はじめに

生まれては消え、消えては生まれる、慌ただしい商品サイクルに慣れて
しまった現代社会。暮らしを振り返ったとき、生活シーンのなかで、心に
残る商品は数少ない。数年先の未来を見通すことも難しくなった現代社会
において、百年、二百年と生活者から支持され続けた商品がある。
家庭薬。

家庭薬は時代の流れのなかで、常に暮らしの味方となり、家庭の生活を
守る常備薬として、ロングセラー商品の地位を築き上げてきたのだ。
なぜ、家庭薬はこれほどまでに数多くのロングセラー商品を生み出して

きたのだろうか。その秘密はどこにあるのだろうか。
本書では、家庭薬がロングセラーになっている秘密を追求するために、
家庭薬研究会を立ち上げ、全国の家庭薬メーカーで組織する全国家庭薬協
議会の協力を得て、さまざまな角度から理由を考察した。
伝統、信頼、安心、身近……。レトロ、パッケージ、コマーシャル、キャッ
チコピー……。薬草、効能、品質、海外展開……。
その結果、家庭薬の多くがロングセラーになった秘密を大きく４点に絞
り込み、
「家庭薬ロングセラー物語」
「小さな家庭薬博物館」
「家庭薬歴史探訪」
「家庭薬の現代と未来」としてまとめあげた。
家庭薬を利用している生活者、薬店・ドラッグストア等の店舗スタッフ、
家庭薬関係者などの方々が、本書を手にとり、家庭薬の魅力を再確認して

いただくことで、家庭薬がさらに未来に向けたロングセラー商品になり、
日本の元気を守っていくことを願ってやまない。
昔も今もこれからも〝日本の元気〟を守る家庭薬。

家庭薬研究会
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