
■ハイチオールシリーズ　成分比較表

製品名

カテゴリ（薬効）

分類

剤形

効能・効果

年齢

1回量

L-システイン 240mɡ

アスコルビン酸（ビタミンC） 500mɡ

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6） 50mɡ

成分

成分　4錠（成人1日量）中

添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビ
ニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、D‒マンニトー
ル、ケイ酸Al/K、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ステアリン酸
Ca、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸

×服用しないこと

用法・用量

次の１回量を１日２回、水又はぬるま湯で服用してください。

2錠 1錠

成人
(15才以上)

7～14才 7才未満

錠剤

１．次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
２．次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
「ただし、上記１及び２の症状について、１カ月ほど使用しても改善がみ
られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
３．次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後
の体力低下時、老年期

第3類医薬品

パッケージ

シミにも隠れジミ※にも効果を発揮する医薬品。
※薄いシミのこと

ハイチオール　ホワイティア　プレミアム

ビタミンC主薬製剤



製品名

カテゴリ（薬効）

分類

剤形

効能・効果

年齢 年齢

1回量 1回量

L-システイン 240mg L-システイン 240mg

アスコルビン酸（ビタミンC） 500mg アスコルビン酸（ビタミンC） 500mg

パントテン酸カルシウム 30mg パントテン酸カルシウム 24mg

*全身倦怠（疲れ・だるさ）のことをさします。

製品名

カテゴリ（薬効）

分類

剤形

効能・効果

年齢 年齢

1回量 1回量

L-システイン 240mg L-システイン 240mg

アスコルビン酸（ビタミンC） 500mg アスコルビン酸（ビタミンC） 300mg

パントテン酸カルシウム 24mg パントテン酸カルシウム 24mg

※本製品は、リニューアル新製品(ハイチオールCプラス2)が販売されております。

パッケージ

体の内側からシミを治療する医薬品
シミと疲れ*を

代謝の力で改善

ハイチオールCホワイティア ハイチオールCプラス2

第3類医薬品 第3類医薬品

L-システイン製剤 L-システイン製剤

2錠 1錠 ×服用しないこと 1錠 ×服用しないこと

錠剤 錠剤

○ しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
○ 全身倦怠
○ 二日酔
○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

○ しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
○ 全身倦怠
○ 二日酔
○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。 次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。

成人
(15才以上)

7～14才 7才未満 成人
(15才以上)

7～14才 7才未満

成分

成分　4錠（成人1日量）中 成分　6錠（成人1日量）中

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒプロメロース、ヒドロキシプ
ロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Ca、タルク、酸化チタン、
トウモロコシデンプン、酒石酸、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、
ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、ジメチ
ルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、タルク、酸化
チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、ポリビニルアルコール・ア
クリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

2錠

用法・用量

パッケージ

シミ・ニキビなどの
さまざまな肌トラブルに。

1日2回でシミ・そばかすに効く。
L-システインを小型錠剤へ

ギュっと凝縮。

ハイチオールCプラス ハイチオールC プルミエール

L-システイン製剤 L-システイン製剤

2錠 1錠 ×服用しないこと

第3類医薬品 第3類医薬品

7～14才 7才未満成人
(15才以上)

2錠 1錠

錠剤 錠剤

○ しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
○ 全身倦怠
○ 二日酔
○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

○しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
○全身倦怠
○二日酔
○にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

×服用しないこと

成分

成分　6錠（成人1日量）中 成分　4錠（成人1日量）中

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ｃａ、白糖、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ヒプロメロース、炭酸Ｃａ、カルナウバロウ、ステアリン酸Ｍｇ、
タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、プルラン、ポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレングリコール

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステ
アリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、プルラ
ン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

用法・用量

次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。 次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。

成人
(15才以上)

7～14才 7才未満



製品名

カテゴリ（薬効）

分類

剤形

効能・効果

年齢

1回量

L-システイン 80mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 50mg

パントテン酸カルシウム 20mg

アスコルビン酸（ビタミンＣ） 50mg

チアミン硝化物（ビタミンＢ1硝酸塩） 10mg

ニコチン酸アミド 40mg

ビオチン 100μg

ハイチオールBクリア

パッケージ

キメの整った肌へ。
内側から、肌あれを改善。

ビタミンB2主薬製剤

第3類医薬品

錠剤

○次の諸症状の緩和：
肌あれ、にきび、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、口内炎、口角炎、口唇
炎、舌炎、目の充血、目のかゆみ、赤鼻
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられな
い場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
○次の場合のビタミンB2の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

成人
(15才以上)

11～14才 11才未満用法・用量

次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ｃａ、ヒプロメロース、ヒドロキシプ
ロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Ｍｇ、タルク、酸化チタン、
トウモロコシデンプン、酒石酸、三二酸化鉄、ジメチルポリシロキサン、
二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共
重合体

リボフラビンリン酸エステルナトリウム
（ビタミンB2リン酸エステル）

38mg

成分

成分　3錠（成人1日量）中

3錠 2錠 ×服用しないこと



商品名

名称

保健機能食品

剤形

栄養成分の機能

原材料名

エネルギー 7kcal

たんぱく質 1.3g

脂質 0g

炭水化物 4.0g

食塩相当量 0.03g

ビタミンB6 10.0mg

コラーゲンペプチド 1200mg

ヒアルロン酸 150mg

システインペプチド含有酵母エキス 10mg

1日当たりの栄養素
等表示基準値

（2015）（18歳以上、
基準熱量

2,200kcal）に占める
割合

ビタミンB6

MAT-JP-2201330-1.0-04/2022｜最終更新日：2022.04.04
※成分は全て1日量を記載しています。

ハイチオール コラーゲンブライト

清涼飲料水

栄養機能食品（ビタミンB6）

パッケージ

美容成分コラーゲンペプチド
とヒアルロン酸、他を配合した美容ドリンクです。

[摂取方法に関連する注意]

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するもので
はありません。1日の摂取目安量を守ってください。

液剤

ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康

維持を助ける栄養素です。

エリスリトール（中国製造）、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、シス
テインペプチド含有酵母エキス（酵母エキス、デキストリン）
酸味料、安定剤（ペクチン）、ヒアルロン酸、香料、V.B6、甘味料（アセス

ルファムK、スクラロース）

成分・含量
（１瓶50ml当たり）

製
造
時
配
合

769%

摂取の方法

1日当たり1瓶を目安にお飲みください。


