
使用しないこと。
全量をゆっくり注入する。
または１日１～３回、適量
を肛門部に塗布する。な
お、一度塗布に使用したも
のは、注入には使用しな
いこと。

平成29年6月7日
ﾋﾌｰﾙH軟膏EX■
ｴﾌｶｲH軟膏EX■
ｵﾉﾌｪH軟膏EX■
ﾗﾎﾔH軟膏EX■
一物多名称
ｴﾌﾟｰﾙH軟膏EX■
ﾗｳﾏｰH軟膏EX■
ﾗｶﾅｳH軟膏EX
ﾊﾞﾝｷｰH軟膏EX

平成29年6月7日
ﾋﾌｰﾙH坐剤EX
ｴﾌｶｲH坐剤EX
ｵﾉﾌｪH坐剤EX■
ﾗﾎﾔH坐剤EX
ｴﾌﾟｰﾙH坐剤EX

平成29年6月7日
ﾋﾌｰﾙA注入軟膏EX
ｴﾌｶｲＡ注入軟膏EX
ｵﾉﾌｪA注入軟膏EX■
ﾗﾎﾔA注入軟膏EX
ｴﾌﾟｰﾙA注入軟膏EX■

成人（１５歳以上）は１回１ 成人（１５歳以上）：１回１ 1日３回、適量を肛門部に
個を、１日１～２回、ﾉｽﾞﾙ 個を１日１～２回、肛門内 塗布する。
部分を肛門内に挿入し、 に挿入する。
全量をゆっくり注入する。
または１日１～３回、適量
を肛門部に塗布する。な
お、一度塗布に使用したも
のは、注入には使用しな
いこと。
平成17年3月22日
ﾋﾌｰﾙA注入軟膏
ｴﾌｶｲＡ注入軟膏
ｵﾉﾌｪA注入軟膏■
ﾚｰﾊﾞﾝH注入軟膏■
ﾗﾎﾔA注入軟膏
ｷﾙｶﾐﾝA注入軟膏
ｴﾌﾟｰﾙA注入軟膏

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成6年7月26日
ｴﾌﾟｰﾙH坐剤
ﾋﾌｰﾙＨ坐剤
ｴﾌｶｲＨ坐剤
ｵﾉﾌｪH坐剤
ﾚｰﾊﾞﾝＧ坐剤

平成5年7月2日
ｴﾌﾟｰﾙH軟膏
ﾋﾌｰﾙＨ軟膏
ｴﾌｶｲＨ軟膏
ｵﾉﾌｪH軟膏

外用痔疾用薬３
販売名
ﾘｽｸ分類
性状

ﾚｰﾊﾞﾝW
2
芳香の白色軟膏
100g中

ﾚｰﾊﾞﾝP軟膏「万協」

ﾚｰﾊﾞﾝ坐薬

②
芳香の白色軟膏
100g中
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
0.25g

2
芳香の淡黄白色軟膏
100g中

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 3.0g

ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 2.0g

ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 10mg

ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.2g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.1g

ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 1.0g
ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.0g
成分分量

ﾚｰﾊﾞﾝH■

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.4g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.4g

ｱﾗﾝﾄｲﾝｸﾛﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾙﾐﾆ ｱﾗﾝﾄｲﾝｸﾛﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾙﾐﾆ
ｳﾑ
ｳﾑ
0.3g
0.3g

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g

ｵｷｿｱﾐｼﾞﾝ末 0.5g

ﾚｰﾊﾞﾝGﾛｰｼｮﾝ■

2
2
軟ｶﾌﾟｾﾙ剤
無色澄明発泡性芳香の液
2ｶﾌﾟｾﾙ中(2820mg中）
100ml中
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
β-ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 40mg
0.05g

ﾚｰﾊﾞﾝG軟膏■

ﾚｰﾊﾞﾝ■

2
芳香の白色軟膏
100g中

2
無色爽快な香りの液
100ml中

次硝酸ﾋﾞｽﾏｽ 10.0g

ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 3.00g

ﾌﾟﾛｶｲﾝ塩酸塩 0.1g

ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 5.0g

ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.005g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
40mg

ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩 0.05g

ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩 0.02g

ﾃｼｯﾄ･ﾃﾞｼﾁﾝ 0.10g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 10mg

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.05g

ｵｷｿｱﾐﾁﾞﾝ 0.5g

酸化亜鉛 5.0g

ﾖｰｸﾚｼﾁﾝ 0.5g

効能効果

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.4g
酢酸dl-α-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 0.5g
痔による痛み・かゆみ・は 痔による痛み・はれ・かゆ 次の場合の症状の緩和 次の場合の症状の緩和 いぼ痔、切れ痔、脱肛、肛 内痔核、外痔核、裂肛、脱 肛門周囲炎、脱肛、肛門
いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、 いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、 門の裂創、肛門周囲炎、 肛、肛門湿疹、肛門そう 裂創、痔核、陰部そう痒
れ・出血
み・出血
切れ痔、出痔、痔出血
肛門部、外陰部のそう痒 痒、肛門潰瘍
症、男女陰部清浄
切れ痔、出痔、痔出血
症

用法用量

1日1～3回適量を患部に 1日1～3回適宜量を患部 1日1～2回適宜量をその １日１カプセル、１日１～２ 脱脂綿またはｶﾞｰｾﾞに本 1日1～2回、適宜量をその 脱脂綿又はｶﾞｰｾﾞに浸して
塗布するか、またはｶﾞｰｾﾞ に塗布するか、またはｶﾞｰ まま塗布するか、ｶﾞｰｾﾞに 回、肛門内に挿入する。 液を浸して、1日数回患部 まま塗布するか、ｶﾞｰｾﾞに 1日数回患部を清拭する。
にのばして貼布する。
ｾﾞにのばして貼付する。 のばして貼布する。
を清拭するか、またはあ のばして貼布する。
ん法する。

承認日

昭和60年10月16日

昭和60年9月26日

昭和57年8月21日

昭和53年2月17日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和45年3月18日

昭和41年8月22日

昭和36年6月10日

うがい薬・歯科口腔用薬１
製品名
ﾘｽｸ分類
性状

ｲﾏｼﾞﾝうがい薬
3
含嗽剤（液剤）
100ml中
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ7.0g

成分・分量

口腔内及びのどの殺菌・
消毒・洗浄、口臭の除去
効能・効果

用法・用量

承認日

一物多名称

ﾘｯﾌﾟﾍﾞｰﾙ

ﾋﾌｰﾙ口内炎軟膏■

ﾋﾌｰﾙAC■

ﾌｧｲﾝｽﾛｰﾄ

3
②
1
3
油脂性軟膏剤
白色の芳香の軟膏
白色の軟膏
赤褐色粘稠性の液
100g中
100g中
100g中
100ml中
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.5g
ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾘﾄﾞ 0.1g
ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 5.0g
ﾖｳ素 0.5g
ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 0.5g
ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ 1.0g
ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩 0.1g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.2g
口唇のひびわれ、口唇の 口内炎（アフタ性）
口唇ﾍﾙﾍﾟｽの再発(過去に のどの殺菌・消毒
ただれ、口唇炎、口角炎
医師の診断・治療を受け
た方に限る)

1回、本剤2～4mlを水約 １日数回、適量を患部に
60mlに薄めて、1日数回う 塗布する。
がいしてください。

1日1～数回、適量を患部 1日3～5回、適量を患部に 1日数回のどの粘膜面に
に塗布する。
塗布する。(唇やそのまわ 噴射塗布して用いる。
りにﾋﾟﾘﾋﾟﾘ、ﾁｸﾁｸなどの違
和感をおぼえたら、すぐに
塗布する。)

令和3年7月15日
ｴﾌｶｲうがい薬
ｴﾌﾟｰﾙうがい薬
ﾊﾞﾝｷｮｰうがい薬

平成28年1月20日
ｴﾌﾟｰﾙ口内炎軟膏■
ｵﾉﾌｪ口内炎軟膏■
ﾗｳﾏｰ口内炎軟膏■
ﾗﾎﾔ口内炎軟膏
ｷﾙｶﾐﾝ口内炎軟膏■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶ口内炎軟膏
ﾊﾞﾝｷｰ口内炎軟膏

2020/9/23申請
ﾕｱﾘｯﾌﾟ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成24年4月19日
ｴﾌﾟｰﾙAC
ｵﾉﾌｪAC
ﾗｳﾏｰAC
ﾗﾎﾔAC
ｷﾙｶﾐﾝAC
ﾊﾞﾝｷｰAC

平成7年1月13日

うがい薬・歯科口腔用薬２
製品名
ﾘｽｸ分類
性状

ｸﾘｱｽﾛｰﾄ
3
赤褐色粘稠性の液
1ml中
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 4.5mg

成分・分量

ﾃﾞﾝﾀﾙBBｶﾌﾟｾﾙ

うがいｺﾝｸ

3
2
硬ｶﾌﾟｾﾙ剤
淡橙色半透明芳香の液体
2ｶﾌﾟｾﾙ中
1ml中
ﾋﾋﾞﾃﾝｸﾞﾙｺﾈｰﾄ液
ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 30mg
0.075ml
ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩 100mg

ﾊｯｶ油 6mg

ﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ「万協」
3
白色の芳香の軟膏
100g中
ｼﾞﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ
0.5g

ﾃﾞﾝﾀﾙSｸﾘｰﾑ

ﾃﾞﾝﾀﾙﾋﾟﾙｸﾘｰﾑ■

2
淡紫色芳香の軟膏
100g中

②
淡緑色軟膏で芳香
100g中

ﾌｪﾉｰﾙ 0.1g

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 0.2g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.3g
0.05g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.05g
ｱｽﾞﾚﾝ 0.02g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.1g

塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ 0.1g

ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘｰﾑ■
2
白色の軟膏で芳香
100g中
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 1.0g
ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 0.3g

ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ 60mg
ﾕｰｶﾘ油 1mg
塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ 0.1g
ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 30mg
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 15mg
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.1g
ｵﾛﾁﾝ酸 100mg
のどの炎症によるのどの 口角炎、口唇炎、口内炎、 口腔内の殺菌・消毒、口 口唇乾燥症（ひびわれ、 口中のはれ、ただれ、切り 歯肉炎、歯根炎、口内炎、 虫歯、歯根炎、歯肉炎等
あれ、のどの痛み、のど 舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶ 臭の除去
あれ），口唇炎（ただれ）， 傷、痛み
口角炎、口唇炎
による歯痛、歯槽膿漏、
のはれ、のどの不快感、 れ、ただれ、にきび、肌あ
口角炎（びらん）
口内炎、口角炎
声がれ
れ｢ただし、これらの症状
について、1ヶ月ほど使用
しても改善が見られない
場合は、医師又は薬剤師
効能・効果
に相談すること。｣次の場
合のﾋﾞﾀﾐﾝB2B6の補給:肉
体疲労時、妊娠･授乳期、
病中病後の体力低下時
1日数回適量をのどの粘 成人(15才以上)1回1ｶﾌﾟｾ 1回、約0.25mlを水約80ml 1日数回、適宜量を口唇に 清潔な指先または脱脂綿 1日数回、適当量を清潔な
に適当量（約0.2～0.5g)を 指先、又は脱脂綿につけ
で薄めて、うがい液とし、1 塗布または塗擦する。
膜面に噴射塗布して用い ﾙ 1日2回服用する。
つけて、1日2～3回歯茎を て、患部に塗擦する。
日数回うがいする。
る。
ﾏｯｻｰｼﾞする。または炎症
用法・用量
の部分に適当量を塗擦す
る。

承認日

平成6年7月22日

昭和63年8月1日

昭和54年11月8日

昭和44年12月19日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和44年9月3日

昭和39年7月6日

1日数回、適量を清潔な指
先、または脱脂綿につけ
て、患部に塗擦する。虫歯
には、そのくぼみ並びに
歯肉に塗布する。

昭和39年3月13日

化膿性疾患用薬
製品名

紫雲膏ﾋﾌｰﾙ■

ﾎﾞﾙﾈＦ■

ﾈｵ･ﾃｰﾏ

ﾀﾞｰﾏﾝS■

ﾊﾟﾝﾊﾟｽ軟膏■

ﾘｽｸ分類

2

2

2

2

2

性状

軟膏

軟膏

淡桃色芳香の軟膏

白色軟膏

成分分量

効能効果

用法用量

承認日

一物多名称

100g中
100g中
1117g中
ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ 5.0g
酸化亜鉛 30.0g
ｼｺﾝ 120g
酸化亜鉛 5.0g
ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 1.5g
ﾄｳｷ 80g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ
0.5g
次没食子酸ﾋﾞｽﾏｽ
1.5g
ｺﾞﾏ油 1000g
ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ 5.0g
ﾐﾂﾛｳ 300g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.6g
豚脂 30g
(一般用の場合）
化膿性皮膚疾患（とびひ、 とびひ、にきび、面ちょう、
ひび、あかぎれ、しもや
めんちょう、毛のう炎）
化膿性皮膚疾患
け、魚の目、あせも、ただ
れ、外傷・火傷、痔の痛み
（配置や向けの場合）
ひび、あかぎれ、しもや
け、ただれ、軽微の外傷・
火傷、痔の痛み

100g中
ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ 5.0g
酸化亜鉛 5.0g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.5g
dl-塩酸ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 0.5g
卵黄油 0.5g
一般創傷、切傷、すり傷、
化膿性疾患、急慢性湿
疹、蕁麻疹、痒疹、毒虫刺
傷、かぶれ、火傷、小児ｽ
ﾄﾛﾌﾙｽ

ﾎﾞﾙﾈｶﾞｰｾﾞ「協励」

2
無色で特異臭の薬液に
淡黄色、芳香の軟膏
ｶﾞｰｾﾞを浸漬したもの
100g中
100g中
酸化亜鉛 6.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 2.0g
ﾌｪﾉｰﾙ 0.5g
龍脳 5.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 0.1g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.05g
ﾖｰｸﾚｼﾁﾝ 0.5g
やけど、きりきず、すりき ねぶと、よう、ちょう、腫物
ず、日やけ、しもやけ、ひ
び、あかぎれ、かぶれ、た
だれ、よう、ちょう、くさ、ぢ

適量を患部に塗布または １日数回、適量を患部に 患部及びその周辺を清拭 1日2～3回適量をｶﾞｰｾﾞに 1日2～3回患部に塗布又 1日数回本薬液に浸され
よく擦り込む、またはガー 塗布するか、又はｶﾞｰｾﾞ等 したのち、1日1～2回適宜 延し、又は直接患部に塗 は貼用する。
たｶﾞｰｾﾞを患部に貼布す
ゼ・脱脂綿に塗布して患 に延ばして貼る。
量を塗布する。
擦又は塗布す。
る。
部に貼る。

平成28年9月6日
紫雲膏ﾅﾙｶﾞ
紫雲膏ﾏﾕｰﾙ
紫雲膏ﾃｰﾏ

平成15年3月20日
ｴﾌﾟｰﾙＧ■
ﾋﾌｰﾙH■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶF■
ﾗﾎﾔＦ
ﾗｳﾏｰＦ■
ｷﾙｶﾐﾝＦ
ｵﾉﾌｪＦ■

昭和52年11月14日

昭和45年12月2日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

26 ページ

昭和39年2月22日

昭和37年2月24日

にきび治療薬
販売名
ﾘｽｸ分類
性状
成分分量

ﾋﾌｰﾙｱｸﾈｽﾌﾟﾚｰ

ﾗｳﾏｰｱｸﾈｸﾘｰﾑ

ﾋﾌｰﾙｱｸﾈｸﾘｰﾑ■

2
2
2
ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ剤
ｸﾘｰﾑ
ｸﾘｰﾑ
100g中
100g中
100g中
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ 3.0g
ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ 3.0g
ｻﾘﾁﾙ酸 0.5g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g
ｴﾀﾉｰﾙ 22.84g
※香料有り
吹き出物、にきび
吹き出物、にきび
にきび

効能効果

用法用量

承認日

一物多名称

１日２回（朝・晩）、適量を １日数回、石けんで洗顔
患部に噴霧する。顔には 後、適量を患部に塗布す
適量を手にとり塗布する。 る。

１日数回、石けんで洗顔
後、適量を患部に塗布す
る。

2020/7/21申請
ｴﾌﾟｰﾙｱｸﾈｽﾌﾟﾚｰ

平成24年9月13日
ｴﾌﾟｰﾙｱｸﾈｸﾘｰﾑ■
ｵﾉﾌｪｱｸﾈｸﾘｰﾑ

平成28年12月26日

ｷﾙｶﾐﾝｱｸﾈｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲｱｸﾈｸﾘｰﾑ

ﾗｶﾅｳｱｸﾈｸﾘｰﾑ■
ﾅﾙｶﾞｱｸﾈｸﾘｰﾑ
ﾗﾊﾞﾙﾝｱｸﾈｸﾘｰﾑ
※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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殺菌消毒薬1
販売名

手ｸﾘｱ消毒液

ﾘｽｸ分類
剤型

3
消毒剤
100mL中
ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物 0.1g

成分分量

手指・皮膚の殺菌・消毒
効能効果

用法用量

承認日

本品をそのまま手指・皮膚に塗
擦するか、又はそのままガーゼ、
脱脂綿等に浸して清拭する。

2021/10/6申請
手ｸﾘ-ﾝ消毒液

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品
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殺菌消毒薬2
販売名

ﾋﾌｰﾙAPﾛｰｼｮﾝ

ｴﾌﾟｰﾙ消毒薬

ｹｰﾊﾟｲﾝ消毒薬■

ﾘｽｸ分類
性状

3
液

3
液

2
液

100mL中
ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物 0.01g
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ
成分分量

100mL中
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 10.0g

0.12g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.12g

100mL中
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.1g
ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩 0.1g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.2g

一物多名称

切傷、すり傷、さし傷、か
き傷、靴ずれ、創傷面の
殺菌・消毒、痔疾の場合
の肛門の殺菌・消毒

ﾊﾟﾝﾊﾟｽL

ﾃｰﾌﾟ軟膏

2
2
無色澄明の液
黄色軟膏
100mL中
100g中
ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ液
ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 2.5g
0.5ml dl-塩酸ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 0.1g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩

ｱｸﾘﾉｰﾙ 0.15g

0.2g

酸化亜鉛 5.0g

次没食子ﾋﾞｽﾏｽ 3.0g
卵黄油 0.5g
きり傷、すり傷、かき傷、 切傷、さし傷、かき傷、す 外傷（切傷、すり傷、つき
靴ずれ、創傷面の殺菌・ り傷、靴ずれ、手指・創傷 傷）、靴ずれ
消毒、痔疾時の肛門の消 面の殺菌・消毒
毒

かき傷、創傷面の殺菌・
消毒、とびひ・おでき等の
感染皮ふ面の消毒、きり
傷、すり傷、さし傷、靴ず
れ

切傷、すり傷、さし傷、か
き傷、靴ずれ、創傷面の
殺菌・消毒、とびひ、おで
き等の感染皮膚面の消毒

１日数回、適量を患部に
塗布してください。

1日数回、適量を患部に塗 １日数回噴霧又はｶﾞｰｾﾞ・ １日数回、脱脂綿または 1日数回脱脂綿またはｶﾞｰ 1日2乃至3回患部に適量
布する。
脱脂綿などに浸して塗布 ｶﾞｰｾﾞに浸して患部に塗布 ｾﾞに浸して患部を清拭す を塗布する。
する。
する。
る。

平成25年4月23日
ｴﾌﾟｰﾙAPﾛｰｼｮﾝ
ｴﾌｶｲAPﾛｰｼｮﾝ
ｵﾉﾌｪAPﾛｰｼｮﾝ■

平成17年10月24日
ﾗｳﾏｰ消毒薬
ｴﾌｶｲ消毒薬
ｵﾉﾌｪ消毒薬

用法用量

承認日

2
無色澄明芳香の液
100mL中
ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.1g
ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩 0.1g
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.2g

ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物 0.1g ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物 0.1g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 0.10g

効能効果

ﾎﾞﾙﾈＬ

平成11年6月30日
ﾚｰﾊﾞﾝGﾛｰｼｮﾝ2■
ｷｽﾞｸﾘｱ■
ﾊﾟﾝﾊﾟｽ消毒薬
ﾋﾌｰﾙ消毒薬
ﾏﾝﾅ消毒薬
ﾄﾗｯﾄﾞ消毒薬
ｱｰｼﾞｭ消毒薬

昭和60年2月8日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和58年12月26日

昭和54年11月8日

ひび・あかぎれ用薬
販売名

ﾋﾋﾞﾋﾌｰﾙα■

ﾋﾋﾞﾋﾌｰﾙ■

ﾋﾌｰﾙﾊﾞﾝ■

ﾘｽｸ分類
性状

3
白色のｸﾘｰﾑ
100g中
ﾋﾞﾀﾐﾝA油 0.5g
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.0g
ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.2g
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.3g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 0.5g
ｸﾞﾘｾﾘﾝ 40.0g
ひじ・ひざ・かかとのあれ、
ひび、あかぎれ、指先・手
のひらのあれ、しもやけ

3
白色のｸﾘｰﾑ
100g中
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ 2.0g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g
ｌ-ﾒﾝﾄｰﾙ 1.35g
dl-ｶﾝﾌﾙ 9.6g
ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 3.0g

3
ﾛｰｼｮﾝ

成分分量

効能効果

用法用量

承認日

ひび、あかぎれ、しもや
け、かゆみ

100g中
ﾋﾟﾛｷｼﾘﾝ 12.0g

ひび、あかぎれ、さかむ
け、小きりきず、すりきず

1日数回、適量を患部に塗 1日数回、適量を患部に塗 患部を清潔にし、傷部の
布する。
布または塗擦する。
みに適量を塗り、そのまま
静かに乾燥させる。

平成29年10月12日
ﾋﾋﾞｴﾌﾟｰﾙα

平成23年9月20日
ﾋﾋﾞｴﾌﾟｰﾙ■

ﾋﾋﾞﾗｳﾏｰα■

ﾋﾋﾞﾗｳﾏｰ■
ﾋﾋﾞｵﾉﾌｪ
ﾋﾋﾞﾗﾎﾔ
ﾋﾋﾞﾄﾛﾏ

一物多名称 ﾋﾋﾞｵﾉﾌｪα■

ﾋﾋﾞﾗﾎﾔα
ﾋﾋﾞﾄﾛﾏα

平成23年10月18日
ﾗﾎﾔﾊﾞﾝ
ﾗｶﾅｳﾊﾞﾝ
ｴﾌｶｲﾊﾞﾝ
ﾊﾟﾙﾑﾕｰﾊﾞﾝ■
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶﾊﾞﾝ

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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瀉下薬
製品名

通源顆粒

通源細粒〈協励〉

通源細粒「協励」■

ﾂｰｹﾞﾝC

通源「協励」

②
緑褐色の細粒
1日量(2包)中
ﾀﾞｲｵｳ末 0.85g
ｾﾝﾅ末 0.75g
ｼｬｸﾔｸ末 0.40g
ｶﾝｿﾞｳ末 0.40g
・便秘 ・便秘に伴う次の
症状の緩和：頭重、のぼ
せ、肌あれ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨
満、腸内異常醗酵、痔

②
茶褐色の細粒
1日量(4包)中
ｾﾝﾅ末 1500mg
ﾀﾞｲｵｳ末 800mg
ｶﾝｿﾞｳ末 800mg
ｼｬｸﾔｸ末 800mg
・便秘 ・便秘に伴う次の
症状の緩和：頭重、のぼ
せ、肌あれ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨
満、腸内異常醗酵、痔

②
硬ｶﾌﾟｾﾙ剤
1日量(4ｶﾌﾟｾﾙ)中
ﾀﾞｲｵｳｴｷｽ 120mg
ｶﾝｿﾞｳｴｷｽ 200mg
ｼｬｸﾔｸｴｷｽ 80mg
ｾﾝﾉｼﾄﾞ 32mg
・便秘 ・便秘に伴う次の
症状の緩和：頭重、のぼ
せ、肌あれ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨
満、腸内異常醗酵、痔

②
濃緑褐色の粉末
1日量(4包)中
ｾﾝﾅ末 1.5g
ﾀﾞｲｵｳ末 0.8g
ｶﾝｿﾞｳ末 0.8g
ｼｬｸﾔｸ末 0.8g
・便秘 ・便秘に伴う次の
症状の緩和：頭重、のぼ
せ、肌あれ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨
満、腸内異常醗酵、痔

大人(15才以上）1回1～2
包 1日1回空腹時に服用
すること。ただし、初回は
最小量を用い、便通の具
合や状態をみながら少し
ずつ増量又は減量するこ
と。

1.大入包装 大人(15歳以
上）1回0.6～1.2g 11歳以
上15歳未満1回0.4～0.8g
7歳以上11歳未満1回0.3
～0.6g 1日2回、朝夕の空
腹時服用すること。ただ
し、初回は最小量を用い、
便通の具合や状態をみな
がら少しずつ増量や減量
すること。 2.分包品 大人
(15歳以上）1回1/2～1包
11歳以上15歳未満1回1/3
～2/3包 7歳以上11歳未
満1/4～1/2包

1.分包剤 大人(15歳以
上）1回1包～2包 1日2回
2.大入り剤 大人(15歳以
上1回1.31～2.62gを限度と
し、なるべく空腹時に服用
すること。服用間隔は4時
間以上おくこと。ただし、初
回は最小量を用い、便通
の具合や状態をみながら
少しずつ増量又は減量す
ること。

大人(15才以上）1回1～2ｶ
ﾌﾟｾﾙを、1日2回を限度と
し、なるべく空腹時に服用
すること。服用間隔は4時
間以上おくこと。ただし、便
秘の程度、状態には個人
差があるので、初回は最
小量を用い、便通の具合
や状態をみながら少しず
つ増量又は、減量するこ
と。

大人(15才以上）1回1包～
2包 1日2回を限度とし、
なるべく空腹時に服用す
る。服用間隔は4時間以上
おくこと。ただし、便秘の程
度、状態には個人差があ
るので、初回は最小量を
用い、便通の具合や状態
をみながら少しずつ増量
や減量すること。

平成6年9月28日
新通源

平成6年1月28日
ｽﾙｰﾗﾝ
ﾛｰﾔﾙ漢方便秘薬「細粒」

昭和63年7月4日

昭和62年6月22日

昭和62年3月31日

ﾘｽｸ分類
性状

②
淡黄緑褐色の顆粒
1日量(2包)中
ﾀﾞｲｵｳ末 0.45g
成分・分量
ｾﾝﾅ末 0.75g
ｼｬｸﾔｸ末 0.40g
ｶﾝｿﾞｳ末 0.40g
・便秘 ・便秘に伴う次の
症状の緩和：頭重、のぼ
せ、肌あれ、吹出物、食欲
不振（食欲減退）、腹部膨
効能・効果 満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

承認日
一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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消化器官用薬
製品名
ﾘｽｸ分類
性状

成分・分量

強力ﾊﾟﾝｼﾞｱｰ「万協」

強力ﾊﾟｰﾙﾐｯｸｽ「万協」

ﾊﾟｰﾙﾐｯｸｽ「万協」

ﾃﾞｺｰﾙ「万協」

②
2
3
淡黄褐色の粉末で芳香 淡黄色の粉末で特異臭
淡褐色の粉末
3包中
3包中
3包中
炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 900mg

DL-ﾒﾁｵﾆﾝ 1.0g

dlﾒﾁｵﾆﾝ 1.0g

合成ﾋﾄﾞﾛﾀﾙｻｲﾄ 1200mg

塩酸ﾁｱﾐﾝ 0.02g

ﾋﾞﾀﾐﾝB1 0.02g

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 822mg

ﾋﾞﾀﾐﾝB2 0.007g

ﾋﾞﾀﾐﾝB2 0.007g

ﾛｰﾄｴｷｽ散 300mg

dl-塩酸ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ
0.05g

ｹﾞﾝﾁｱﾅ末 180mg

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.01g

3
淡褐色の微粉末
1000g中
ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 5.0g

胆汁末 250.0g

ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ 0.03g
ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 0.02g
胃酸過多、胸やけ、胃部
不快感、胃部膨満感、もた
れ（胃もたれ）、胃重、胸つ
かえ、げっぷ（おくび）、吐
き気（むかつき、胃のむか
効能・効果 つき、二日酔・悪酔のむか
つき、嘔気、悪心）、嘔吐、
飲み過ぎ（過飲）、胃痛

肝臓疾患、宿酔、黄疸、自
家中毒、蕁麻疹、ｱﾚﾙｷﾞｰ
性皮膚炎、にきび、しみ、
口内炎、食餌中毒、つわり

肝臓疾患、黄疸、宿酔、自
家中毒、つわり、蕁麻疹、
急性慢性湿疹、ｱﾚﾙｷﾞｰ皮
膚疾患、疲労回復、にき
び、口内炎

消化不良、肝臓及び胆嚢
機能障害、胆石痛、黄疸、
胃痛、腹痛、蕁麻疹、つわ
り、胃酸過多、宿酔、急性
慢性下痢、便秘

大人(15才以上)1回1包
11才以上15才未満 1回
2/3包、8才以上11才未満
1回1/2包 5才以上8才未
用法・用量 満 1回1/3包 いずれも1
日3回食後に服用する。

1日3回適宜服用する。1回
大人1包宛 15才未満7才
まで1/2包 7才未満5才ま
で1/3包 5才未満2才まで
1/6包 2才未満1/10包

1日3回適宜服用する。1回
大人1包宛 15才未満7才
まで1/2包 7才未満5才ま
で1/3包 5才未満2才まで
1/6包 2才未満1/10包

一般症状には大人１回
0.5g宛 １日３回食後服用
急性下痢胃痛には１回
1.0g頓用 便秘には１日１
回1.5～2.0g夕食後服用す
る。

昭和37年3月27日

昭和36年6月10日

昭和36年5月22日

承認日

昭和56年8月14日
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その他
育毛剤

鼻炎用点鼻薬

ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤

製品名
ﾘｽｸ分類

ｶﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ
2

ﾋﾌｰﾙAL鼻炎ｽﾌﾟﾚｰ
2

ｴﾌﾟｰﾙN点鼻薬
2

ﾅﾁｭﾘｱEC
3

剤型

外用液剤

液

液

黄色の分包顆粒剤

成分分量

100mL中

100ml中

100ml中

ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ塩化物 1.0g

ｹﾄﾁﾌｪﾝﾌﾏﾙ酸塩 0.0756g

ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩 0.05g

1日量（3包）中
酢酸d-α-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ
300mg

呼吸器官用薬
ｾﾞﾝﾄｯﾌﾟ「協励」
②
淡茶褐色の粉末で特異な
におい
3包(3.0g)中
dl-塩酸ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ
60mg

ﾊﾟﾝﾄﾃﾆｰﾙｴﾁﾙｴｰﾃﾙ 1.0g

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
0.5g

ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 1000mg

ｸﾞﾘｾﾘﾝﾓﾉｸﾞｱﾔｺｰﾙｴｰﾃﾙ
180mg

ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩 0.05g

ﾘﾄﾞｶｲﾝ 0.5g

L-ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
1124.7mg

ｻﾘﾁﾙ酸ﾍﾞﾅｼﾞﾝ 60mg

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩 0.1g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.3g

酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 3mg

無水ｶﾌｪｲﾝ 150mg

ｻﾘﾁﾙ酸 0.2g

ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.02g

ｶﾝｿﾞｳｴｷｽ末C 180mg

l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.3g

効能効果

発毛促進、育毛、脱毛（抜
毛）の予防、若禿（壮年性
脱毛症）、薄毛、ふけ、か
ゆみ、病後・産後の脱毛、
粃糠性脱毛症、円形脱毛
症

花粉、ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ(室内塵)な
どによる次のような鼻のｱ
ﾚﾙｷﾞｰ症状の緩和：くしゃ
み、鼻みず(鼻汁過多)、鼻
づまり

急性鼻炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎又は副鼻腔炎による次
の諸症状の緩和：鼻づま
り、鼻みず、くしゃみ、頭重

１日２～３回適量を頭皮・
頭髪にふりかけ、マッサー
ジする。

成人（１５歳以上）及び７
歳以上の小児：１回に１度
ずつ、１日４回(朝、昼、夕
方及び就寝前)両鼻腔内
に噴霧する。(１噴霧でｹﾄ
ﾁﾌｪﾝとして0.05mg)

成人（１５歳以上）及び７
歳以上の小児：１回１～２
度ずつ、１日１～５回、鼻
腔内に噴霧する。なお、適
用間隔は３時間以上おく
こと。

2021/7/28申請
ｶﾐﾝｸﾞｱｳﾄ

平成26年4月10日
ｴﾌﾟｰﾙAL鼻炎ｽﾌﾟﾚｰ
ｴﾌｶｲAL鼻炎ｽﾌﾟﾚｰ
ｵﾉﾌｪAL鼻炎ｽﾌﾟﾚｰ

平成17年6月28日
ﾋﾌｰﾙN点鼻薬■
ｴﾌｶｲN点鼻薬■
ｵﾉﾌｪN点鼻薬■

用法用量

承認日
一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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末梢血行障害による次の
諸症状の緩和：肩・首筋
のこり、手足のしびれ・冷
え、しもやけ 次の諸症状
の緩和：しみ、そばかす、
日やけ・かぶれによる色
素沈着 次の場合の出血
予防：歯茎からの出血、鼻
出血 次の場合のﾋﾞﾀﾐﾝ
ECの補給：肉体疲労時、
病中病後の体力低下時、
老年期
大人(15歳以上)1回1包
11歳以上15歳未満 1回
2/3包、7歳以上11歳未満
1回1/2包 3歳以上7歳未
満 1回1/3包 1日2～3回
食後に服用する。ただし、
1日2回服用する場合は朝
夕、1日3回服用する場合
は朝昼晩服用する。

平成3年2月22日

ぜんそく、せき、たん

1日3回、適宜服用する。1
回大人1包 11才以上～
15才未満 2/3包、8才以
上～11才未満1/2包 5才
以上～8才未満1/3包

昭和42年7月6日

医薬部外品1
製品名
分類
剤型

成分分量

ﾗﾊﾞﾙﾝ薬用HPｹﾞﾙ

ﾗﾊﾞﾙﾝ薬用HPｸﾘｰﾑ

医薬部外品
半固形剤ｹﾞﾙﾀｲﾌﾟ
100g中

医薬部外品
半固形剤乳化ﾀｲﾌﾟ
100g中

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.1g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.1g

ﾗﾊﾞﾙﾝ薬用HPﾛｰｼｮﾝ
医薬部外品
ﾛｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
100g中
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 0.1g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.1g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.1g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.1g

効能効果

肌あれ、あれ性。あせも・
しもやけ・ひび・あかぎれ・
にきびを防ぐ。肌を整え
る。皮膚をすこやかに保
つ。皮膚にうるおいを与え
る。皮膚を保護する。皮膚
の乾燥を防ぐ。

肌あれ、あれ性。あせも・
しもやけ・ひび・あかぎれ・
にきびを防ぐ。肌を整え
る。皮膚をすこやかに保
つ。皮膚にうるおいを与え
る。皮膚を保護する。皮膚
の乾燥を防ぐ。

肌あれ、あれ性。あせも・
しもやけ・ひび・あかぎれ・
にきびを防ぐ。肌を整え
る。皮膚をすこやかに保
つ。皮膚にうるおいを与え
る。

適量を皮膚に塗布する。

適量を皮膚に塗布する。

適量を皮膚に塗布する。

用法用量
承認日

令和3年11月12日

令和3年11月16日

令和3年11月12日

ﾏﾕｰﾙ薬用HPｹﾞﾙ

ﾏﾕｰﾙ薬用HPｸﾘｰﾑ

ﾏﾕｰﾙ薬用HPﾛｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾗｲﾙ薬用HPｹﾞﾙ

ﾌﾟﾗｲﾙ薬用HPｸﾘｰﾑ

ﾌﾟﾗｲﾙ薬用HPﾛｰｼｮﾝ

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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医薬部外品2
消毒剤
製品名
分類
剤型

成分分量

ﾋﾌｰﾙA薬用手指消毒液■
新指定医薬部外品
消毒剤
100mL中
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.05g

含嗽薬（液剤）
ﾋﾌｰﾙA薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ
ﾋﾌｰﾙL薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ
■
新指定医薬部外品
新指定医薬部外品
消毒剤
消毒剤
100mL中
100mL中
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
0.05g
0.05g

手指・皮膚の洗浄・消毒

手指・皮膚の洗浄・消毒

手指・皮膚の洗浄・消毒

適量を手指に取り、塗布
または塗擦する。

適量を手指に取り、塗布
または塗擦する。

適量を手指に取り、塗布
または塗擦する。

効能効果

用法用量
承認日

一物多名称

令和2年6月29日

令和2年6月23日

令和2年6月23日

ﾋﾌｰﾙﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ
指定医薬部外品
ﾛｰｼｮﾝ
100g中
ﾄﾘｸﾛﾛｶﾙﾊﾞﾆﾘﾄﾞ 0.1g

ｹｰﾊﾟｲﾝ消毒液A■

ﾋﾌｰﾙｸﾘｱうがい薬■

指定医薬部外品
無色澄明の液体
含嗽薬（液剤）
100ml
100ml中
ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物 ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ塩化物水和
0.05g
物 0.25g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ
0.25g
すり傷、切り傷、さし傷、か すり傷、切り傷、さし傷、か 口腔内及びのどの殺菌・
き傷、靴ずれ、創傷面の き傷、靴ずれ、創傷面の 消毒・洗浄、口臭の除去
消毒・保護(被覆)
洗浄・消毒
傷面の水分や付着物をよ １日数回患部に噴霧又は １回約１ｍＬを約５０ｍＬの
くふきとり、適量を患部に ｶﾞｰｾﾞ、脱脂綿などに浸し 水にうすめてうがいする。
塗布し乾燥させる。
て塗布する。
１日数回行う。
平成23年9月5日

平成12年10月23日

令和3年3月26日

ｵﾉﾌｪA薬用手指消毒液

ｵﾉﾌｪA薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ ｵﾉﾌｪL薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ ﾗｶﾅｳﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ

ｹｰﾊﾟｲﾝ消毒液E

ｴﾌﾟｰﾙｸﾘｱうがい薬

ｴﾌﾟｰﾙA薬用手指消毒液

ｴﾌﾟｰﾙA薬用手指消毒ｼﾞｪ ｴﾌﾟｰﾙL薬用手指消毒ｼﾞｪ
ｴﾌｶｲﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ■
ﾙ■
ﾙ

ｴﾌﾟｰﾙ消毒液

ｴﾌｶｲｸﾘｱうがい薬■

ﾗﾎﾔA薬用手指消毒液

ﾗﾎﾔA薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ
ﾗﾎﾔL薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ ﾄﾛﾏﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ
■

ｱｰｼﾞｭ消毒液

ｲﾏｼﾞﾝｸﾘｱうがい薬■

ﾗｳﾏｰA薬用手指消毒液
■

ﾗｳﾏｰA薬用手指消毒ｼﾞｪ
ﾗｳﾏｰL薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ ﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ
ﾙ

ﾓﾝﾙﾅA薬用手指消毒液

ﾓﾝﾙﾅA薬用手指消毒ｼﾞｪ
ﾓﾝﾙﾅL薬用手指消毒ｼﾞｪﾙ ﾗｯﾌﾟ絆A■
ﾙ
ﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝ液体絆創膏■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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ﾊﾞﾝｷｮｰｸﾘｱうがい薬

医薬部外品3
薬用化粧品
製品名
分類
性状

ｷｬﾐﾚｰﾙｸﾘｰﾑｴｸｾﾚﾝﾄQ■
黄色のｸﾘｰﾑ
100g中
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.1g

成分分量

薬用化粧品
ﾋﾌｰﾙL
芳香の無色澄明の液
100ml中
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
0.03g

薬用化粧品

薬用化粧品

ﾅﾁｭﾘｱ ﾌﾟﾗｽ
芳香の乳白色の乳液
100g中
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ﾓﾉｱﾝﾓﾆｳﾑ
0.1g

効能効果

用法用量
承認日

一物多名称

ﾅﾁｭﾘｱｽｷﾝｿﾌﾅｰ
芳香の無色澄明の液
100ml中
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ﾓﾉｱﾝﾓﾆｳﾑ
0.1g

ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ｶﾘｳﾑ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.1g

肌あれ．あれ性．あせも．
ひび．にきびを防ぐ．肌を
ひきしめる．肌を清浄にす
る．肌をととのえる．皮膚
をすこやかに保つ．皮膚
にうるおいを与える．

適宜適量を皮膚に塗布す 適量を皮膚に塗布する。
る。

平成24年9月25日
ﾏﾕｰﾙαｸﾘｰﾑ
ﾌﾟﾗﾏﾙαｸﾘｰﾑ
ﾅﾙｶﾞαｸﾘｰﾑ

ﾅﾁｭﾘｱ
芳香の乳白色の乳液
100g中
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ﾓﾉｱﾝﾓﾆｳﾑ
0.1g

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.1g
肌あれ。あれ性。肌をひき
しめる。肌を整える。皮膚
をすこやかに保つ。皮膚
にうるおいを与える。皮膚
を保護する。皮膚の乾燥
を防ぐ。

薬用化粧品

平成19年9月13日
ﾗｳﾏｰL
ｴﾌｶｲL
ｵﾉﾌｪL
ｵｰﾄﾞﾍﾞﾙﾍﾞ
ｵｰﾄﾞﾅﾙｶﾞ
ｵｰﾄﾞﾅﾙｶﾞ
ｵｰﾄﾞﾗﾎﾔ
ｵｰﾄﾞﾄﾛﾏ
ｵｰﾄﾞﾃｰﾏ

あせも・しもやけ・ひび・あ
かぎれ・にきびを防ぐ。皮
膚をすこやかに保つ。皮
膚にうるおいを与える。皮
膚を保護する。皮膚の乾
燥を防ぐ。

ｱﾗﾝﾄｲﾝ 0.1g ﾋﾞｵｶﾀﾗｲｻﾞｰﾌﾟﾗｾﾝﾀ 1.0g
あせも・しもやけ・ひび・あ
かぎれ・にきびを防ぐ。皮
膚をすこやかに保つ。皮
膚にうるおいを与える。皮
膚を保護する。皮膚の乾
燥を防ぐ。

日やけによるしみ・そばか
すを防ぐ。肌をひきしめ
る。肌を清浄にする。肌を
整える。皮膚をすこやかに
保つ。皮膚にうるおいを与
える。

適量をとり、指先で肌に塗 適量をとり、指先で肌に塗 手のひらに適量をとり、肌
る。
る。
に塗布する。

平成3年2月12日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成2年12月12日

平成2年6月19日

医薬部外品4
薬用化粧品
製品名
分類
性状

成分分量

効能効果

用法用量

薬用化粧品

ﾊﾟｰﾙｿﾌﾄｸﾘｰﾑ

ｵﾘﾌﾞﾛｰｼｮﾝ「万協」

白色のｸﾘｰﾑ
100g中
ｽﾃｱﾘﾙｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾈｰﾄ
0.05g

芳香の白色乳状液
100ml

口中清涼剤
薬用ﾃﾞﾝﾀﾙDEW
芳香の無色澄明の液
100ml中

塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ 0.01g 塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ 0.02g

腋臭防止剤
ﾊﾟﾝﾊﾟｽｿﾌﾄ
白色の乳液
100g中
ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸ｽﾃｱﾘﾙ
0.05g

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 0.5g

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴﾁﾙ
0.025g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
0.03g

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
0.07g

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
0.015g

dl-ﾋﾟﾛﾘﾄﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
液
1.0g

腋臭防止剤
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶﾛｰｼｮﾝ■
無色澄明の芳香の液
100ml中
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾗｲﾄﾞ
5.0g

承認日
昭和57年11月10日
一物多名称 ﾊﾟﾝﾊﾟｽｿﾌﾄｸﾘｰﾑ

昭和37年5月11日
ｱｸﾈﾛｰｼｮﾝ「万協」

平成2年9月5日

ﾊﾟｰﾙｿﾌﾄ

腋臭防止剤
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶ〈ｸﾘｰﾑ〉

白色の芳香の乳液
白色の芳香の軟膏
100g中
100g中
ｽﾃｱﾘﾙｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾈｰﾄ ｱﾗﾝﾄｲﾝｸﾛﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾙﾐﾆ
0.05g
ｳﾑ

ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3g
0.05g

0.5g
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.1g

肌あれ、あれ性。あせも・ 肌あれ、ひび、あかぎれ、 歯根（肉）炎の予防、歯を 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 わきが（腋臭）、皮膚汗
しもやけ・ひび・あかぎれ 皮膚の保護及び汚れの除 白くする、口中を浄化す 体臭・汗臭及びにきびを 臭、制汗
を防ぐ。かみそりまけを防 去
る。
防ぐ。
ぐ。日やけによるしみ、そ
ばかすを防ぐ。日やけ・雪
やけ後のほてり。肌をひき
しめる。肌を清浄にする。
肌を整える。皮膚をすこや
かに保つ。皮膚にうるおい
を与える。皮膚を保護す
る。皮膚の乾燥を防ぐ。
適量をとり、適宜手指また 手のひら又は脱脂綿に適 適量（約10ml）を口に含
は皮膚に塗擦する。
量をとって、1日数回患部 み、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞする。
に塗擦する。

腋臭防止剤

β-ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.5g
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.75g
皮膚の清浄・殺菌・消毒。 制汗、わきが、汗臭
体臭・汗臭及びにきびを
防ぐ。

洗顔、入浴時に適量を水 適宜、適宜量を汗の出や 洗顔、入浴時に適量を水 １日、１回～数回、適宜量
または温湯を使って泡立 すいところに塗布するか、 又は温湯を使って泡立て を汗の出やすいところに
てて皮膚を洗ったのち十 または、噴霧する。
て皮膚を洗った後、十分 塗布するかまたはすりこ
分に洗い流す。
洗い流す。
む。

昭和59年11月19日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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昭和58年3月12日

昭和57年8月30日

昭和54年2月20日

医薬部外品5
薬用歯みがき類
製品名
分類
性状

新ﾃﾞﾝﾀﾙS「万協」

き避剤

き避剤
ﾍﾟﾚﾄﾝｾﾞﾘｰ

芳香の白色の軟膏
100g中

無色透明ｾﾞﾘｰ状軟膏
100g中

ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸 0.03g

ﾃﾞｨｰﾄ 5.0g

ｼｬﾝﾌﾟｰ
ﾍﾟﾚﾄﾝｸﾘｰﾑ

浴用剤

ﾋﾌｰﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ

ｼﾞｴﾁﾙﾄﾙｱﾐﾄﾞ 5.0g

ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ塩酸塩 0.75g

白色の微粉末
100g中
亜鉛華 20.0g

ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 1.0g ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ 0.1g ｾｽｷ炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ 38.173g

炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ 40.0g

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 20.0g

ﾎｳ砂 30.0g

ﾎｳ酸 5.0g

効能効果

適当量を歯ブラシにとり、 １日、１～数回、手及び足 １日数回適宜皮膚にすり
歯及び歯ぐきを塗擦する。 などの害虫がさしやすい 込む。
部位に、適宜量を塗布す
るかまたはすり込む。

昭和55年7月10日

ｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ「万協」

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 25.0g

ｱﾗﾝﾄｲﾝｸﾛﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾙﾐﾆ
l-ﾒﾝﾄｰﾙ 0.5g
ｳﾑ
0.2g
ｶﾝﾌﾙ 0.5g
歯槽膿漏の予防、歯根
蚊、のみ、さしばえの刺咬 蚊、ﾌﾞﾖ、蚤、南京虫、虱、 フケ・かゆみを防ぐ。毛
（肉）炎の予防、むし歯を の防止
ﾀﾞﾆ、毒蛾、蟻等の害虫に 髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛
防ぐ、歯を白くする。
よる虫さされの予防
髪・頭皮を清浄にする。毛
髪・頭皮をすこやかに保
つ。

昭和59年5月23日

ﾊｲｻﾞﾌﾞｰﾝ

乾燥硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 58.0g

ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 0.02g

承認日

てんか粉類

芳香の白色ｸﾘｰﾑ状
白色の粘性のある液体 橙黄赤色の芳香の結晶粉末 橙黄赤色の芳香の結晶粉末
100g中
100g中
100g中
100g中

成分分量

用法用量

ﾊｲｻﾞﾌﾞｰﾝ〈ｸﾞﾘｰﾝ〉

浴用剤

昭和38年7月12日

適量を手にとり、頭皮を
マーサージするようによく
洗ってからすすいでくださ
い。

平成27年9月2日
ｴﾌﾟｰﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼｬﾝ
ﾌﾟｰ
ﾊﾟﾝﾊﾟｽｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼｬﾝ
ﾌﾟｰ

一物多名称

ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼｬ
ﾝﾌﾟｰ■
ﾊﾞﾝｷｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｼｬﾝ
ﾌﾟｰ
※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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肩のこり、くじき、腰痛、神
経痛、ﾘｳﾏﾁ、あせも、ただ
れ、しっしん、荒れ性、に
きび、吹き出物、冷え性、
ひび、あかぎれ、しもや
け、痔
家庭用風呂には8～10gを
適当の温湯に溶かして使
用する。洗顔またはおし
ぼりには、耳かき3～4杯
を洗面器の温湯に溶かし
て使用する。

昭和44年9月17日

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 5.0g
あせも、荒れ性、うちみ、 あせも、おしめかぶれ、か
肩のこり、くじき、神経痛、 みそりまけ、ただれ、ひげ
しっしん、しもやけ、痔、た そりあと、股ずれ
だれ、冷え性、腰痛、ﾘｳﾏ
ﾁ

家庭風呂には8.0～9.0gを １日数回適量を撒布す
適当の温度の浴湯に溶解 る。
し使用する。洗顔には耳
かき3～4杯を洗面器の温
湯に溶かし使用する。

昭和36年10月15日

昭和36年10月15日

化粧品1
製品名

まごコサミンクリームＡ■

種別
性状

保湿クリーム
淡褐色のクリーム
水、グルコサミンHCl、Ｂ
Ｇ、グリセリン、パルミチン
酸セチル、ジメチコン、ス
テアリルアルコール、ステ
アリン酸グリセリル(SE)、
セタノール、ミネラルオイ
ル、ミリスチン酸イソプロ
ピル、ステアリン酸PEG40、ラベンダー油、メン
トール、メチルパラベン、
プロピルパラベン、チャエ
キス、ショウガ根茎エキ
ス、エタノール、キサンタン
ガム、TEA、EDTA-2Na

表示成分

用法用量

届出日

まごころオールインワン
ジェル■
ｹﾞﾙ剤
赤色のゲル
水、BG、グリセリン、ベタ
イン、アスタキサンチン、
ヘマトコッカスプルビアリ
スエキス、プラセンタエキ
ス、チャエキス、ダマスク
バラ花油、（ＰＥＧ－２４０
／デシルテシラデセス－２
０／ＨＤＩ）コポリマー、ラウ
リン酸Ｋ、トコフェロール、
シクロデキストリン、トリ
（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリン、ＰＥＧ－６０、
エタノール、フェノキシエタ
ノール、メチルパラベン、
赤１０２

まごころシャンプーSA■ まごころトリートメントSA■
ヘアシャンプー
白色の粘性のある液体
水、ﾗｳﾚｽ硫酸Na、ﾗｳﾚｽ11ｶﾙﾎﾞﾝ酸Na、ｺｶﾐﾄﾞﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙﾍﾞﾀｲﾝ、DPG、ｲｿｽﾃｱﾗﾐ
ﾄﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾍﾞﾀｲﾝ、ｺｶﾐﾄﾞﾒﾁﾙ
MEA、ｼﾞｽﾃｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｺｰ
ﾙ、BG、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆ
ｳﾑ-52、ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑ-10、
ﾗｳﾚｽ-16、ﾁｬｴｷｽ、ｿﾒｲﾖ
ｼﾉ葉ｴｷｽ、ﾊﾟｰﾙ、ｼﾄﾙｽ（ﾀ
ﾁﾊﾞﾅ/ﾚﾁｸﾗﾀ）果皮油、ﾋｼ
果実ｴｷｽ、ｾﾀﾉｰﾙ、ｱﾓｼﾞﾒ
ﾁｺﾝ、ｾﾃｱﾚｽ-7、ｾﾃｱﾚｽ13、ｼﾞﾗｳﾛｲﾙｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾘｼ
ﾝNa、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、ｴﾀﾉｰ
ﾙ、塩化Na、酢酸、酢酸
Na、ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸、安息香酸
Na、ﾍﾟﾝﾃﾄ酸5Na、EDTA2Na、EDTA-3Na、硫酸
Na、ﾘﾝ酸、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、
BHT、香料

手のひらに適量をとり、前 洗顔のあと、適量を手にと 髪を十分に予洗いした
進になじませてください。 り、やさしく顔全体になじ 後、適量を手のひらで泡
ませます。
立てて髪全体に十分にな
じませ、丁寧に洗います。
その後十分にすすぎま
す。

令和1年8月28日

平成29年10月12日

平成28年1月31日

ヘアリンス
白色～乳白色のｸﾘｰﾑ
水、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ｱﾎﾞｶﾄﾞ油、ｾﾀ
ﾉｰﾙ、ﾃﾄﾗｴﾁﾙﾍｷｻﾝ酸ﾍﾟﾝ
ﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ、ｾﾄﾘﾓﾆｳﾑﾌﾞﾛﾐ
ﾄﾞ、ｽﾃｱﾘﾙｱﾙｺｰﾙ、BG、ｽ
ﾃｱﾙﾄﾘﾓﾆｳﾑﾌﾞﾛﾐﾄﾞ、ｼﾞｽﾃ
ｱﾘﾝ酸ｽｸﾛｰｽ、ﾐﾘｽﾄｲﾙﾒﾁ
ﾙ-β-ｱﾗﾆﾝ、ﾗｳﾘﾝ酸ｽｸ
ﾛｰｽ、ﾁｬｴｷｽ、ｿﾒｲﾖｼﾉ葉
ｴｷｽ、ﾊﾟｰﾙ、ｼﾄﾙｽ（ﾀﾁﾊﾞﾅ
/ﾚﾁｸﾗﾀ）果皮油、ﾋｼ果実
ｴｷｽ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、ﾒﾁﾙｲ
ｿﾁｱｿﾞﾘﾉﾝ、ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻ
ﾝ、ｼﾞﾒﾁｺﾉｰﾙ、ｴﾀﾉｰﾙ、ｲｿ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ、EDTA-2Na、
BHT、香料

まごころﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙ姫■

まごころ乳液こまめ■

まごころｔｅａﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙ■

ｹﾞﾙ剤
透明のｹﾞﾙ
水、BG、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾍﾞﾀｲﾝ、
PEG-60水添ﾋﾏｼ油、ﾁｬｴ
ｷｽ、ｱｽﾞｷ種子ｴｷｽ、加水
分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸、加水分解
ﾋｱﾙﾛﾝ酸ｱﾙｷﾙ(C12-13)
ｸﾞﾘｾﾘﾙ、ｼﾄﾙｽ（ﾀﾁﾊﾞﾅ/ﾚﾁ
ｸﾗﾀ）果皮油、ｵﾚﾝｼﾞ果
汁、ﾚﾓﾝ果汁、ﾗｲﾑ果汁、
ﾘﾝｺﾞ果汁、ﾓﾓ果汁、ｸﾞﾚｰ
ﾌﾟﾌﾙｰﾂ果実ｴｷｽ、ｻﾝｻﾞｼ
ｴｷｽ、ﾅﾂﾒ果実ｴｷｽ、ｸﾞﾘﾁ
ﾙﾘﾁﾝ酸2K、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、水
酸化K、ｴﾀﾉｰﾙ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗ
ﾍﾞﾝ、ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

乳剤
白色～乳白色の乳液
水、PPG-10ﾒﾁﾙｸﾞﾙｺｰｽ、
ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸PEG-20ｿﾙﾋﾞﾀ
ﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ、ｽﾃｱ
ﾘﾙｱﾙｺｰﾙ、ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰ
ﾙ、ｽｸﾜﾗﾝ、ｵﾚﾌｨﾝｵﾘｺﾞ
ﾏｰ、ﾗｳﾛｲﾙｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｼﾞ
(ﾌｨﾄｽﾃﾘﾙ/ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙ)、
ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾ
ﾘﾙ、ﾁｬｴｷｽ、ｱｽﾞｷ種子ｴｷ
ｽ、加水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸、加
水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸ｱﾙｷﾙ
(C12-13)ｸﾞﾘｾﾘﾙ、ｺﾒ発酵
液、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾ
ﾙﾛｰｽ、TEA、EDTA-2Na、
ｴﾀﾉｰﾙ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

ｹﾞﾙ剤
白色～乳白色のｹﾞﾙ
水、BG、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾍﾞﾀｲﾝ、
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、ﾁｬｴｷｽ、
ｶｷ葉ｴｷｽ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、
加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ、加水分
解ｺｰﾝｽﾀｰﾁ、ｾﾗﾐﾄﾞ3、ｱﾛ
ｴﾍﾞﾗ液汁末、ﾎﾎﾊﾞ油、ｵﾚ
ﾝｼﾞ油、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ｺﾚｶﾙｼ
ﾌｪﾛｰﾙ、ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ酸Na、ｸﾞ
ﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K、ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ
60、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、ﾃﾞｷ
ｽﾄﾘﾝ、ｴﾀﾉｰﾙ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、水酸化K

シャンプー後十分に水気 手のひらに適量をとり、デ 化粧水等で肌を整えた
をとり、毛先中心に適量塗 コルテ、腕、足などの全身 後、適量を手のひらにと
布し、全体になじませま
になじませてください。
り、顔全体にやさしくのば
す。その後毛先をもみ込
してください。
み、ぬるま湯ですすぎ流し
ます。

平成28年1月31日

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成27年3月16日

平成26年4月28日

適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指
先にとり、お肌にのばしな
がら、やさしくなじませてく
ださい。

平成22年9月30日
ﾋﾌｰﾙHｼﾞｪﾙ
ｴﾌﾟｰﾙHｼﾞｪﾙ
ｵﾉﾌｪHｼﾞｪﾙ
ﾗｳﾏｰHｼﾞｪﾙ
ﾗﾎﾔHｼﾞｪﾙ
ｷﾙｶﾐﾝHｼﾞｪﾙ
ｼﾝﾀｺHｼﾞｪﾙ
ﾄﾛﾏHｼﾞｪﾙ
ｴﾌｶｲHｼﾞｪﾙ
ﾗｶﾅｳHｼﾞｪﾙ
ｺｸｿｽHｼﾞｪﾙ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶHｼﾞｪﾙ
ﾊﾞﾝｷｰHｼﾞｪﾙ

化粧品2
製品名

まごころ化粧水 希■

種別
性状

ﾛｰｼｮﾝ剤
無色澄明
水、BG、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾁｬｴｷ
ｽ、加水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸、ｺﾒ
発酵液、ﾀﾞｲｽﾞｴｷｽ、加水
分解ｺﾗｰｹﾞﾝ、ｾﾗﾐﾄﾞ3、ｱｽ
ｺﾙﾋﾞﾙﾘﾝ酸Na、加水分解
ｺｰﾝｽﾀｰﾁ、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ｺﾚｶ
ﾙｼﾌｪﾛｰﾙ、PEG-60水添ﾋ
ﾏｼ油、ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰ
ﾙ、PPG-10ﾒﾁﾙｸﾞﾙｺｰｽ、
ｴﾀﾉｰﾙ、ｸｴﾝ酸Na、ｸｴﾝ
酸、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、香料

ゆず香るまごころｈｏｎｅｙ
クリーム■
ｸﾘｰﾑ
白色～微黄色のｸﾘｰﾑ
水、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ｵﾚﾌｨﾝｵﾘｺﾞ
ﾏｰ、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾃﾄﾗｴﾁﾙﾍｷ
ｻﾝ酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ、BG、
PEG-150、ﾐﾘｽﾁﾝ酸ﾃﾞｷｽﾄ
ﾘﾝ、ﾎﾟﾘﾘｼﾉﾚｲﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾ
ﾘﾙｰ6、ﾜｾﾘﾝ、ﾊﾁﾐﾂ、ﾋｱﾙ
ﾛﾝ酸Na、ｾﾗﾐﾄﾞ3、ﾕｽﾞ果皮
油、ﾚﾓﾝ果皮油、ﾁｬｴｷｽ、
ｱﾛｴﾍﾞﾗ液汁末、ﾏｲｸﾛｸﾘｽ
ﾀﾘﾝﾜｯｸｽ、ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘ
ｸﾞﾘｾﾘﾙ-2、ｼﾞｽﾃｱﾙｼﾞﾓﾆｳ
ﾑﾍｸﾄﾗｲﾄ

表示成分

用法用量

届出日

ｸﾛｼｪｯﾄﾌﾙｰﾙｸﾘｰﾑ■
ｸﾘｰﾑ
淡黄白色のｸﾘｰﾑ
水、ｽｸﾜﾗﾝ、ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰ
ﾙ、BG、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｵｸﾁﾙ、
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、ﾎﾎﾊﾞ
油、ﾍﾟﾝﾀｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾ
ﾘﾙ-10、ﾊﾅﾋﾞﾗﾀｹ末、ｼﾞﾒﾁ
ｺﾝ、ﾕﾋﾞｷﾉﾝ、ｱｳﾚｵﾊﾞｼｼﾞｳ
ﾑﾌﾟﾙﾗﾝｽ培養物、ﾁｬｴｷ
ｽ、加水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸、加
水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸ｱﾙｷﾙ
(C12-13ｸﾞﾘｾﾘﾙ)、ﾃﾄﾗﾍｷ
ｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺﾙﾋﾞﾙ、酢酸
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、加水分解ｺﾗｰ
ｹﾞﾝ、ｾﾗﾐﾄﾞ3、加水分解ｺｰ
ﾝｽﾀｰﾁ、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ｺﾚｶﾙ
ｼﾌｪﾛｰﾙ、ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸
2K、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ、PEG-100
水添ﾋﾏｼ油、ｽﾃｱﾛｲﾙ乳
酸Na、ｽﾃｱﾛｲﾙﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝ
Na、ｴﾀﾉｰﾙ、EDTA-2Na、
ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、香料

ﾋﾌｰﾙﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ■

伊賀菱忍者ｸﾘｰﾑ■

伊勢志摩真珠ｸﾘｰﾑ■

熊野古道ｸﾘｰﾑ■

ｸﾘｰﾑ

ｸﾘｰﾑ
白色のｸﾘｰﾑ
水、ﾐﾈﾗﾙｵｲﾙ、ｽｸﾜﾗﾝ、
1.2-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙ、(ｱｸﾘﾙ
酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙ/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞ
ﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝNa)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、加
水分解ﾀﾞｲｽﾞﾀﾝﾊﾟｸ、ｺﾒﾇｶ
油、ﾋｼ果実ｴｷｽ、ﾁｬ葉ｴｷ
ｽ、ﾃﾄﾗﾍｷｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺﾙ
ﾋﾞﾙ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、加水分
解ｼﾙｸ、加水分解ｺﾗｰｹﾞ
ﾝ、加水分解ｺｰﾝｽﾀｰﾁ、ｾ
ﾗﾐﾄﾞ3、酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、
BG、ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ60、ﾃﾄﾗｵ
ﾚｲﾝ酸ｿﾙﾍﾞｽ-60

ｸﾘｰﾑ
白色のｸﾘｰﾑ
水、ｽｸﾜﾗﾝ、ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰ
ﾙ、PG、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｵｸﾁﾙ、
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、ﾎﾎﾊﾞ
油、ﾍﾟﾝﾀｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾ
ﾘﾙ-10、ﾊﾟｰﾙ、ﾋﾄｴｸﾞｻ葉
状体ｴｷｽ、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ、ﾃﾄﾗ
ﾍｷｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺﾙﾋﾞﾙ、ｶ
ﾛﾁﾝ、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ果皮
油、PEG-100水添ﾋﾏｼ油、
ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ、ｽﾃｱ
ﾛｲﾙﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝNa、ｽﾃｱﾛｲ
ﾙ乳酸Na、EDTA-2Na、ﾒﾁ
ﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

ｸﾘｰﾑ
白色のｸﾘｰﾑ
水（海洋深層水）、ｿﾙﾋﾞﾄｰ
ﾙ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、PG、ｽﾃｱﾘﾙｱ
ﾙｺｰﾙ、ｵｸﾀﾝ酸ｾﾁﾙ、ﾐﾘｽ
ﾁﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、ｽ
ｸﾜﾗﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸、ﾐﾂﾛｳ、
ｵｲｽﾀｰｴｷｽ、ﾋﾉｷ油、ｵﾚﾝ
ｼﾞ油、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾒ
ﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、水酸化K、TEA

適量（ﾊﾟｰﾙ粒1～2個分）
を指先にとり、お肌にのば
しながら、やさしくなじませ
てください。

適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指
先にとり、お肌にのばしな
がら、やさしくなじませてく
ださい。

適量（パール粒くらい）を
指先にとり、お肌にのばし
ながら、やさしくなじませて
ください。

平成21年12月14日

平成18年4月21日

微黄白色～淡黄白色のｸﾘｰﾑ

ﾜｾﾘﾝ、水、BG、ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、ｵ
ﾚｲﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀﾝ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾐ
ﾈﾗﾙｵｲﾙ、ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ、ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ、ｾﾗﾐﾄﾞ3、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ
酸ｾﾁﾙ、ｵﾚｲﾝ酸、ｱﾙｷﾞﾆ
ﾝ、ｶﾙﾎﾞｷｼﾋﾞﾆﾙﾎﾟﾘﾏｰ、ｾ
ﾀﾉｰﾙ、水添ﾚｼﾁﾝ、ｼｱ脂

手のひらに適量をとり、お 適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指 適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指 適量を指先にとり、お肌に
顔全体になじませてくださ 先にとり、お肌にのばしな 先にとり、お肌にのばしな のばしながら、やさしくなじ
い。
がら、やさしくなじませてく がら、やさしくなじませてく ませてください。手のひら
ださい。
ださい。
で温めながら、ゆっくり伸
ばすとよりなじませやすく
なります。

平成25年4月22日

平成24年1月12日

平成26年4月24日

平成23年7月4日
ﾊﾟﾙﾑﾕｰﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ■

一物多名称

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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平成22年9月30日
菱の実ｸﾘｰﾑ
ﾋﾌｰﾙNｸﾘｰﾑ
ｴﾌﾟｰﾙNｸﾘｰﾑ
ｵﾉﾌｪNｸﾘｰﾑ
ﾗｳﾏｰNｸﾘｰﾑ
ﾗﾎﾔNｸﾘｰﾑ
ｷﾙｶﾐﾝNｸﾘｰﾑ
ｼﾝﾀｺNｸﾘｰﾑ
ﾄﾛﾏＮｸﾘｰﾑ
ｴﾌｶｲＮｸﾘｰﾑ
ﾗｶﾅｳＮｸﾘｰﾑ
ｺｸｿｽＮｸﾘｰﾑ
ﾃﾞｵﾌﾞﾗﾝｶＮｸﾘｰﾑ
ﾊﾞﾝｷｰＮｸﾘｰﾑ

伊勢志摩ｸﾘｰﾑ

化粧品3
ｴｲｸﾞﾘｰﾝEｼﾞｪﾙ■

製品名

熊野古道乳液■

ぽっちゃりｸﾘｰﾑ

猪の倉源泉ｸﾘｰﾑ■

ｷｬﾐﾚｰﾙQ10ｸﾘｰﾑｴｸｾﾚﾝﾄ■

種別
性状

乳剤
白色の乳液
水（海洋深層水）、ｿﾙﾋﾞﾄｰ
ﾙ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、PG、ｽﾃｱﾘﾙｱ
ﾙｺｰﾙ、ｵｸﾀﾝ酸ｾﾁﾙ、ﾐﾘｽ
ﾁﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、ｽ
ｸﾜﾗﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸、ﾐﾂﾛｳ、
ｵｲｽﾀｰｴｷｽ、ﾋﾉｷ油、ｵﾚﾝ
ｼﾞ油、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾒ
ﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、水酸化K、TEA

ｸﾘｰﾑ
淡黄白色のｸﾘｰﾑ
水、加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ、加
水分解ｺｰﾝｽﾀｰﾁ、ｾﾗﾐﾄﾞ3、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ﾎﾎﾊﾞ油、ｸﾞﾘ
ｾﾘﾝ、ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ60、ｹﾞｯﾄ
ｳ葉ｴｷｽ、BG、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、ｱ
ﾛｴﾍﾞﾗ液汁末、TEA、ﾒﾁﾙ
ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌｪ
ﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ

ｸﾘｰﾑ
白色のｸﾘｰﾑ
水、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ、温泉水、ｸﾞ
ﾘｾﾘﾝ、PG、ｽﾃｱﾘﾙｱﾙｺｰ
ﾙ、ｵｸﾀﾝ酸ｾﾁﾙ、尿素、ﾐﾘ
ｽﾁﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、
ｽｸﾜﾗﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸、ﾐﾂﾛ
ｳ、ﾋﾉｷ油、ｶﾙﾎﾞﾏｰ、ｼﾞﾒﾁ
ｺﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟ
ﾗﾍﾞﾝ、水酸化K、TEA

ｸﾘｰﾑ
淡黄白色のｸﾘｰﾑ
水、ｽｸﾜﾗﾝ、ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰ
ﾙ、BG、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｵｸﾁﾙ、
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、ﾎﾎﾊﾞ
油、ﾍﾟﾝﾀｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾ
ﾘﾙ-10、ｾﾘｼﾝ、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾕ
ﾋﾞｷﾉﾝ、ﾁｵｸﾄ酸、ｾﾗﾐﾄﾞ3、加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ、加
水分解ｺｰﾝｽﾀｰﾁ、ｸﾞﾘｾﾘ
ﾝ、酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ、ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ、ﾃﾄﾗﾍｷ
ｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺﾙﾋﾞﾙ、ｸﾞﾘﾁ
ﾙﾘﾁﾝ酸2K、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、
ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ、PEG-100水
添ﾋﾏｼ油、ｽﾃｱﾛｲﾙ乳酸
Na、ｽﾃｱﾛｲﾙﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝ
Na、ﾐﾘｽﾁﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ10、ｶﾌﾟﾘﾙ酸PG､ｴﾀﾉｰﾙ、
EDTA-2Na、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

ｸﾘｰﾑ
ｼﾞｪﾙ
ｼﾞｪﾙ
淡黄白色のｸﾘｰﾑ
半透明の粘性の液
白色の粘性の液
水、ｽｸﾜﾗﾝ、ｼｸﾛﾒﾁｺﾝ、ｸﾞ 酢酸dl-α-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ﾄﾘｴ 酢酸dl-α-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ﾄﾘｴ
ﾘｾﾘﾝ、BG、ﾎﾎﾊﾞ油、水添 ﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ、ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ、ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ
ﾚｼﾁﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸、ﾍﾞﾍﾆﾙｱ
ﾙｺｰﾙ、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｾﾁﾙ、ｾﾘ
ｼﾝ、ﾃﾄﾗﾍｷｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺ
ﾙﾋﾞﾙ、酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、ﾒﾁ
ﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞ
ﾑ、ﾕﾋﾞｷﾉﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、
EDTA-2Na

適量（ﾋﾞｰ玉くらい）を手に
とり、お肌にのばしなが
ら、やさしくなじませてくだ
さい。入浴後やおやすみ
前にお使いになると一層
効果的です。

適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指
先にとり、お肌にのばしな
がら、やさしくなじませてく
ださい。

適量（パール粒くらい）を
指先にとり、お肌にのばし
ながら、やさしくなじませて
ください。

適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指
先にとり、お肌にのばしな
がら、やさしくなじませてく
ださい。

適量（ﾊﾟｰﾙ粒くらい）を指 必要な量をとり、顔や体に 必要な量をとり、顔や体に
先にとり、お肌にのばしな 擦り込んでください。
擦り込んでください。
がら、やさしくなじませてく
ださい。

平成22年1月15日

平成17年1月19日

平成19年11月22日

平成20年9月16日

表示成分

用法用量

届出日

素肌美ﾛｰｼｮﾝ
ﾑﾈﾉｺﾄﾞｳﾛｰｼｮﾝ
ﾑﾈﾉｺﾄﾞｳ乳液
ｸﾏﾉﾘｯﾁﾐﾙｸ
一物多名称 ｸﾏのｺﾛｰｼｮﾝ
ﾊﾝﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ乳液
ｸﾏﾉｺﾄﾞｳ乳液
りらっくすﾛｰｼｮﾝ
熊野肌乳液
※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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ｷｬﾐﾚｰﾙQ10ｸﾘｰﾑ■

平成17年1月19日

平成19年11月29日

ｴｲｸﾞﾘｰﾝｸﾘｰﾑｼﾞｪﾙ■

平成15年2月20日

化粧品4
製品名
種別
性状

表示成分

ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾏｲﾙﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾏｲﾙﾄﾞｼｬﾝﾌﾟｰ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾘﾌﾚｯｼｭｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾋﾟｭｱﾘｯﾁｵｲﾙ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾏｽｸ■ ｴﾙﾌﾞｼﾞｭｰﾙｱﾛﾏｴｯｾﾝｽｸﾘｰﾑ■

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
芳香の白い粘性のある液
水・ｵﾘｰﾌﾞ油・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾋﾏﾜ
ﾘ油・ｱﾙｷﾙ(C12,14)ｵｷｼﾋ
ﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｷﾞﾆﾝHCｌ・
ｾﾀﾉｰﾙ・加水分解ｺﾑｷﾞ・ﾍﾞ
ﾀｲﾝ・ﾎﾎﾊﾞ油・ｱｰﾓﾝﾄﾞ油・
ｽﾃｱﾘﾙｱﾙｺｰﾙ・ﾌﾟﾁｸﾞﾚﾝ
油・ｽﾊﾟｲｸﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油・ｼﾞｬ
ｽﾐﾝ油・ｸﾞｱｰﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙﾄﾘﾓﾆｳﾑｸﾛﾘﾄﾞ・ﾌｪﾉｷｼｴﾀ
ﾉｰﾙ・ｺｺｲﾙｱﾙｷﾞﾆﾝｴﾁﾙ
PCA・ｸｴﾝ酸

用法用量

ｼｬﾝﾌﾟｰを充分すすいだ
後、髪全体になじませま
す。２～３分程時間を置い
てから洗い流すと効果的
です。

届出日

平成17年12月6日

ｼｬﾝﾌﾟｰ
芳香の茶色い粘性のある液

水・ｺｺｲﾙﾒﾁﾙｱﾗﾆﾝNa・ﾗｳ
ﾘﾙｸﾞﾙｺｼﾄﾞ・ﾊﾁﾐﾂ・ｼﾅﾉｷｴ
ｷｽ・ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙｸﾞｱｰﾋﾄﾞ
ﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾄﾘﾓﾆｳﾑｸﾛﾘﾄﾞ・
ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ油・ｽﾊﾟｲｸﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾞｰ油・ｲﾗﾝｲﾗﾝ油・ﾍﾞｲ油・
ﾀｲﾑ油・ﾘﾝｺﾞﾀﾝﾆﾝ・ﾋﾉｷﾁ
ｵｰﾙ・ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ・ﾌｪﾉ
ｷｼｴﾀﾉｰﾙ・ｸｴﾝ酸

髪と頭皮をお湯で充分す
すいでから、適量を手に
取り泡立て、やさしく洗い
ます。

平成17年12月6日

ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ
芳香の白色のｸﾘｰﾑ
水・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油・ｶﾝﾃ
ﾝ・ﾚﾓﾝ油・ｲﾗﾝｲﾗﾝ油・ｸﾞ
ﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ果皮油・ｾﾞﾗﾆｳ
ﾑ油・ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ・ｺｺｲﾙ
ｱﾙｷﾞﾆﾝｴﾁﾙPCA

化粧水
ｵｲﾙ
芳香の無色澄明の液
芳香の黄色澄明の液
水・ﾊﾏﾒﾘｽ水・ﾊﾁﾐﾂ・ｿｳﾊ ﾋﾏﾜﾘ油・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ
ｸﾋｴｷｽ・ｴﾁﾅｼ根ｴｷｽ・
油・ｺﾑｷﾞ胚芽油・ﾚﾓﾝ油・
ﾃｨｰﾂﾘｰ油・ﾀｲﾑ油・ﾗﾍﾞﾝ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ果皮油
ﾀﾞｰ油・ﾛｰｽﾞ油・ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ・ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ・BG

ﾊﾟｯｸ
芳香の薄茶色のｸﾘｰﾑ
水・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油・ﾊﾏﾒ
ﾘｽ水・ｶﾝﾃﾝ・ｺﾑｷﾞ胚芽
油・ｱﾎﾞｶﾄﾞ油・ｿｳﾊｸﾋｴｷ
ｽ・ｱｽﾊﾟﾗｻｽﾘﾈｱﾘｽｴｷｽ・
ｶｵﾘﾝ・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾞﾗﾆｳﾑ
油・ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ・ﾍﾟﾝﾁﾚﾝ
ｸﾞﾘｺｰﾙ・ｺｺｲﾙｱﾙｷﾞﾆﾝｴﾁ
ﾙPCA

大さじ１杯程度を手にと
り、顔全体になじませた
ら、ティッシュまたは蒸しタ
オルでやさしく拭きとりま
す。

たっぷりの量をコットンに
含ませ、お肌がひんやり
するまでやさしくパッティン
グします。

指がなめらかにすべるくら
いたっぷりと顔にのせ、や
さしくマッサージ。（量は小
さじ２～３杯が目安です）

大さじ１～２杯分を手にと 小さじ１杯程度を手にと
り顔全体にのせ、１５～２ り、顔全体になじませま
０分程度おき、蒸しタオル す。
でやさしく拭きとります。

平成17年8月19日

平成17年8月19日

平成17年8月19日
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平成17年8月19日

ｸﾘｰﾑ
芳香の淡黄白色のｸﾘｰﾑ
水・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油・ﾊﾁﾐ
ﾂ・ｶﾝﾃﾝ・ｾﾞﾆｱｵｲ花ｴｷｽ・
ﾏﾛﾆｴｴｷｽ・ｵｳｺﾞﾝ根ｴｷｽ・
ｿｳﾊｸﾋｴｷｽ・ｺﾑｷﾞ胚芽油・
ﾚｼﾁﾝ・ﾌﾟﾁｸﾞﾚﾝ油・甘草ﾌﾗ
ﾎﾞﾉｲﾄﾞ・ｱﾎﾞｶﾄﾞ油・ﾛｰｽﾞ
油・ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ・ｺｺｲﾙｱ
ﾙｷﾞﾆﾝｴﾁﾙPCA

平成17年8月19日

健康食品
製品名

種別
性状

表示成分

お召し
上がり方

ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾀﾌﾞﾚｯﾄ■

華蓮■

華蓮ﾀﾌﾞﾚｯﾄ■

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ(しょうが)抽出物 乳酸発酵ﾊﾅﾋﾞﾗﾀｹ加工食 乳酸発酵ﾊﾅﾋﾞﾗﾀｹ加工食
含有食品
品(顆粒)
品(ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)
黄色
浅黄茶色～黄茶色
澱粉分解物、ﾐﾙｸｶﾙｼｳﾑ 乳酸発酵ﾊﾅﾋﾞﾗﾀｹ粉末
(乳成分を含む),結晶ｾﾙ
ﾛｰｽ、ｼﾞﾝｼﾞｬｰ(しょうが)抽
出物、ﾚｼﾁﾝ(大豆由来)、ｽ
ﾃｱﾘﾝ酸Ca

浅黄茶色～黄茶色
ﾊﾅﾋﾞﾗﾀｹﾊﾟｳﾀﾞｰ、ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ
菌、乳酸菌、ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁ
ﾄﾞ等

1日3～6粒を目安に白湯 1日1～2包を目安に白湯 1日5～8粒を目安に白湯
または水でお召し上がりく または水でお召し上がりく または水でお召し上がりく
ださい。
ださい。
ださい。
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食品添加物製剤
製品名

イマジーンＺ■

衛生雑貨品
エプールＡＬ６５■

デリケートＳ
ジューシーラブ■
うるおいゼリー■
無色透明～半透明のゼ 白色の軟膏剤で、ラベン
リー状で、わずかに特異な ダーのほのかな香りがす
る。
においがある。

性状

無色の液体で、においが 無色澄明の液である。
ないか又はわずかに塩素
のにおいがある。

成分

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ、p H調 ｴﾀﾉｰﾙ、乳酸、ｸﾞﾘｼﾝ、食
整剤、水
品香料、水

ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ、ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝ、PG、p H調整剤、ﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、炭酸水素Na、ｺﾗｰｹﾞﾝ、
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、水

ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｾﾁﾙ、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ
酢酸ｴｽﾃﾙ、ｱﾗﾝﾄｲﾝ、ﾊﾟﾗ
ﾍﾞﾝ、l-ﾒﾝﾄｰﾙ、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
油、ﾜｾﾘﾝ、ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾌﾞﾁ
ﾙ、ｾﾀﾉｰﾙ

用途

室内、厨房、トイレ等の除 調理用具、調理機器類の
菌・消臭
除菌や食品の品質保持

潤滑剤、ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｻｰｼﾞ

潤滑剤

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。
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