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Computer Eyes eye drops

コンピューターアイ

Relieves tired, strained eyes

緊張した疲れ目に

Fatigued, Computer Eyes? Healthy Eyes!

パソコンで疲れた目を健康に！

Eye Doctor recommended Similasan Computer Eye Relief
stimulate the eye’s natural ability to relieve eye strain due to
intense computer work, TV, reading, writing or driving at night.
Similasan Eye Drops provide Healthy Relief with no known side
effects or drug interactions. Similasan Eye Drops are non-habit
forming and will not cause reliance or the rebound effect.
Gentle enough for children Strong enough for adults

眼科医が推奨する Similasan のコンピューターアイは、長時間のパソコン
業務、テレビ、読書、書き物、夜間の運転などで酷使した目を回復させる、
目がもつ本来の自然回復力に直接はたらきかけます。 Similasan の目薬
は既知の副作用や他薬との相互作用などの心配もなく目の健康をサポート
します。 Similasan の目薬は習慣性がないため、依存症や症状の再発な
どの心配もありません。
お子様にも安心して使える優しい処方ですが、成人の方にも満足いただけ
る強力処方となっています。

Active Ingredients: Conium maculatum 6x, Natrium
muriaticum 6x, Ruta graveolens 6x, Seneqa officinalis 6x

Purpose: double vision, black spots, aching weak muscles,
blurred vision, eyelids spasms, eyestrain, pain, pressure aching,
dryness, light sensitivity

活性成分：
コニウム マクラタム 6x、ナトリウム ムリアティカム
6x、ルタ グラベオレンズ 6x、セネカ オフィシナリス 6x
対象症状： 物が二重に見える、黒点、ズキズキ痛む目の筋肉の低下、か
すみ目、まぶたの痙攣、疲れ目、痛み、圧力による目の鈍痛、ドライアイ、
感光過敏症

Uses: According to homeopathic principles, the active
ingredients in this medication temporarily relieve minor
symptoms of eye fatigue such as:
· Tired, aching eyes
· Strained eyes (PC, TV, reading, driving)
· Redness and irritation of the conjunctiva.
· Blurry and double vision
· Eyelid spasms
· Hypersensitivity to light

時的に以下の軽症状を緩和します：
· ズキズキとした疲れ目
· パソコン、テレビ、読書、運転などによる疲れ目
· 充血、結膜炎
· かすみ目、複視（物が二重に見える）
· まぶたの痙攣
· 感光過敏症

Warnings:

注意：

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

For external use only
Initial exacerbation of symptoms may occur
Use only if bottle seal is intact
Replace cap tightly after every use
To avoid contamination, do not touch the tip of the container
to any surface

用途： ホメオパシーの考えによると、本品に使用している活性成分は一

飲まないで下さい。外用薬品です
使用開始直後に症状が悪化することがあります
安全シールが着いたものをご使用ください
使用後は必ずキャップをかたく閉めてください
異物混入を避けるため、容器の先端部に触れないでください
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Discard open bottle after 30 days
Contact wearers: consult a physician prior to using.

開封後 30 日を過ぎたものは破棄してください
コンタクトレンズを装着されている方は、使用前に医師に相談してく
ださい

Do not use:
·

If the solution changes color or becomes cloudy

以下に該当する方は使用しないでください：
·

Stop use and ask a doctor if:
·
·
·

Symptoms worsen or persists more than 72 hours
Changes in vision occur
You experience eye pain

Directions:
１

３

以下の事柄がみられたら使用を中止し、医師に相談して下さい：
·
·
·

FOR USE IN THE EYE ONLY
1.

twist cap off bottle

3.

squeeze plastic tip to release 2-3
drops into eye

症状が悪化したり、72 時間以上症状が続いたりする
視力の変化
目の痛みを感じる

使用方法：

remove tamper-evident seal from
neck of bottle

2.

薬液が変色したり濁ったりしている場合

２

１

点眼用！！
1.

安全シールを外す

2.

キャップを回して開ける

3.

先端を押して、2~3 滴点眼する

２

３

Other Information
Active ingredients are microdiluted in accordance with the
Homeopathic Pharmacopoeia of the United States, and are
therefore non-toxic and have no known side effects.

その他：
活性成分は、アメリカ ホメオパシー薬局方に従って微小希釈され
ています。そのため、これらの成分は無毒で既知の副作用は一切あ
りません。

Inactive Ingredients:
Borate butter, Sodium nitrate, Silver sulfate (as
preservative), Purified water.

非活性成分：
ホウ酸バター、硝酸ナトリウム、硫酸銀（防腐剤として）
、精製水。

Please note: Bottles expiring before 2008 do contain
slightly different inactive ingredients such as Sodium
chloride and Sodium silver chloride complex (as
preservative)

ご注意ください： 品質保証期限が 2008 年以前の製品には、上記
とは多少異なる非活性成分が含まれます（塩化ナトリウム、
《防腐剤
として》塩化銀ナトリウムコンプレックスなど）

