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商品名
龍角散ダイレクトトローチ
マンゴーR

日本語

英語

商品説明
龍角散ダイレクトトローチマン
ゴーは、微粉末にした生薬を配
合した唯一のトローチです。「の
どがイガイガ」する時や「声を出
しすぎた」時などに口に含ん
で、かまずにゆっくりと溶かすよ
うに服用してください。生薬の
成分がのどの粘膜に直接作用
し、弱ったのどの働きを回復さ
せます。マンゴーの香りとメン
トールを含んだマイクロビーズ
をトローチに散りばめているの
で、服用している間、清涼感と
芳香が、長く口の中にひろがり
ます。爽やかな味のトローチで
す。

Name
Product Description
Ryukakusan Direct Lozenge Ryukakusan Direct Lozenge
Mango R
Mango is the only lozenge
which contains the crude
medicine. When you have a
sore or irritable throat from
yelling or other causes, just put
it in your mouth and let it melt
without chewing. Active Herb
ingredients stimulate the
mucous membrane on your
throat directory, and revitalizes
your throat. Refreshing Mango
flavor and menthol effect can
last a long time in your mouth.

効能・効果
せき、たん、のどの炎
症による声がれ・のど
のあれ・のどの不快
感・のどの痛み・のど
のはれ

Efficacy
Cough, phlegm, throat
irritation, swelling,
sore throat, and other
uncomfortable throat
symptoms.

用法・用量
・次の量を水なしで服用してください。
・口中に含み、かまずにゆっくり溶かすように服用してくださ
い。
・服用間隔は2時間以上おいてください。
年齢
1回量
1日服用回数
大人（15歳以上）
1錠
3～6回
5歳以上15歳未満
1/2錠
服用しないこと
5歳未満
＜用法・用量に関する注意＞
（１）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。
（３）かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。

Dosing and Administration
・Take the amount labelled below.
・Put it inside the mouth, take slowly let it melt without
chewing.
・Wait 2 hours before the next use.
Age
Usage
Daily usage
Adult(over 15)
1 tablet
3～6 times
5 ～ under 15
Half tablet
Do not use
under 5
<Dosing and Administration.>
1. Please follow the dosing and administration.
2. For smal children, take under adults' guidance and
supervision.
3. Do not chew or swallow.

成分・分量

使用上の注意
相談すること
１. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録
6錠（大人1日の服用量）中
販売者に相談してください
（１）医師の治療を受けている人。
成分
含量
（２）薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
キキョウ末
70.0mg
（３）次の症状のある人。
キョウニン
5.0mg
高熱
セネガ末
3.0mg
２. 服用後、次の症状があらわれた場合は副
カンゾウ末
50.0mg
作用の可能性があるので、直ちに服用を中止
添加物：無水ケイ酸、クエン酸、D-ソルトビー し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は
ル、ステアリン酸Mg、ゼラチン、グリセリン、リ 登録販売者に相談してください。
ボフラビン、ℓ-メントール、香料
関係部位／症状
皮膚／発疹・発赤、かゆみ
＜成分に関する注意＞
消化器／吐き気・嘔吐、食欲不振
トローチ表面の斑点は原料によるもので、品 精神神経系／めまい
質には問題ありません。
３. 5～6日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。

Ingredients
6 tablets(Adult daily usage)
Active Ingredient
Dosage
Powdered Platycodon Root 70.0mg
Apricot Kernel
5.0mg
Powdered Senega
3.0mg
Powdered Glycyrrhiza
50.0mg
Additives： Anhydrous Silicic Acid, Citric
Acid, D-Sorbitol, Magnesium Stearate.,
Gelatin, Glycerin, Riboflavin, l-Menthol,
Perfume
<Warning in ingredients>
The dots on the surface of the lozenge
comes from the ingredient, causes no
problem to the quality.

Warning
1. Please cosult with your physician,
pharmacist or registered sales clerks if you
are:
(1) Currently under a doctor's care.
(2) Experienced any allergy reactions by
taking any medication.
(3) Having a high fever.

保管および取扱い上の注意
（１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に密栓して保管してください。
（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）使用期限を過ぎた製品は服用しないでく
ださい。
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Warning in preservation
(1) Store them in a cool, low humidity area
avoiding from a direct sunlight.
(2) Keep it away from small children.
(3) Don't replace the product to a different
container. (It may cause accidental ingestion
and quality deterioration.)
(4) Don't take expired products.

2. If you have the following reactions to the
product, discontinue to use immediately. Take
this product instruction to consult with your
physician, pharmacist, or registered sales
clerks.
Symptoms
Skin: Rash, skin reddening, itchiness
Digestive system : nausea, vomiting,
inappetence anorexia
Nervous system: Dizziness
3. If your condition persists more than 5 to 6
days, stop taking this medicine. Please take
this product instruction to show, and consult
with your physician, pharmacist, or registered
sales clerks.
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