
特　徴
●コウジンを中心に、滋養強壮効果
のある１１種類の植物性生薬をバラン
ス良く配合したカプセル剤です。

●生薬の力により、虚弱体質、肉体
疲労、病中病後などの場合の滋養
強壮に効果をあらわします。

相談すること

１．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください。

関 係 部 位 症　　状
皮 膚 発疹・発赤、かゆみ
消　化　器 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢

２．長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい。

効能・効果

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食
欲不振、血色不良、冷え症

用法・用量

次の量を、服用してください。

年　齢 １回量 服用回数
１５歳以上 ２カプセル １日２回

１５歳未満 服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉
カプセル剤の取り出し方
図のようにカプセル剤の入っているＰＴＰシー
トの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔
を破り、取り出して服用してください。（誤って
そのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺
さる等思わぬ事故につながります。）

使用上の注意

第２類医薬品

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

2014年11月（記載要領変更に伴う改訂）

生薬主薬滋養強壮剤
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成分・分量 １日量（４カプセル）中

成　分 含 量 は た ら き

コウジン乾燥エキス 300㎎

ウコギ科オタネニンジンの根。新陳代謝を促
進し、虚弱体質、食欲不振などの場合の滋養
強壮に効果を発揮して疲労回復を促します。
また、血行を良くすることで血色不良や冷え
症なども改善します。

（原生薬換算3,000㎎）

オウギ乾燥エキス 150㎎ マメ科キバナオウギの根。全身の機能を高
め、強壮作用をあらわすので、虚弱体質や病
中病後に用いられます。（原生薬換算1,200㎎）

ビャクジュツ末 300㎎
キク科オオバナオケラの根茎。利尿作用や健
胃作用があり、食欲不振に効果をあらわしま
す。

イカリソウ乾燥エキス 30㎎ メギ科イカリソウの全草。強い強壮・強精作
用があり、滋養強壮に用いられます。（原生薬換算300㎎）

トシシ乾燥エキス 27.3㎎ ヒルガオ科ネナシカズラの種子。強壮作用や
血行促進作用をあらわします。（原生薬換算300㎎）

ブクリョウ乾燥エキス 15㎎ サルノコシカケ科マツホドの菌核。滋養強壮
薬として用いられます。（原生薬換算300㎎）

トウキ乾燥エキス 75㎎ セリ科トウキの根。温性強壮薬として血液の
循環を良くし、冷え症や血色不良を改善しま
す。（原生薬換算300㎎）

シャクヤク乾燥エキス 42.9㎎ ボタン科シャクヤクの根。滋養強壮の他、血
行を良くし、冷え症などにも効果をあらわし
ます。（原生薬換算300㎎）

ジオウ乾燥エキス 60㎎ ゴマノハグサ科アカヤジオウの根。補血、滋
養強壮作用をあらわします。（原生薬換算300㎎）

ケイヒ乾燥エキス 10㎎ クスノキ科の桂の枝の皮。胃腸の機能を整え
たり、血液の循環を良くする他、強壮・強精
薬としても欠かせない生薬です。（原生薬換算200㎎）

カンゾウ乾燥エキス 30㎎ マメ科カンゾウの根。百薬の毒を解する生薬
として多くの漢方処方に配合されています。（原生薬換算150㎎）

添加物として、部分アルファー化デンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸
Mg、ゼラチン、赤色３号、黄色５号、青色１号、ラウリル硫酸Naを含有する。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質

が変わります。）
（4）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

HU－A001AZT－2

東京都千代田区大手町1－3－1

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930

販　売　者

製造販売者

お問い合わせ先
クミアイ家庭薬相談窓口 0238（46）2013
月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）

裏 天

品　　名 寿煌誕ロイヤル

本コード 0500-0700-90
仮コード  

制作日 MC

2016.10.14 P
校 作業者印 AC

三校 松
井

 

色  

調

ムラサキ トラップ
  （　　）

角度

m0rw0 APP.TB
 

115
21
5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ec30b954c18cea005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


