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WE HOPE YOUR SMILE
～瞳から笑顔にしたい～

佐賀製薬株式会社
Saga Pharmaceutical Co.,Ltd

ご挨拶
弊社は、300有余年の歴史をもつ肥前売薬（置き薬）の流れをくみ、昭和25年（1950年）に佐賀県基
山町の地に会社を設立いたしました。
現在ではOTC点眼薬(薬局・薬店・ドラッグストア等向け)の製造販売のみに力を集約・特化させると
いう国内唯一のビジネススタイルを実践し、有難いことに国内だけに留まらず世界各国のお客様に
も、その質の高さに一目置いて頂きながら日々目薬をお届けしています。
「たかが目薬」そう思われる方も多数いらっしゃるかもしれません。しかし弊社は、その「たかが目
薬」に情熱を注ぎ、目薬を点すことで世界中の方々に、瞳から「笑顔」が生まれ、瞳から「幸せ」を感
じて頂ける、そんな目薬をお届けしたいと本気で考えています。
「明日、そして未来に誇れる自分で常にあろう」を合言葉に目の前にある貴重な「今」を大切にし、
人々の瞳を守るため、また、プラスの何かを感じて頂けるよう、全社一丸となって努力を継続して参
る所存です。
佐賀製薬株式会社
代表取締役
吉 田 直 樹

会社名

佐賀製薬株式会社

所在地

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481
TEL 0942-92-5656 FAX 0942-92-2253

代表者名

代表取締役 吉 田 直 樹

資本金

3,400万円

事業内容

一般点眼薬製造・販売

主要取引先

（メーカー）

アスゲン製薬株式会社、奥田製薬株式会社
カイゲンファーマ株式会社、ゼネル薬品工業株式会社
ゼリア新薬工業株式会社、TK製薬株式会社
久光製薬株式会社、日野製薬株式会社、湧永製薬株式会社

（医薬品卸）

株式会社あらた、アルフレッサヘルスケア株式会社、イワキ株式会社
株式会社大木、株式会社PALTAC、株式会社リードヘルスケア

（輸出先）
主要取引銀行

台湾、モンゴル、ロシア、マカオ

西日本シティ銀行、佐賀銀行、筑邦銀行、福岡銀行

１

沿革
昭和25年6月

会社設立 資本金100万円

昭和28年1月

増資 資本金340万円

昭和48年1月

増資 資本金1800万円 新社屋落成

昭和50年8月

GMP施行、製造品目を見直し点眼薬製造を主力とする

昭和54年12月

台湾へ輸出開始

平成元年5月

増資 資本金2500万円 OTC市場開拓へ本格参入

平成 3年2月

製造品目を再度見直し点眼薬製造へ特化、生薬由来成分配合の点眼薬を開発

平成 7年1月

増資 資本金3400万円

平成 7年11月

新GMP、PL法施行 新工場建設落成

平成 9年11月

増産体制、第二包装工場、研究開発室増設

平成10年4月

研究員の増員 新製品の開発強化

平成10年7月

充填機導入 生産能力アップ

平成12年5月

創立50周年記念式典を実施

平成14年9月

新製品アレルギー点眼薬開発、販売

平成16年12月

新たに充填機導入

平成17年10月

新製品人工涙液点眼薬開発、販売

平成17年11月

弊社独自の容器(13ml)開発

平成25年11月

新包装機導入
現在に至る

２

商品ラインナップ
＜生薬由来成分配合＞
疲れ目・かすみ目・結膜充血に

ベルロビン EX
容量

15 mL

目薬の色

黄色澄明

第３類医薬品

有効成分 （100 mL 中）
ベルベリン硫酸塩水和物

10

mg

150

mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩

30

mg

ピリドキシン塩酸塩

50

mg

250

mg

グリチルリチン酸二カリウム

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

● 特徴
1.漢方処方に消炎の良薬として用いられてきた生薬由来成分（ベルベリン・グリチルリチン酸二カリウム）配合を継承し、抗ヒスタミン
作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩を増量。かゆみ目の沈静化、かすみ目・結膜充血緩和に効果的です。
2.コンドロイチン硫酸エステルナトリウムの増量に加え、新たにビタミンＢ6を追加。目の疲れの解消・眼病予防に効果的です。
3.程よい清涼感が特徴です。
● 主成分のはたらき
・ベルベリン硫酸塩水和物（抗炎症作用・抗菌作用） オウバク（黄柏）、オウレン（黄連）などの生薬に含まれる黄色い成分で、抗炎
症作用のほかに抗菌作用もあるとされ、目のかゆみ･充血・まぶたのただれなどに有効です。
・グリチルリチン酸二カリウム（抗炎症作用・抗アレルギー作用） 漢方で幅広く使われてきたカンゾウ（甘草）に由来する成分です。
・クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン作用） アレルギー症状の目のかゆみ、充血を抑えます。
・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンＢ6：新陳代謝の促進） 目の細胞の新陳代謝を促進するビタミンで、目の疲労回復に有効です。
・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム（角膜の保護、眼疾予防) 角膜保護作用が眼病を予防し、目にうるおいを与え、目の組織
の働きを活性化させ目の疲れを改善します。

＜スマホによる眼疲労に＞
目の覚めるような爽快感
一時的な視覚機能の低下に

アイリッチα

第２類医薬品

容量

13 mL

目薬の色

無色澄明

有効成分 （100 mL 中）
塩酸テトラヒドロゾリン

50

mg

1000

mg

50

mg

タウリン

400

mg

コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム

300

mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

5

mg

グリチルリチン酸二カリウム

250

mg

2000

mg

イプシロン-アミノカプロン酸
ピリドキシン塩酸塩

L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム（等量混合物）

● 特徴
1.目のピント調節機能改善剤のほか、ビタミンＢ6、２種のアミノ酸類を配合。さまざまな角度から効果的に目の疲れ、目のかすみを和
らげます。
2.生薬由来成分、角膜保護成分が弱った目を眼病から守り、機能回復を促します。
3.８つの有効成分に加え、目の覚めるような爽快感が目をリフレッシュします。
● 主成分のはたらき
・塩酸テトラヒドロゾリン（血管収縮作用） 目の充血を速やかに取り除きます。
・イプシロン-アミノカプロン酸（抗炎症作用・止血作用） 炎症の原因物質の産生を抑えます。
・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6：新陳代謝の促進） 目の細胞の新陳代謝を促進するビタミンです。目の疲れを効果的に解消します。
・タウリン（栄養補給、新陳代謝の促進） 目に栄養を与え、疲れの回復を早めます。
・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜の保護、眼疾予防) 角膜保護作用が眼病を予防します。また、目に潤いを与えるととも
に目の組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。
・ネオスチグミンメチル硫酸塩（ピント調節機能改善剤） 毛様体筋の機能低下を改善し、目の疲れを和らげます。
・グリチルリチン酸二カリウム（抗炎症作用・抗アレルギー作用） 漢方で幅広く使われてきたカンゾウ（甘草）由来成分で、抗炎症作用、
抗アレルギー作用のある成分です。
・L-アスパラギン酸マグネシウム･カリウム（等量混合物）(アミノ酸類：栄養補給) 目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え、目の疲れ
を癒します。
３

商品ラインナップ
＜ビタミン＆アミノ酸類配合＞
３つのビタミン＆２つのアミノ酸類が
目の疲れ・かすみに効く

シャルマン

第３類医薬品

容量

13 mL

目薬の色

紅色澄明

有効成分 （100 mL 中）
シアノコバラミン

10

mg

ピリドキシン塩酸塩

50

mg

トコフェロール酢酸エステル

50

mg

1000

mg

500

mg

30

mg

L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム（等量混合物）
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

● 特徴
目の調節機能を促進するビタミンＢ6をはじめ、ビタミンＥやビタミンＢ12などの６種の有効成分を配合した目薬で、目の組織の血流を良くし、
栄養の補給を助け、目の酷使による症状を改善します。
● 主成分のはたらき
・シアノコバラミン（ビタミンＢ12：調節機能低下の回復促進作用） 目の調節機能を高め、目の疲れに有効です。
・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンＢ6：新陳代謝の促進） 目の細胞の新陳代謝を促進するビタミンです。目の疲れを効果的に解消します。
・トコフェロール酢酸エステル（ビタミンＥ：栄養補給の促進） 抹消血管の血流改善作用を持つビタミンで、目の栄養補給を促し、疲れた
目の回復を助けます。
・Ｌ-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)(アミノ酸類、栄養補給) 目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え、目の疲れを
癒します。
・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム（角膜の保護、眼疾予防） 角膜保護作用が眼病を予防します。また、目にうるおいを与えると共
に目の組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。
・クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン作用） アレルギー症状の目のかゆみ、充血を抑えます。

<スマホによる眼疲労・充血に＞
透明感のあるクリアな瞳に
目の疲れ・かすみ・充血に

アイリッチ チアルージュ
容量

13 mL

目薬の色

紅色澄明

第２類医薬品

有効成分 （100 mL 中）
塩酸テトラヒドロゾリン

50

mg

パンテノール

50

mg

5

mg

ピリドキシン塩酸塩

50

mg

シアノコバラミン

20

mg

1000

mg

500

mg

30

mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム（等量混合物）
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

●特徴
1.ビタミン・アミノ酸類が、新陳代謝の促進、栄養補給や酸素補給を助け、疲れた目の働きを活発にします。また、コンドロイチン硫酸
エステルナトリウムが涙の蒸発を防止し、目にうるおいをあたえます。
2.目のピント調節機能改善剤を配合しているため、毛様体筋の機能低下を改善し、一時的な目のかすみ・ぼやけに効果があります。
●主成分のはたらき
・塩酸テトラヒドロゾリン（血管収縮作用）
目の充血を速やかに取り除きます。
・パンテノール（ビタミンB5：新陳代謝の栄養成分）
新陳代謝の栄養源となり、活発化させます。
・ネオスチグミンメチル硫酸塩（ピント調節機能改善剤）
毛様体筋の機能低下を改善し、目の疲れを和らげます。
・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6：新陳代謝の促進）
目の細胞の新陳代謝の促進するビタミンです。目の疲れを効果的に解消します。
・シアノコバラミン（ビタミンB12：調節機能低下の回復促進作用）
目の調節機能を高め、目の疲れに有効です。
・L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム（等量混合物）（アミノ酸類、栄養補給）
目の細胞呼吸化とともに栄養を与え、目の疲れ
を癒します。
・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム（角膜の保護、眼疾予防）
角膜保護作用が眼病を予防します。また、目にうるおいを与えると共
に目の組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。
・クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン作用）
アレルギー症状の目のかゆみ、充血を抑えます。
４

商品ラインナップ
＜トリプルアクションが効く！＞
花粉・ハウスダスト等の
アレルギーの諸症状に

マリンアイＡＬＧ
容量

15 mL

目薬の色

無色澄明

第２類医薬品

有効成分 （100 mL 中）
クロモグリク酸ナトリウム
クロルフェニラミンマレイン酸塩
グリチルリチン酸二カリウム

1000

mg

15

mg

125

mg

● 特徴
１．花粉症などのアレルギー症状をトリプルアクションで鎮めます。
２．医療用で抗アレルギー剤として使用されているクロモグリク酸ナトリウムに、生薬由来成分であるグリチルリチン酸二カリウム、抗ヒ
スタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合したアレルギー用点眼薬です。
● 主成分のはたらき
花粉症などのアレルギー症状をトリプルアクション（３段階）で鎮めます。
＜第１段階：抑える＞
・クロモグリク酸ナトリウム（抗アレルギー作用）
肥満細胞を安定化し、アレルギー原因物質の放出を抑え、アレルギー症状を緩和
します。
＜第２段階：ブロックする＞
・クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン作用）
かゆみ原因物質であるヒスタミンをブロックし、目のかゆみ･充血を和らげます。
＜第３段階：鎮める＞
・グリチルリチン酸二カリウム（生薬由来の抗炎症剤）
すでに起こってしまったアレルギー反応による目の炎症を鎮めます。

＜防腐剤無添加 抗菌性点眼薬＞
持続性サルファ剤配合
結膜炎・ものもらい・目のかゆみに

マリンアイ抗菌Ｓ

容量

10 mL

目薬の色

無色澄明

第２類医薬品

有効成分 （100 mL 中）
スルファメトキサゾールナトリウム

4000

mg

グリチルリチン酸二カリウム

200

mg

イプシロン-アミノカプロン酸

1000

mg

200

mg

タウリン

● 特徴
1.結膜炎(はやり目)、麦粒腫(ものもらい)、眼瞼炎(まぶたのただれ)などの目の病気の原因となるブドウ球菌などの細菌によく効くサル
ファ剤を使用しています。
2.サルファ剤に加え、眼のかゆみ、結膜充血などの不快な症状を鎮める成分や眼の組織回復を促す成分を配合した点眼薬です。
3.薬物アレルギーや角膜上皮細胞に障害を与えるといわれる防腐剤を含んでおりません。
● 主成分のはたらき
・スルファメトキサゾールナトリウム(抗菌作用) 多くのサルファ製剤の中で最も多く使われている抗菌成分で、この目薬の主要成分で
す。様々な細菌にすぐれた抗菌作用を示し、その効果は長時間持続します。
・グリチルリチン酸二カリウム(抗炎症作用) 漢方で幅広く使われてきたカンゾウ(甘草)に由来する成分で、抗炎症作用、抗アレルギー
作用のある成分です。サルファ剤の抗菌作用を増強する働きも認められています。
・イプシロン-アミノカプロン酸(抗炎症作用) 炎症の原因となる物質の産生を抑えます。グリチルリチン酸二カリウムは発生した炎症を
抑えるのに対して、本成分は原因となる物質の産生を抑えるため、更なる抗炎症効果が期待できます。
・タウリン(栄養補給、新陳代謝の改善) アミノ酸の一種で、細菌感染により傷ついた目に栄養を与えその回復を早めます。

５

製造工程

原材料の受入から、配合、充填、異物検査まで厳格な管理
規格を設けております。
また、その後包装の工程においても、人の目で再度検品を
行い、常に消費者の皆様に安全 ・安心な製品をお届けでき
るよう心掛け、点眼薬の製造に取り組んでおります。

品質管理・研究開発
品質管理
点眼薬は目というヒトにとって大変デリケートな感覚器に使用する
無菌製剤に属する医薬品です。そのため私ども点眼薬メーカーに
は、消費者の皆様に安全な製剤を提供することが求められていま
す。
弊社では、厳しい品質・衛生管理体制の下、原料・資材の受入か
ら製品の出荷まで徹底したチェックを行い、それらをクリアした
安全で且つ、品質の高い製品を市場に送り出しています。

研究開発
これからも最新の医薬品の研究に取り組み、安全で且つ、品質に優
れた商品を開発し、多くの人に医薬品分野で貢献できるよう努めて
まいります。

６

佐賀製薬株式会社
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉481
TEL.0942-92-5656
FAX.0942-92-2253
<URL>
http://saga-pharm.co.jp/

こちらから当社ホームページをご覧になれます。

佐賀製薬株式会社へのアクセス
JR基山駅 徒歩約３分

