
使用上の注意

１．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
⑴医師の治療を受けている人
⑵薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
⑶湿潤やただれのひどい人
２．使用後、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
に使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相
談ください。

３．５～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文
書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

相談すること

関係部位 症　状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、
ヒリヒリ感

○エマンテクールは基剤成分として、保湿作用のある濃グリセリンと水溶性高分
子を配合し、「かゆみ」を増強させる肌の乾燥を防ぎます。
従って、春～秋にかけて多い、虫さされ、湿疹、あせも等に伴う「かゆみ」だけ
でなく、秋～春に多い、肌の乾燥に伴う「かゆみ」にも効果をあらわします。
○エマンテクールは、副腎皮質ホルモン剤（コルチコステロイド剤）を配合して
おりません。
○エマンテクールはスポンジ塗布型の容器を採用していますから、手指を汚さず
に広範囲に塗布し易く、しかも粘稠液剤ですから、液ダレが少なく、滑らかな
使用感です。

オールシーズン、「かゆみ」をブロック！

鎮痒消炎薬

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第２類医薬品

アオ

2013年４月（記載要領変更に伴う改訂）

（必ず裏面もお読みください）

《効能・効果》
かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、じんましん、しもやけ、あせも、
ただれ
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《用法・用量》
１日数回、患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】
⑴小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
⑵目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水
又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療
を受けてください。
⑶外用にのみ使用してください。

〔使用方法〕
キャップを外し、容器を逆さまにし、スポンジ中央部を押して、液がスポンジに
しみてからご使用ください。

《成分・分量》本品100g中

添加物：ラウロマクロゴール、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキ
シエチルセルロース、エタノール、香料

《保管及び取扱い上の注意》
⑴直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して、立てて保管してください。
⑵小児の手の届かない所に保管してください。
⑶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。）
⑷火気に近づけないでください。
⑸配置期限（外箱記載）を過ぎたものは使用しないでください。
⑹本剤はプラスチック類を軟化させたり、塗料を溶かしたりすることがあるの
で、付着しないようにしてください。

成分名 分量
（100g中） 作用等

ジフェンヒドラミン 1.0g 「かゆみ」のもと、ヒスタミンの作用を止める。
リ ド カ イ ン 2.0g 局所麻酔作用により、素早く「かゆみ」を止める。
ク ロ タ ミ ト ン 5.0g 特異な鎮痒作用により「かゆみ」を止める。
l －メントール 1.0g 清涼感を与え「かゆみ」を軽減する。

製造販売元 新生薬品株式会社 富山県中新川郡上市町横越16番１

本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までご連絡くだ
さい。〔9：00～17：00（土、日及び祝日を除く）〕

新生薬品株式会社　消費者相談窓口　　電話番号076-472-0361
〒930-0364　富山県中新川郡上市町横越16番１

SN0
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