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商品名
商品説明
効能・効果
龍角散せき止め液 龍角散のせきどめ液〔ベリコン せき、たん
ベリコンS
S〕は、せき中枢にはたらいて、
せきの発作を抑え気管支をひ
ろげてせきをしずめます。また
アレルギー性のせきや、たんを
伴うせきにもすぐれた効果をあ
らわします。夜中の急なせき
や、がんこなたんもすばやく抑
える。大人１回１本飲みきりの
シロップ剤です。

用法・用量
• 大人（１５歳以上）１回量10ml(1
本)、15歳未満は服用しないこと。
• 通常1日4回、毎食後および就寝
前に服用すること。
• 場合により、6回まで服用して差
し支えないが、その場合は原則と
して約4時間の間隔をおいて服用
すること。
＜用法・用量に関する注意＞
（１）用法・用量を厳守してくださ
い。

日本語

成分・分量

使用上の注意
〔してはいけないこと〕

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
60mL（大人1日量）中
1.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。
てください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)小児の手の届かない所に保管
成分
含量
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
してください。
(3)高齢者
(3)他の容器に入れ替えないでくだ
ジヒドロコデインリン酸塩
30mg
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
さい（誤用の原因になったり品質
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩
45mg
(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難
が変わることがあります。）。
ノスカピン塩酸塩水和物
45mg
(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
(4)使用期限を過ぎた製品は服用
ジプロフィリン
120mg
しないでください。
クロルフェニラミンマレイン酸塩
12mg
2.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、この説明文書を持って医師、薬 (5)本剤は生薬成分を配合してい
無水カフェイン
75mg
剤師又は登録販売者に相談してください。
ますので沈殿を生じることがあり
ますが、効力に変わりません。よく
グアイフェネシン
225mg
症状
振ってから服用してください。
セネガ流エキス（原生薬換算量）
0.9ml(900mg) 関係部位
発疹・発赤、かゆみ
添加物：白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、クエ 皮膚
消化器
吐き気・嘔吐、食欲不振
ン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖フ
精神神経系
めまい
レーバー、エチルバニリン、香料
循環器
動悸
泌尿器
排尿困難
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。
＜症状の名称＞
再生不良性貧血
＜症状＞
青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿
等があらわれる。
＜症状の名称＞
無顆粒球症
＜症状＞
突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

2011年10月改訂
（記載要領変更に伴う改正）

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気

英語

Efficacy

Dosing and Administration

Name

Product Description

Ryukakusan
Cough
Medicine(Syrup)
“Belicon S”

Ryukakusan’s Cough
Cough, phlegm • Adult(over 15) Single use
Medicine(Syrup)〔Belicon S〕
amount 10ml(1 bottle) Under 15
works on the cough center to
years old do not use.
widen the airway. It is also
• 4 times a day is allowed to take,
effective for the allergic
take after meals and before
coughs or cleaning out phlegm.
sleeping.
It gives a relief from hacking
• Depending on the symptom you
coughs at night, or persistent
may take 6 times per day. Wait 4
coughs promptly. Take one
hours before the next use.
bottle for single use.
<Dosing and Administration.>
１．Please follow the dosing and
administration.

Ingredients

4.5～6回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。
Warning
Warning in preservation

(1)Store them in a cool, low
humidity area avoiding from a
direct sunlight.
(2)Keep it away from small
Active Ingredient
Dosage
children.
Dihydrocodeine Phosphate
30mg
(3)Don’t replace the product to a
dℓ-Methylephedrine Hydrochloride 45mg
different container. (It may cause
Noscapine Hydrochloride Hydrate
45mg
accidental ingestion and quality
Diprophylline
120mg
2. If you have the following reactions to the product, discontinue use immediately. Take this product instruction to consult deterioration.)
Chlorpheniramine Maleate
12mg
with your physician, pharmacist, or registered sales clerks.
(4)Don’t take expired products.
Anhydrous Caffeine
75mg
(5)Before using this product, a
<Symptoms>
deposition might happen in an
Guaifenesin
225mg
effect of containing crude
Senega Fluid Extract
0.9ml(900mg) Skin: Rash, skin reddening, itchiness,
Digestive system: nausea, vomiting, inappetence anorexia
medicine. Shake well before using.
（Original Herbal Reduced Quantity）
Nervous
system:
Dizziness
Additives: Sucrose, Saccharin Sodium Hydrate, DCirculatory Organ: Palpitation
sorbitol, Citric Acid, Sodium Citrate, Paraben,
Urinary system: Dysuria
Ethanol, Brown Sugar Flavor, Ethyl Vanillin,
Perfume
<Name of the symptom>
Aplastic anemia
<Symptom>
Bruise, nasal bleeding, gum bleeding, fever, pale skin, feebleness, heart palpitation, short breath, feeling dizzy, bloody urine.
60mL(Adult daily usage)

1 Please consult with your physician, pharmacist or registered sales clerks if you are:
(1) Currently under a doctor’s care.
(2)People who are pregnant or having a possibility of pregnancy.
(3)Elderly people
(4)Experienced any allergy reactions by taking any medication.
(5)Having a high fever, dysuria
(6)People diagnosed as follows: Heart Disease, Hypertension, Diabetes, Glaucoma, Dysfunction thyroid、Epilepsy.

<Name of the symptom>
agranulocytosis
<Symptom>
Sudden high fever, shivering, throat pain
3. After taking this medicine, the following symptoms may occur. If the symptoms continue or enhance stop taking it
immediately. Consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks.
constipation, oral dryness, sleepiness
4. If your condition persists after usage of 5 to 6 times, 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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