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商品説明 効能・効果 用法・用量 成分・分量 使用上の注意 保管および取扱い上の注意 

龍角散ダイレクトトローチマン
ゴーR 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。 

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 

・次の量を服用してください。 
・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。 

6 錠（大人 1 日の服用量）中 

相談すること 
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 
（１）医師の治療を受けている人。 
（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。 
（３）高熱の症状のある人。 
    
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 
精神神経系／めまい 
 
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。 

（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）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 

年齢 1 回量 1 日服用回数 成分 分量 

大人（15 歳以上） 1 錠 
3～6 回 

キキョウ末 70.0mg 

5 歳以上 15 歳未満 1/2 錠 キョウニン 5.0mg 

5 歳未満 服用しないこと セナガ末 3.0mg 

＜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。 

カンゾウ末 50.0mg 

添加物：無水ケイ酸、クエン酸、D-ソルビトー
ル、ステアリン酸 Mg、ゼラチン、グリセリン、リボ
フラビン、ℓ-メントール、香料 
 
＜成分に関する注意＞ 
トローチ表面の斑点は原料によるもので、品質
には問題ありません。 
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Product Discription Efficacy Dosage and Administration Ingredients Precaution for use Precautions for storage and handling 

RYUKAKUSAN DIRECT 
Lozenge Mango Flavor R is 
the only troche which 
contains fine powder 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 work 
to stimulate direct to the 
mucous membrane on your 
weakened throat and 
recovery. The Micro bead 
which contains Mango flavor 
and menthol is dispersed in 
the troche is available to 
work maintaining refreshing 
and aromatic for long time in 
your mouth. It is a fresh 
taste troche. 

 

 

Cough, phlegm, or 
hoarseness, 
irritation, 
discomfort, pain, or 
swelling of the 
throat caused by 
inflammation. 

 

 

 

 

・Take as directed below. 
・Dissolve the lozenge slowly in the mouth. Do not chew. 
・Leave at least 2 hours between doses. 

6 tablets (usual daily dose for adults) contain 
the following: 

What to ask a doctor , pharmacist or registered OTC 
drug seller. 
1. Ask a doctor, pharmacist or registered OTC drug 
seller before use . 
(1) Currently under a doctor’s care. 
(2) Having ever had allergic reaction to any medicines. 
(3) Having a high fever. 
 
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 OTC drug seller. 
 
Related areas / Symptoms 
Skin / rash, itchiness, skin reddening 
Digestive system / nausea, vomiting, loss of appetite, 
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 OTC drug seller. 
 

(1) Store in a cool, low humidity area avoiding from a 
direct sunlight. 
(2) Keep out of reach from children. 
(3) Do not replace the product to another containers. (It 
may cause misuse and deterioration in the quality) 
(4) Do not use this product after its validity date has 
expired. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Age Single Dose Doses per Day Active ingredients Dosage 

Adult (over 15) 1tablet 
3 to 6 

Powdered Platycodon 70.0mg 

5 to 14 1/2 tablet Apricot ｋernel 5.0mg 

Under 5 Do not use Powdered Segana 3.0mg 

<Precautions for Dosage and Administration.> 
1. Always follow the dosage and administration instructions 
carefully. 
2. This product should only be given to children when under the 
guidance and supervision of an adult.                                                                                                                                                                  
3. Do not chew or swallow whole. 

 

Powdered Glycyrrhiza 50.0mg 

Other ingredients: Anhydrous silicic acid, citric 
acid, D-sorbitol, magnesium stearate, gelatin, 
glycerin, riboflavin, L-menthol, and flavoring 
agent. 
 
<Notice to ingredients>                          
Specks on the surface of the lozenge are due 
to the raw ingredients and do not affect the 
quality of the product. 

 


