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胃のもたれ、
胃部不快感

胃炎、胃痛 げっぷ、
食欲不振

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。 21

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

◆胃腸は動きが鈍くなると、胃のもたれなど不快な症状が起きることがあります。一方で過度な動き・筋肉の緊張によって胃痛、腹痛などが起きる
ことがあります。
◆大正漢方胃腸薬は、安中散と芍薬甘草湯の組み合わせによって、胃腸の動きを整えて、胃腸を本来の状態に近づけていきます。

◆ふだんから胃腸が弱く、不規則な食生活や夏バテなどで胃腸が不調である、食欲が出ないといった方に適した胃腸薬です。食事を美味しく
楽しみたい方、疲れた胃の調子を改善したい方などの胃のもたれ・不快感、胃炎等の胃腸症状を改善します。
◆胃痛・腹痛にも効果があります。
◆香り・風味が良い微粒タイプです。
◆ 5才から高齢者まで服用頂けます。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位

発疹・発赤、かゆみ

症　状

皮膚

症状の名称 症　状

発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が
黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、
食欲不振等があらわれる。

肝機能障害

効　 　能
胃のもたれ、胃部不快感、
胃炎、胃痛、げっぷ、食欲不振、
腹部膨満感、胸つかえ、
胸やけ、胃酸過多、腹痛、
はきけ（むかつき、悪心）

こんな時に

次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください
医師の治療を受けている人。

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
説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください

〈胃腸薬〉

胃のもたれ・不快感に 〈微粒〉

使用上の注意
相談すること

Please ensure that you read the instructions carefully before use.
Store this instruction leafl et in a safe place for later reference.

Heavy stomach feeling, feeling of discomfort in the stomach

〈GASTROINTESTINAL MEDICINE〉
〈GRANULES〉

The following serious symptoms may occur in rare cases. In such 
cases, immediately seek medical aid :

3.  When symptoms do not improve even after taking this medicine for 
about 1 month, stop taking the medicine and consult a physician, 
pharmacist or registered salesperson. Make sure that you take this 
instruction leafl et with you.

EFFICACY
Heavy stomach feeling, feeling of discomfort in the stomach, gastritis, 
stomach ache, belching, loss of appetite, feeling of abdominal 
distention, pressure on the chest, heartburn, hyperchlorhydria, 
abdominal pain, nausea (churning of stomach and vomiturition)

Concerning dosage, directions, composition, handling and storage, please refer to the instructions overleaf.

Related area

Skin

Symptoms

Rash, redness, itching

Symptoms' name

Liver dysfunction

Symptoms

Fever, itching, rash, jaundice (yellowing 
of skin and the whites of the eyes), brown 
urine, general malaise, loss of appetite, 
etc. may occur.

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE

◆Sluggish movement of the stomach and intestines can cause 
unpleasant symptoms, such as heavy stomach feeling. On the other 
hand, excessive movement and muscle tension may cause stomach 
pain and abdominal pain.

◆Taisho Kampo Stomach Medicine is a combination of Anchusan and 
Shakuyakukanzoto, which balances the movement of the 
gastrointestinal tract and helps to restore the normal function of the 
gastrointestinal tract.

◆It is a gastrointestinal medicine suitable for people who usually have 
weak or poor gastrointestinal tract function due to irregular eating 
habits or summer heat fatigue, or have no appetite. This medicine 
improves gastrointestinal symptoms such as heavy stomach feeling/
discomfort and gastritis in patients who want to enjoy a palatable diet 
and improve their fatigued stomach condition.

◆It is also effective for stomach pain and abdominal pain.
◆It consists of fi ne grains with a good aroma and fl avor.
◆This medicine can be taken from 5 years of age to an advanced age.

CAUTIONS FOR USE
[Consult a physician for the following]
1.  The following persons should contact a physician, pharmacist, or 

registered salesperson for a consultation before administration.
Patients receiving medical treatment under the direction of a 
physician

2.  If the following symptoms are observed after taking this medicine, 
these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use 
of this medicine, and show this document to your physician, 
pharmacist, or registered salesperson for a consultation.



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

03－3985－1800

If you have any questions regarding this medication, ask at the store you
bought it from or contact the following number :
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Customer Hotline
Telephone:03－3985－1800
Office hours : 8:30-21:00 (excluding Saturdays, Sundays and National 
holidays)

受付時間

電　　話

連 絡 先 大正製薬株式会社 お客様119番室

8：30～21：00（土、日、祝日を除く）

KY0N1

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
https://brand.taisho.co.jp/kanpou/

成　 分

安中散
（下記生薬の混合粉末）
ケイヒ（桂皮）
エンゴサク（延胡索）
ボレイ（牡蠣）
ウイキョウ（茴香）
シュクシャ（縮砂）
カンゾウ（甘草）
リョウキョウ（良姜）

700mg

200mg
150mg
150mg
75mg
50mg
50mg
25mg

衰えた胃腸のはたらきを活発にする作用があり、胃のもたれ、胃部不快感、胃炎
等の症状を改善します。

芍薬甘草湯エキス
シャクヤク（芍薬）
カンゾウ（甘草）

140mg
280mg
280mg

胃腸の筋肉の異常な緊張をやわらげる作用があり、
胃痛や腹痛等をしずめます。

添加物：無水ケイ酸、バレイショデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク
［注意］本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

成　　分 分 量 はたらき

1包（1.02g）中

（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ることがあります）
（4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意ください。
◆暴飲暴食に注意し、三度の食事を規則正しくとり、生活リズムを一定に保ちましょう。

◆現代の複雑な社会ではストレスはさけられません。上手な解消法をみつけましょう。
◆タバコ、アルコール類、コーヒーなどの嗜好品を取りすぎないようにしましょう。

◆規則正しい生活を心がけましょう。夜ふかしや睡眠不足は胃を荒らす原因になります。

ケイヒ
200mg

エンゴサク
150mg

ボレイ
150mg

ウイキョウ
75mg

リョウキョウ
25mg

カンゾウ
50mg

シュクシャ
50mg

シャクヤク
280mg

カンゾウ
280mg

［注意］
（1）定められた用法・用量を厳守してください。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させてください。

用法・用量

食間の服用は、食事の後 2～ 3時間を目安にします

☆大正漢方胃腸薬を食前又は食間に服用するわけ☆
一般に漢方薬は胃の中がからになっている方が薬効成分が効率よく吸収されると考えられているので、
大正漢方胃腸薬の服用時期も「食前又は食間」に設定しています。

成人（15才以上） 1包
1日3回

服用回数

5才～14才 1/2包
5才未満 服用しないこと

年　令 1回量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

治療のポイント

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構　https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120－149－931（フリーダイヤル）

Additives :  anhydrous silicic acid, potato starch, lactose, cellulose, 
hydroxypropylcellulose, talc

[Notes]
The medicine contains herbal preparations as the raw ingredients. 
The color of the medicine may differ slightly, but this does not affect 
effi cacy.

CAUTIONS ON HANDLING AND STORAGE
(1)  Avoid direct sunlight, and store the product in a cool place where 

humidity is low.
(2) Store the product out of reach of children.
(3)  Do not transfer the medicine to other containers as this may lead to 

misuse or quality deterioration.
(4)  If you divide a pack to take half immediately and the rest afterward, 

fold down the opening of the bag prior to storing it, and take it within 
2 days.

(5) Do not take the product if the expiration date has passed.

Production of this product has been approved 
for domestic sales in accordance with the 
Pharmaceutical Affairs Law of Japan.

Shakuyakukanzoto Extract
Peony root
Glycyrrhiza

140mg
280mg
280mg

This medicine relieves abnormal 
tension in the gastrointestinal muscles. It 
consequently relieves gastric and 
abdominal pain.

Components

Anchusan
(Mixed powder of crude drugs below)

Cinnamon bark
Corydalis tuber
Oyster shell
Fennel
Amomum seed
Glycyrrhiza
Alpinia offi cinarum Rhizome

Content

700mg

200mg
150mg
150mg
 75mg
 50mg
 50mg
 25mg

Activity

This medicine actively rejuvenates 
debilitated gastrointestinal function and 
improves symptoms such as heavy 
stomach feeling, gastric discomfort and 
gastritis.

DOSAGE AND DIRECTIONS
Take the following dose with cold or lukewarm water before a meal or 
between meals.

Age One dose Daily dosage

15 years or over 1 packet per dose
3 times daily

5 to 14 years 1/2 packet per dose

Under 5 years Do not use

[Cautions]
(1) Comply with the prescribed dosage and directions.
(2)  The use of the medicine in children should be supervised by a 

parent.
Take the medicine between meals around 2 to 3 hours after meals.

COMPOSITION In 1 packet (1.02g)


