
シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

イ
イソジンウォッシュ ポピドンヨード　／　pH調整剤、その他2成分 第3類医薬品 外用殺菌消毒薬

イ
イソジンうがい薬 ポピドンヨード　／　エタノール、l -メントール、サッカリンナトリウム、香料 第3類医薬品 口腔内殺菌消毒薬

イ
イソジンうがい薬C ポピドンヨード　／　エタノール、グリセリン、l -メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分 第3類医薬品 口腔内殺菌消毒薬

イ
イソジンうがい薬P ポピドンヨード　／　エタノール、l -メントール、クエン酸、リン酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、トコフェロール、プロピレングリコール 第3類医薬品 口腔内殺菌消毒薬

イ
イソジンクリアうがい薬A セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム　／　エタノール、l-メントール、サッカリンナトリウム水和物、pH調整剤、香料 指定医薬部外品 含嗽剤

イ
イソジンクリアうがい薬M セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム　／　エタノール、l-メントール、pH調整剤、香料 指定医薬部外品 含嗽剤

イ
イソジンきず薬 ポピドンヨード　／　グリセリン、クエン酸、リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤 第3類医薬品 外用殺菌消毒薬

イ
イソジン除菌ウェットシート携帯用 エタノール、水、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、BG、モモ葉エキス ― ―

イ
イソジン除菌ウェットシートボトル本体 エタノール、水、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、BG、モモ葉エキス ― 　―

イ
イソジン軟膏 ポピドンヨード　／　マクロゴール、pH調整剤 第3類医薬品 外用殺菌消毒薬

イ
イソジンのどフレッシュ ポピドンヨード　／　l -メントール、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、グリセリン、エタノール、香料、その他1成分 第3類医薬品 口腔内殺菌消毒薬

イ
イソジン薬用泡ハンドウォッシュＦ ポピドンヨード　／　ラウリル硫酸ナトリウム、ジオクチルソジウムスルホサクシネート、pH調整剤 指定医薬部外品 外用殺菌消毒薬

エ
SD軟膏「シオノギ」

デキサメタゾン酢酸エステル、クロルヘキシジン塩酸塩、グリチルレチン酸、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）　／　白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エス
テル

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

ク
クイックロコ錠

アセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カンゾウエキス末、シャクヤクエキス　／　トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウ
ム、ステアリン酸カルシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000

指定第2類医薬品 芍薬・甘草配合　解熱鎮痛薬

ク
クッションコレクト 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール　（アルコール含有） 管理医療機器 密着型義歯床安定用糊材

ク
クッションコレクトEZ 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール、赤色102号　（アルコール含有） 管理医療機器 密着型義歯床安定用糊材

ク
クッションコレクトN 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール　（アルコール含有） 管理医療機器 密着型義歯床安定用糊材

コ
廣貫堂赤玉はら薬S

ゲンノショウコ末、オウレン末、オウバク乾燥エキス、ヨウバイヒ末、センブリ末、ロートエキス、動物胆（牛胆）　／　沈降炭酸カルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー
化デンプン、乳糖水和物（ウシ由来）、サリチル酸、寒梅粉、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、赤色3号、黄色5号、カラメル

第2類医薬品 止瀉薬

コ
コランチルA顆粒 ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム ／ ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸、含水二酸化ケイ素 第2類医薬品 胃腸鎮痛鎮痙薬



シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

コ
コレクトXYLクリーム キシリトール、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、白色ワセリン、流動パラフィン、ジグリセリンパルミテート、トリグリセリンパルミテート 管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材

サ
さわやかコレクトW抗菌 抗菌剤（カテキン、リン酸カルシウム銀）、漂白活性化剤、漂白剤、発泡剤、歯石防止剤、界面活性剤、タンパク分解酵素、賦形剤、結合剤、香料、色素 ― （入れ歯洗浄剤）

サ

さわやかコレクトW抗菌 顆粒
歯科医院用

抗菌剤（カテキン、リン酸カルシウム銀）、漂白剤、発泡剤、界面活性剤、酵素、歯石防止剤、賦形剤、香料、色素 ― （入れ歯洗浄剤）

シ
シオノギM軟膏EX

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルレチン酸、ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン、トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸
グリコール　／マクロゴール、クエン酸水和物、香料、精製水

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

シ

シオノギMクリームEX
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルレチン酸、ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン、トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸
グリコール　／　ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ジメチルポリシロキサン、乳酸、グリセリン脂肪酸エステル、香料、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、濃グリセリン、硫酸マグネ
シウム水和物、精製水

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

シ

シオノギ胃腸薬K 細粒
カルニチン塩化物、ケイヒ末、チョウジ末、ゲンチアナ末、カジュツ末、ニンジン末、アカメガシワ末、銅クロロフィリンナトリウム、ビオヂアスターゼ、プロザイム、ﾘﾊﾟｰｾﾞAP6、炭酸水素ナトリウム、沈
降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ロートエキス3倍散　／　D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、センブリ末、グリチルリチン酸、ハッカ油、l -メントール、バレイショ
デンプン、デキストリン

第2類医薬品 総合胃腸薬

シ
シオノギLCホワイト錠Ⅱ

アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム　／　乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウ
ム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シ
シオノギ葛根湯エキス顆粒

葛根湯エキス（カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウ より得たエキス）　／　ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖水
和物（ウシ由来）、含水二酸化ケイ素

第2類医薬品 漢方製剤

シ
シオノギD軟膏

デキサメタゾン酢酸エステル、クロルヘキシジン塩酸塩、グリチルレチン酸、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）　／　白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エス
テル

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

シ

シオノギマルチビタミン＆ミネラルα

レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミン
B12）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸、アスコルビン酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD3）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カル
シウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、フマル酸第一鉄　／　トウモロコシ油、天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステ
ル、含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロ
メロース、コポリビドン、アラビアゴム末、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

指定第2類医薬品 総合ビタミン剤（鉄・葉酸・カルシウム配合）

シ
シナール　イクシ

アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム　／　乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウ
ム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シ

シナール　イクシ プレミアム
アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム　／　乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグ
ネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シ
シナールEX顆粒e

アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）　／　含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還
元麦芽糖水アメ、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤

シ
シナールEX　pro　顆粒

アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）、パントテン酸カルシウム　／　含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウ
ム水和物、粉末還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、D-マンニトール、ショ糖脂肪酸エステル、香料、トコフェロール

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤



シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

シ
シナールEXチュアブル錠e

アスコルビン酸（ビタミンC）、アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）　／　含水二酸化ケイ
素、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、粉末麦芽糖水アメ、スクラロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤

シ

シナールEX　pro　チュアブル錠
アスコルビン酸（ビタミンC）、アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）、パントテン酸カルシウム
／　含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、粉末還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、香料、トコフェロール

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤

シ
シナールLホワイト２

アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム　／　乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウ
ム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シ

シナールLホワイト エクシア
アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、ビオチン　／　乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシピルセルロース、クロ
スカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、カルナ
ウバロウ、グリセリン

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シ

シナールエクシア　ホワイトメディカ
ルエッセンス

（ＣＮＬ薬用美容液Ｗ）

【有効成分】
Ｌ-アスコルビン酸 ２-グルコシド、エラグ酸、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム
【その他の成分】
エタノール、クエン酸、クエン酸ナトリウム、濃グリセリン、水酸化カリウム、精製水、オウバクエキス、オレンジ油、ピロ亜硫酸ナトリウム、ラベンダー油、ビオチン、１,３－ブチレングリコール、フェノキ
シエタノール、カルボキシビニルポリマー、ジプロピレングリコール、イソステアリン酸、メチルポリシロキサン、天然ビタミンＥ、ピロリン酸ナトリウム、キサンタンガム、ベヘニルアルコール、エデト酸、ジペン
タエリトリット脂肪酸エステル（１）、トリ２-エチルヘキサン酸グリセリル、１,２-ペンタンジオール、Ｎ-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、親油型モノ
ステアリン酸グリセリル、シュガースクワラン、アクリル酸ナトリウム・アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム共重合体／イソヘキサデカン／ポリソルベート８０、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエー
テル、植物性スクワラン、スフィンゴ糖脂質

医薬部外品 薬用化粧品

シ
シナールＶＣ1000e

アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）　／　含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還
元麦芽糖水アメ、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール

指定医薬部外品 ビタミンC剤

シ

新シオノギBE錠PLUS

セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミンB12）、ニコチン酸アミド、コハク酸d -α ｰトコフェロー
ル（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物　／　モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由
来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄
色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品
ビタミンB1主薬製剤

（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合

シ
新セデス錠

エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン　／　乳糖水和物（ウシ由来）、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロー
ス、ステアリン酸マグネシウム

指定第2類医薬品 非ピリン系解熱鎮痛薬

ス
スート顆粒

甘草瀉心湯エキス（ハンゲ、カンゾウ、オウゴン、タイソウ、カンキョウ、オウレン、ニンジン より得たエキス）　／　ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、l -メントール、乳糖水和物（ウ
シ由来）

第2類医薬品 漢方製剤

セ
セデス・ハイ

イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン　／　カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、結晶セ
ルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース

指定第2類医薬品 ピリン系解熱鎮痛薬

セ
セデス・ハイ　プロテクト

イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム　／　カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、
ステアリン酸カルシウム、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース

指定第2類医薬品 ピリン系解熱鎮痛薬

セ
セデス・ハイG イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン　／　乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、含水二酸化ケイ素 指定第2類医薬品 ピリン系解熱鎮痛薬



シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

セ
セデス・ファースト

エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、酸化マグネシウム　／　乳糖水和物（ウシ由来）、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、クロスカルメロースナトリウ
ム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル

指定第2類医薬品 非ピリン系解熱鎮痛薬

セ
セデスキュア

イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン　／　結晶セルロース、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、アルファ－化デンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タル
ク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ

指定第2類医薬品 非ピリン系解熱鎮痛薬

セ
セデスV

エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）　／　カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、ステアリン酸マグネシウム

指定第2類医薬品 非ピリン系解熱鎮痛薬

タ
タッチコレクトⅡ ポリエチレングリコール、カルメロースナトリウム 管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材

タ
タッチコレクトⅡN ポリエチレングリコール、カルメロースナトリウム 管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材

ハ
パイロン溶かしてのむかぜ薬

アセトアミノフェン、d -クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl -メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸（ビタミンC）、カンゾウ乾燥エキス　／　アスパルテー
ム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料

指定第2類医薬品 ビタミンC配合総合かぜ薬

ハ

パイロンハイEX
イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロパミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl -メチルエフェドリン塩酸塩、カンゾウエキス、オウヒ
エキス、無水カフェイン、ヘスペリジン、直打用アスコルビン酸　／　トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロー
ス、タルク、酸化チタン、マクロゴール6000

指定第2類医薬品 総合かぜ薬

ハ
パイロンPL顆粒 サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩　／　乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、塩化ナトリウム、白糖、含水二酸化ケイ素 指定第2類医薬品 かぜ薬

ハ
パイロンPL顆粒Pro サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩　／　乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、塩化ナトリウム、白糖、含水二酸化ケイ素 指定第2類医薬品 かぜ薬

ハ
パイロンPL錠

サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩　／　乳糖水和物（ウシ由来）、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリ
ン酸マグネシウム

指定第2類医薬品 かぜ薬

ハ
パイロンPL錠　ゴールド

サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ブロムヘキシン塩酸塩　／　乳糖水和物（ウシ由来）、トウ
モロコシデンプン、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

指定第2類医薬品 総合かぜ薬

ヘ
ベリチーム酵素

ビオヂスターゼ1000、リパーゼAP6、セルラーゼAP3、パンクレアチン（ブタ由来）　／　カルメロースカルシウム、乳糖水和物（ウシ由来）、合成ケイ酸アルミニウム、マクロゴール6000、ヒプロ
メロース、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クエン酸トリエチル、タルク、サラシミツロウ、含水二酸化ケイ素、トウモロコシデンプン

第3類医薬品 消化薬

ヘ

ベリックスBEアミノEX

セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミンB12）、ニコチン酸アミド、コハク酸d -α ｰトコフェロー
ル（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物　／　モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由
来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄
色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品
ビタミンB1主薬製剤

（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合

ヘ

ベリックスBeプラス

セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミンB12）、ニコチン酸アミド、コハク酸d -α ｰトコフェロー
ル（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物　／　モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由
来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄
色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品
ビタミンB1主薬製剤

（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合



シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

ヘ

ベリックスVGOLD

セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミンB12）、ニコチン酸アミド、コハク酸d -α ｰトコフェロー
ル（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物　／　モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由
来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄
色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品
ビタミンB1主薬製剤

（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合

ヘ

ベリックスDXプラス

セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミンB12）、ニコチン酸アミド、コハク酸d -α ｰトコフェロー
ル（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物　／　モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由
来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄
色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品
ビタミンB1主薬製剤

（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合

ホ

ポポンS

レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、ニコチン酸アミド、アスコルビン
酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD3）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム　／　天然ビタミン
E、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチ
ルアミノアセテート、ヒプロメロース、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ケイ酸カルシウム、ポリオキシエチレン（105）ポリオキシプロピレン（5）グリコール、コポリビドン、タルク、カルナウバ
ロウ

指定医薬部外品 総合ビタミン剤

ホ

ポポンSプラス

レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB1誘導体）、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、シアノコバラミン（ビタミン
B12）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸、アスコルビン酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD3）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カル
シウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、フマル酸第一鉄　／　トウモロコシ油、天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステ
ル、含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロ
メロース、コポリビドン、アラビアゴム末、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

指定第2類医薬品 総合ビタミン剤（鉄・葉酸・カルシウム配合）

ホ
ポポンピュメリ目薬R

シアノコバラミン（ビタミンB12）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、タウリン　／　ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化
物液50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、l -メントール、d -ボルネオロール、ハッカ油、ウイキョウ油

第3類医薬品 眼科用薬

ホ
ポポンVL整腸薬

ビフィズス菌、ガッセリ菌、アシドフィルス菌、リボフラビン（ビタミンB2）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、アスコルビン酸（ビタミンC）　／　D-マンニトール、粉末還元麦芽糖水アメ、エリスリ
トール、スクラロース、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール

第3類医薬品 整腸薬

メ
メジコンせき止め錠Pro デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物　／　乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、白色セラック、ヒマシ油 第2類医薬品 鎮咳薬（非麻薬性）

ユ
熊膽圓S オウレンエキス、オウバクエキス、センブリエキス、ゲンチアナエキス、ダイオウエキス、ウコンエキス、アロエ、動物胆（牛胆）、アカメガシワエキス　／　デキストリン、タルク 第2類医薬品 健胃整腸薬

ラ

ラフネクアHa
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB2誘導体）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、アスコルビン酸（ビタミンC）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ヨクイニンエキス、L-システイン、ビオ
チン　／　乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリ
ル酸・メタクリル酸共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナウバロウ

第3類医薬品 ビタミンB2B6主薬製剤

リ
リンデロンVs軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル　／　流動パラフィン、白色ワセリン 指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

リ
リンデロンVsクリーム

ベタメタゾン吉草酸エステル　／　白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキエチレンステアリルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸二水素ナトリウ
ム、リン酸、水酸化ナトリウム

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬

リ
リンデロンVsローション

ベタメタゾン吉草酸エステル　／　流動パラフィン、セタノール、オレイルアルコール、グリセリン、イソプロパノール、ステアリン酸ポリオキシル40、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グ
リセリン、水酸化ナトリウム、クエン酸水和物、パラオキシ安息香酸メチル

指定第2類医薬品 湿疹・皮ふ炎治療薬



シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分　／　添加物　一覧表

2022年5月現在

索引 販売名（50音順） 成分 ／ 添加物 分類 その他

レ
レスフィーナ細粒「分包」

抑肝散加芍薬黄連水製乾燥エキス（ブクリョウ、カンゾウ、サイコ、センキョウ、ソウジュツ、チョウトウコウ、トウキ、シャクヤク、オウレン より得たエキス）　／　白糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒド
ロキシプロピルセルロース

第2類医薬品 漢方製剤

ロ
ローカスタ

パンテチン、大豆油不けん化物（ソイステロール）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンＥ）　／　ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン（ウシ由来・ブタ由来）、濃グリセリン、D-ソ
ルビトール液、酸化チタン、黄色5号

第3類医薬品 血清高コレステロール改善薬

ロ
ローカスタEX

パンテチン、大豆油不けん化物（ソイステロール）、酢酸d -α ｰトコフェロール（天然型ビタミンＥ）、ルチン、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）　／　ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン
（ウシ由来・ブタ由来）、濃グリセリン、D-ソルビトール液、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄

第3類医薬品 血清高コレステロール改善薬


