2021 年 3 月 24 日
参天製薬株式会社
＜報道関係者各位＞

30 周年を迎える「サンテ FX」が新たなステージへ
＜「サンテ FX」シリーズに 2 品が新ラインアップに登場＞
■花粉・ハウスダストなどによる目のかゆみに「サンテ FX AL」
■コンタクト装着時の目の不快感に「サンテ FX コンタクト」

3 月 24 日（水）より全国で発売開始
～さらに、「サンテ FX V プラス」もスタイリッシュなデザインへ生まれ変わります～
参天製薬株式会社（本社：大阪市、以下 Santen）は、一般用点眼薬「サンテ FX シリーズ」から、花粉・ハ
ウスダストなどによる目のかゆみや炎症を抑える「サンテ FX AL」
、コンタクト装着時の目の不快感や炎症を抑
える「サンテ FX コンタクト」の 2 製品を 2021 年 3 月 24 日（水）より全国の薬局・ドラッグストアにて発売
します。併せて、「サンテ FX V プラス」のパッケージリニューアル※1 を行います。
「サンテ FX シリーズ」は、1991 年の発売開始から、若い世代のニーズに応える「爽快系」という点眼薬の
市場を開拓し、本年、30 周年を迎えます。その 30 年という長い歴史の中で、
「若者たちのマインド」も時代と
共に変化しています。熱く自分を鼓舞する感覚ではなく、内に秘めた野心を静かに高めている ― そんな今の
若者たちの姿を応援する存在として、30 周年を機に「サンテ FX シリーズ」も新たなステージへ進化します。

「サンテ FX シリーズ」では、パッケージも今までのシリーズ共通のメタリック素材やロゴは残しつつ、若
者の「秘めたる野心」が熱く静かに輝く様をイメージし、現行製品の「サンテ FX V プラス」もテーマカラーの
「ゴールド」を基調に、20 代～30 代の若年男性に高揚感をもたらすスタイリッシュなデザインに生まれ変わり
ました。
さらに、ブランドサイトもリニューアルします。
若者たちの「内に秘めた静かな野心」
「気持ちの高ぶり」を「青い炎」で表現し、
『新生サンテ FX』の世界観を
イメージしています。

「サンテ FX シリーズ」は、2 品が加わり、4 つのラインアップとなることで、より多くの若者たちのニーズ
に応えるブランドを目指していきます。

【サンテ FX 公式サイト】https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/products/otc/sante_fx/

＜「サンテ FX AL」製品特長＞
「サンテ FX AL」は、サンテ FX シリーズの特長である爽快感はそのままに、目のかゆみに効果を発揮する目
薬です。
「クロモグリク酸ナトリウム」や「クロルフェニラミンマレイン酸塩」などの有効成分が、目のアレルギ
ー症状を引き起こすヒスタミンなどの放出や働きを抑制します。また、抗炎症成分「イプシロン-アミノカプロン
酸」も配合しています。最強の爽快感※2 ですっきりフレッシュするとともに、花粉・ハウスダストなどによる、
目のかゆみや炎症を抑えます。
20 代～30 代男性では、
「目のかゆみ」に関連する症状を気にする人が多いことがわかっています※3。また、そ
の症状は、埃っぽい場所や、乾燥する季節、花粉など、年間を通じて様々な原因によって発生しています。

出典：2020 年 6 月 参天製薬株式会社調査（20-39 歳男性 n=293）

◇「サンテ FX AL」製品画像・パッケージ

◇「サンテ FX AL」製品概要
商品名

サンテ FX AL

医薬品分類

第 2 類医薬品

容量

12mL
クロモグリク酸ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・・・・・・0.03％
イプシロン-アミノカプロン酸・・・・・・・・・・・・・・・1.0％
タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％

成分・分量

L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％

【添加物】
エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩
化物、d-カンフル、d-ボルネオール、l-メントール、pH 調節剤
花粉・ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー
効果・効能

症状の緩和：目のかゆみ、目の充血、目のかすみ（目やにの多いとき
など）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

用法・用量

1 回 1～2 滴、1 日 4～6 回点眼

コンタクトレンズ対応

ハードコンタクト ×、ソフトコンタクト ×

液の色

無色透明

清涼感度

5 段階中の 5+

メーカー希望小売価格

968 円（税込み価格）/880 円（税抜き価格）

＜「サンテ FX コンタクト」製品特長＞
男性のソフトコンタクトレンズの装用率は、20 代～30 代が全年代の中でも一番高いこと※4 に着目し、サンテ
FX シリーズの特長である爽快感はそのままに、コンタクトをしたまま使える目薬「サンテ FX コンタクト」を
開発しました。
2 種類のアミノ酸「タウリン」
「L-アスパラギン酸カリウム」が目の組織代謝を高めるとともに、ビタミン「パ
ンテノール」を配合し栄養を補給します。さらに、炎症を抑制する成分「イプシロン-アミノカプロン酸」も配合
しています。
突き抜ける爽快感ですっきりリフレッシュするとともに、コンタクト装着時の目の疲れや不快感を緩和します。

出典：2020 年 6 月 参天製薬株式会社調査（15-69 歳男性 n=4,965）

◇「サンテ FX コンタクト」製品画像・パッケージ

◇「サンテ FX コンタクト」製品概要
商品名

サンテ FX コンタクト

医薬品分類

第 3 類医薬品

容量

12mL
タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％
L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％
パンテノール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.1％

成分・分量

イプシロン-アミノカプロン酸・・・・・・・・・・・・・・・1.0％

【添加物】
エデト酸ナトリウム水和物、クロルヘキシジングルコン酸塩液、クロロ
ブタノール、d-ボルネオール、dl-カンフル、l-メントール、pH 調節剤
目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときな
効果・効能

ど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ソフトコンタクト
レンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目
のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量
コンタクトレンズ対応

1 回 1～3 滴、1 日 5～6 回点眼
ハードコンタクト ○、ソフトコンタクト ○
※カラーコンタクトレンズの装着時は使用しないでください。

液の色

無色透明

清涼感度

5 段階中の 5

メーカー希望小売価格

968 円（税込み価格）/880 円（税抜き価格）

※注意事項
目薬には、ソフトコンタクトレンズ装着時に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクト
レンズを装着したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装着中
に使用できる目薬を使用してください。

＜「サンテ FX V プラス」製品特長＞
「サンテ FX V プラス」は、ビタミン・アミノ酸などの栄養成分をはじめ、7 種の有効成分を充実配合してい
ます。目に栄養を与えるとともに、組織代謝を促進し、つらい目の疲れを効果的に改善します。
最強の爽快感※2 が瞳に冴えわたり、瞳をリフレッシュする目薬です。

◇「サンテ FX V プラス」製品画像・パッケージ

◇「サンテ FX V プラス」製品概要
商品名

サンテ FX V プラス

医薬品分類

第 2 類医薬品

容量

12mL
ビタミン B6（ピリドキシン塩酸塩）・・・・・・・・・・・・0.1％
タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0%
L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・1.0％
ネオスチグミンメチル硫酸塩・・・・・・・・・・・・・・・0.005％
塩酸テトラヒドロゾリン・・・・・・・・・・・・・・・・・0.05％

成分・分量

クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・・・・・・0.03％
イプシロン-アミノカプロン酸・・・・・・・・・・・・・・・1.0％

【添加物】
クロロブタノール、デキストラン、ヒドロキシエチルセルロース、ヒプ
ロメロース、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、d-カンフル、d-ボル
ネオール、l-メントール、pH 調節剤
目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗
効果・効能

が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目な
ど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼瞼炎（まぶたのただ
れ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1 回 2～3 滴、1 日 5～6 回点眼

コンタクトレンズ対応

ハードコンタクト ○、ソフトコンタクト ×

液の色

無色透明

清涼感度

5 段階中の 5+

メーカー希望小売価格

968 円（税込み価格）/880 円（税抜き価格）

※「サンテ FX V プラス」は、パッケージデザインをリニューアルいたしましたが、上記製品概要の情報につい
てはリニューアル前と変更ございません。
※1：
「サンテ FX V プラス」のパッケージリニューアル製品は 2 月中旬より随時発売
※2：当社製品内で最も高い清涼感レベル
※3：2020 年 6 月 参天製薬株式会社調査「20-30 代男性の気になる目の症状」より
※4：2020 年 6 月 参天製薬株式会社調査「男性のソフトコンタクトレンズ装用率」より

－本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先－
「サンテ FX」シリーズ PR 事務局（株式会社マテリアル）
TEL：03-5459-5490 FAX：03-5459-5491

E-MAIL：2-2bp@materialpr.jp

上野（070-7789-2809）/ 西谷（080-9880-1739）
－製品に関するお問い合わせ先－
参天製薬株式会社「お客様相談室」 TEL：0120-127-023
－Santen に関するお問い合わせ先－
参天製薬株式会社 コーポレート･コミュニケーショングループ communication@santen.com

