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家庭薬の斡旋販売を行います！家庭薬の斡旋販売を行います！
2021年春季号

伊藤忠連合健康保険組合
2021年春季号

伊藤忠連合健康保険組合

納品・送料 受付順に委託業者より発送いたします。
申込受付後、約3～4週間で委託業者より発送いたします。
申込金額が3,500円以上の場合は送料が無料となります。
3,500円未満の場合は、送料500円のご負担をお願いいたします。

申込 方法

支 払 方法 商品到着後、同封の振込用紙により、お早目にお振込ください。
＊郵便局とコンビニからの振込み手数料は業者が負担いたします。
＊銀行振込は扱っておりません。

問合せ先
【注文取次先】

お申込み、商品のお届け内容、返品・交換に関するお問合せ
返品・交換は配送中の破損、お申込み商品とお届け内容が異なっていた場合
に限ります。
商品到着後、7日以内に白石薬品㈱までご連絡ください。
〒578-0954　大阪府東大阪市横枕12-19
白石薬品株式会社　大阪営業部
TEL 072-940-7085（平日9：00～17：00）
伊藤忠連合健康保険組合　受付係

申込受付期間 2021年4月15日（木）～6月30日（水）

　一流メーカーの家庭薬が、ご覧の斡旋価格（消費税込み）で購入できますので、ご希望の
方は申込書に記入のうえ、切り離して白石薬品㈱宛にFAXまたは郵送でお申込みください。
★定形封筒（120×235mm）をご用意の上、宛名ラベル（下記）を、封筒の左上部に貼って
投函してください。ご家庭にある不要な封筒をご使用いただきエコにご協力ください。

　ご自宅など、指定の場所にお届けいたします。 （送料500円。ただし、購入金額の合計が
3,500円以上の場合は送料無料となります。 何名かでまとめて申し込まれるとよいでしょう。）
※厚生労働省の指導により購入制限（原則お一人様1点）のある商品がございます。

購入価格3,500円
以上なら送料サービス

料金受取人払郵便

差出有効期間
2 0 2 1年5月
31日まで

河内局承認
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お申込み

〒578-0954 大阪府東大阪市横枕12-19
白石薬品株式会社　大阪営業部

0120-117-072 まで送信してください。

Webでの
お申込み

https://www.blancnetplus.com/h1/a/itcrengo
  ID  itcrengo　  　 パスワード  kenpo6097

※お申込みから約4週間が経過しても商品が届かない場合は、お問合せ先までご連絡ください。

医薬品販売業者 ： 白石薬品株式会社　
〒567-0005　大阪府茨木市五日市1-10-33
店舗管理者：金森 田鶴（薬剤師） 
※お薬等掲載商品については白石薬品㈱までお気軽にご
相談ください。
※医薬品は使用期限1年以上の商品を販売しております。
TEL：072-645-4666 （月～金曜日 9：00～17：00 / 祝日・年末年始を除く）

感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛などに『体がぞくぞく、
かぜのひき始めに定番の漢方薬。1才から』
感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛などに『体がぞくぞく、
かぜのひき始めに定番の漢方薬。1才から』

参考
価格1,650円

白石薬品白石薬品 12包12包

460円
葛根湯エキス顆粒DS葛根湯エキス顆粒DS

15 第2類医薬品第2類医薬品

72%
引き

救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ72㎜×19㎜）
『水仕事などに』
救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ72㎜×19㎜）
『水仕事などに』

参考
価格1,100円

共立薬品工業共立薬品工業 70枚70枚

380円
防水救急ばんそう膏<Mサイズ>防水救急ばんそう膏<Mサイズ>
60 一般医療機器一般医療機器

65%
引き

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に『歯と歯ぐきをトータル
ケア』  クリーンデンタルF〈50g×2〉、歯ブラシ〈2本〉
歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に『歯と歯ぐきをトータル
ケア』  クリーンデンタルF〈50g×2〉、歯ブラシ〈2本〉

参考
価格2,464円

第一三共第一三共 2Pセット2Pセット

880円
クリーンデンタルF薬用歯みがきセットクリーンデンタルF薬用歯みがきセット
103 医薬部外品医薬部外品

64%
引き



1個制限商品
№1、2の商品は、厚生労
働省の指導により、申込
数が各１個に限られます。
複数個申込いただいた場
合は１個に変更致します
ので、ご了承ください。

お1人様
１個限り

せき・たん『つらいせき・たんに4種の有効成分
配合。12才から』
せき・たん『つらいせき・たんに4種の有効成分
配合。12才から』

840円
プレコールせき止め錠A

第一三共第一三共 40錠40錠

1 参考
価格

第②類医薬品

1,870円

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』

390円
プレコール鼻炎カプセルA
第一三共第一三共 12カプセル12カプセル

2 参考
価格

第②類医薬品

1,540円

かぜの諸症状（のどの痛み、
発熱等）の緩和。イブプロフェ
ン配合『痛むのどかぜ・ツライ
熱かぜに!15才から』

かぜの諸症状（のどの痛み、
発熱等）の緩和。イブプロフェ
ン配合『痛むのどかぜ・ツライ
熱かぜに!15才から』

480円
★コルゲンコーワIB錠TXα
興和興和 18錠18錠

3 参考
価格

第②類医薬品

1,100円

感

冒

薬

熱・せき・たん・のどの痛み・鼻水
など。イブプロフェン配合『つら
いかぜの諸症状に。15才から』

熱・せき・たん・のどの痛み・鼻水
など。イブプロフェン配合『つら
いかぜの諸症状に。15才から』

1,310円
★エスタックイブファイン
エスエス製薬エスエス製薬 30錠30錠

4 参考
価格

第②類医薬品

1,848円

かぜの諸症状（のどの痛み、鼻水、
鼻づまり、発熱、頭痛、せき等）の
緩和

かぜの諸症状（のどの痛み、鼻水、
鼻づまり、発熱、頭痛、せき等）の
緩和

980円
エスタック総合感冒
エスエス製薬エスエス製薬 100錠100錠

5 参考
価格

第②類医薬品

1,485円

かぜの諸症状の緩和『熱と痛み
に効く2種類の解熱鎮痛成分配
合。11才から』

かぜの諸症状の緩和『熱と痛み
に効く2種類の解熱鎮痛成分配
合。11才から』

310円
エスベナンエースAEC
白石薬品白石薬品 50錠50錠

6 参考
価格

第②類医薬品

1,540円

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み・
熱・鼻水がつらい人に。イブプロフェ
ン配合。15才から』

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み・
熱・鼻水がつらい人に。イブプロフェ
ン配合。15才から』

700円
★ルルカゼブロックα
第一三共第一三共 30錠30錠

7 参考
価格

第②類医薬品

1,650円

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み
だけでなくハレも抑えるトラネキサ
ム酸配合。6才から』

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み
だけでなくハレも抑えるトラネキサ
ム酸配合。6才から』

600円
ベンザエースA錠

武田コンシューマーヘルスケア武田コンシューマーヘルスケア 50錠50錠

8 参考
価格

第②類医薬品

1,496円

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分とビタ
ミンC配合。5才から』

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分とビタ
ミンC配合。5才から』

400円
プレコールかぜ薬錠
第一三共第一三共 60錠60錠

9 参考
価格

第②類医薬品

2,200円

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く。胃にやさしく、眠くなる成分
を含まない。3才から』

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く。胃にやさしく、眠くなる成分
を含まない。3才から』

500円
新プレコールS顆粒
第一三共第一三共 24包24包

10 参考
価格

第②類医薬品

3,080円

かぜの諸症状の緩和『生薬×洋薬
のW処方。眠くなる成分を含まない。
1才から』

かぜの諸症状の緩和『生薬×洋薬
のW処方。眠くなる成分を含まない。
1才から』

400円
改源

カイゲンファーマカイゲンファーマ 9包9包

11 参考
価格

第②類医薬品

770円

かぜの諸症状の緩和『熱、痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分配合。
7才から』

かぜの諸症状の緩和『熱、痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分配合。
7才から』

580円
コンタック総合感冒薬EX
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 18カプセル18カプセル

12 参考
価格

第②類医薬品

1,518円

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く解熱鎮痛成分とビタミンを2
種類ずつ配合。15才から』

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く解熱鎮痛成分とビタミンを2
種類ずつ配合。15才から』

440円
プレコール感冒カプセル
第一三共第一三共 24カプセル24カプセル

13 参考
価格

第②類医薬品

1,320円

かぜの諸症状の緩和『鼻水、鼻づまり、
熱、せき、痛みなどに。5才から』
かぜの諸症状の緩和『鼻水、鼻づまり、
熱、せき、痛みなどに。5才から』

380円
新ルルエース

第一三共第一三共 50錠50錠

14 参考
価格

第2類医薬品

1,133円

感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛
などに『体がぞくぞく、かぜのひき
始めに定番の漢方薬。1才から』

感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛
などに『体がぞくぞく、かぜのひき
始めに定番の漢方薬。1才から』

460円
葛根湯エキス顆粒DS
白石薬品白石薬品 12包12包

15 参考
価格

第2類医薬品

1,650円

感冒の初期、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
『かぜのひき始めに』

感冒の初期、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
『かぜのひき始めに』

690円
葛根湯エキス錠クラシエ
クラシエ薬品クラシエ薬品 50錠50錠

16 参考
価格

第2類医薬品

1,540円

かぜの初期症状（発熱、さむけ、
頭痛、鼻水など）『飲みやすいシ
ナモン味。15才から』

かぜの初期症状（発熱、さむけ、
頭痛、鼻水など）『飲みやすいシ
ナモン味。15才から』

440円
本草葛根湯シロップ
本草製薬本草製薬 30mL×3本30mL×3本

17 参考
価格

第2類医薬品

1,430円

せき、たん、のどの炎症に
よる声がれなどに。4種の
生薬配合。シュガーレス。
『せき・こえ・のどに浅田
飴。5才から』

せき、たん、のどの炎症に
よる声がれなどに。4種の
生薬配合。シュガーレス。
『せき・こえ・のどに浅田
飴。5才から』

300円
固形浅田飴クールS
浅田飴浅田飴 24錠24錠

18 参考
価格

第②類医薬品

473円

せ

き

・

の

ど

せき、たん、のどのはれ・痛みなどに
『殺菌成分、せきやたんを鎮める成
分配合。5才から』

せき、たん、のどのはれ・痛みなどに
『殺菌成分、せきやたんを鎮める成
分配合。5才から』

350円
新エスベナントローチ
白石薬品白石薬品 18錠18錠

19 参考
価格

第2類医薬品

880円

のどのはれ、痛み、声がれ、口臭の
除去などに『炎症を抑える成分、
殺菌成分配合。5才から』

のどのはれ、痛み、声がれ、口臭の
除去などに『炎症を抑える成分、
殺菌成分配合。5才から』

360円
トピックAZトローチ
日新薬品工業日新薬品工業 24錠24錠

20 参考
価格

第3類医薬品

1,100円

せき、たん、のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・不快感
『水なしで飲む。のど、直接うるおう』

せき、たん、のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・不快感
『水なしで飲む。のど、直接うるおう』

330円
龍角散ダイレクトスティック ミント
龍角散龍角散 12包12包

21 参考
価格

第3類医薬品

550円

のどのあれ、痛み、はれ、不快感、
声がれ（患部に直接噴霧）
のどのあれ、痛み、はれ、不快感、
声がれ（患部に直接噴霧）

470円
エスベナンのどスプレー
白石薬品白石薬品 25mL25mL

22 参考
価格

第3類医薬品

1,045円

のどの炎症による痛み・はれ・
口内炎などに
のどの炎症による痛み・はれ・
口内炎などに

340円
アズショットのどスプレー
白金製薬白金製薬 30mL30mL

23 参考
価格

第3類医薬品

1,320円

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の
除去
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の
除去

330円
ルルうがい薬a

第一三共第一三共 25mL25mL

24 参考
価格

指定医薬部外品

638円

のどの炎症による痛み・はれ、
口腔内の殺菌・消毒など『殺菌
成分と炎症を抑える成分のダブ
ル処方。5才から』

のどの炎症による痛み・はれ、
口腔内の殺菌・消毒など『殺菌
成分と炎症を抑える成分のダブ
ル処方。5才から』

360円
新ルルエーストローチ
第一三共第一三共 12錠12錠

25 参考
価格

指定医薬部外品

748円

肌にやさしい弱酸性・10時間
冷却。どこにでもピタッと貼
れる『プルプルジェルでひん
やり』

肌にやさしい弱酸性・10時間
冷却。どこにでもピタッと貼
れる『プルプルジェルでひん
やり』

380円
冷却シート<大人用>
白金製薬白金製薬 18枚18枚

26 参考
価格オープン

冷

却

材

肌にやさしい無着色・弱酸性・
10時間冷却。どこにでもピタッ
と貼れる『プルプルジェルでひ
んやり』

肌にやさしい無着色・弱酸性・
10時間冷却。どこにでもピタッ
と貼れる『プルプルジェルでひ
んやり』

380円
冷却シート<子供用>
白金製薬白金製薬 18枚18枚

27 参考
価格オープン

便秘、便秘に伴う腹部膨満・
吹出物など。漢方処方（大黄
甘草湯）『自然に近いお通じ
を。携帯に便利。5才から』

便秘、便秘に伴う腹部膨満・
吹出物など。漢方処方（大黄
甘草湯）『自然に近いお通じ
を。携帯に便利。5才から』

490円
阪本漢法の漢方便秘薬
阪本漢法製薬阪本漢法製薬 56錠56錠

28 参考
価格

第2類医薬品

990円

下
痢
・
整
腸
・
便
秘

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『食べ物や飲み物が原因のおなかの
トラブルに。5才から』

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『食べ物や飲み物が原因のおなかの
トラブルに。5才から』

320円
正露丸

大幸薬品大幸薬品 50粒50粒

29 参考
価格

第2類医薬品

539円

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『正露丸の姉妹品。においを抑えた
白い錠剤。5才から』

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『正露丸の姉妹品。においを抑えた
白い錠剤。5才から』

520円
セイロガン糖衣A
大幸薬品大幸薬品 24錠24錠

30 参考
価格

第2類医薬品

792円

腹痛を伴うなど突発性の下痢に
『すばやく溶け、水なしでサッと服
用可。グレープフルーツ味。15才
から』

腹痛を伴うなど突発性の下痢に
『すばやく溶け、水なしでサッと服
用可。グレープフルーツ味。15才
から』

440円
ストッパ下痢止めEX
ライオンライオン 6錠6錠

31 参考
価格

第2類医薬品

638円

軟便、便秘、整腸（便通を整える）、
腹部膨満感
軟便、便秘、整腸（便通を整える）、
腹部膨満感

980円
太田胃散整腸薬

太田胃散太田胃散 160錠160錠

32 参考
価格

第3類医薬品

1,518円

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃もたれ、
胸やけなど。生薬配合『3つの働
きで胃をサポート。5才から』

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃もたれ、
胸やけなど。生薬配合『3つの働
きで胃をサポート。5才から』

380円
パンジアス顆粒
白石薬品白石薬品 18包18包

33 参考
価格

第2類医薬品

1,210円

胃

腸

薬

胃もたれ、胃痛など『不規則な
食生活や夏バテなどで胃腸が不
調な人に2種類の漢方が効く。
5才から』

胃もたれ、胃痛など『不規則な
食生活や夏バテなどで胃腸が不
調な人に2種類の漢方が効く。
5才から』

500円
大正漢方胃腸薬

大正製薬大正製薬 12包12包

34 参考
価格

第2類医薬品

1,067円

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など
『自然（生薬）の良さを生かして消化
を助ける粉薬。8才から』

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など
『自然（生薬）の良さを生かして消化
を助ける粉薬。8才から』

400円
太田胃散<分包>
太田胃散太田胃散 16包16包

35 参考
価格

第2類医薬品

649円

胃痛、胃もたれ、胸やけ、むかつきなど
『空腹時・睡眠中に効く。キリキリ痛む・
ストレスなどによる胃痛に。15才から』

胃痛、胃もたれ、胸やけ、むかつきなど
『空腹時・睡眠中に効く。キリキリ痛む・
ストレスなどによる胃痛に。15才から』

650円
スクラート胃腸薬<顆粒>
ライオンライオン 12包12包

36 参考
価格

第2類医薬品

1,045円

飲み過ぎ、むかつき、二日酔い、
胃痛、胃部不快感など『胃が
スーッとなる緑の胃ぐすり。8才
から』

飲み過ぎ、むかつき、二日酔い、
胃痛、胃部不快感など『胃が
スーッとなる緑の胃ぐすり。8才
から』

770円
サクロンG

エーザイエーザイ 18包18包

37 参考
価格

第2類医薬品

1,430円

飲み過ぎ、食べ過ぎ、胸やけ、
胃痛など『制酸剤・消化剤・
健胃剤をバランスよく配合。
5才から』

飲み過ぎ、食べ過ぎ、胸やけ、
胃痛など『制酸剤・消化剤・
健胃剤をバランスよく配合。
5才から』

360円
パンシロン

ロート製薬ロート製薬 22包22包

38 参考
価格

第2類医薬品

1,100円

胃のもたれ、不快感、胃痛など
『消化を助ける成分配合。さしこ
むような胃の痛みにも効く。
11才から』

胃のもたれ、不快感、胃痛など
『消化を助ける成分配合。さしこ
むような胃の痛みにも効く。
11才から』

410円
第一三共胃腸薬<錠剤>
第一三共第一三共 50錠50錠

39 参考
価格

第2類医薬品

770円

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、
食べ過ぎ、飲み過ぎなど『胃の運
動を促進する生薬成分配合。8才
から』

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、
食べ過ぎ、飲み過ぎなど『胃の運
動を促進する生薬成分配合。8才
から』

720円
新キャベジンコーワS
興和興和 110錠110錠

40 参考
価格

第2類医薬品

935円

お1人様
１個限り



◎斡旋価格は税込みです。

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、
胃もたれに『胃酸逆流による胸
やけに。11才から』

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、
胃もたれに『胃酸逆流による胸
やけに。11才から』

450円
クラシエ和漢胃腸薬G
クラシエ薬品クラシエ薬品 27錠27錠

41 参考
価格

第3類医薬品

1,045円

頭痛・生理痛・発熱に。アセト
アミノフェン、エテンザミドな
ど配合『4種の成分が熱と痛
みに効く。7才から』

頭痛・生理痛・発熱に。アセト
アミノフェン、エテンザミドな
ど配合『4種の成分が熱と痛
みに効く。7才から』

400円
新アネピラソフト
白石薬品白石薬品 24錠24錠

42 参考
価格

第②類医薬品

1,320円

解

熱

鎮

痛

剤

頭痛・生理痛・筋肉痛・のどの痛み・
歯痛などの鎮痛、解熱など。『イブプ
ロフェン配合。胃にやさしい。15才
から』

頭痛・生理痛・筋肉痛・のどの痛み・
歯痛などの鎮痛、解熱など。『イブプ
ロフェン配合。胃にやさしい。15才
から』

970円
★バファリンプレミアム
ライオンライオン 20錠20錠

43 参考
価格

第②類医薬品

1,078円

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『胃にやさしく眠くなる成分を含
まない。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『胃にやさしく眠くなる成分を含
まない。15才から』

320円
バファリンA

ライオンライオン 16錠16錠

44 参考
価格

第②類医薬品

495円

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『痛み・熱にすぐれた効き目のイ
ブプロフェン配合。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『痛み・熱にすぐれた効き目のイ
ブプロフェン配合。15才から』

420円
★イブA錠

エスエス製薬エスエス製薬 24錠24錠

45 参考
価格

第②類医薬品

825円

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『小粒で飲みやすい。イブプロフェ
ン配合。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『小粒で飲みやすい。イブプロフェ
ン配合。15才から』

440円
★ノーシンピュア
アラクスアラクス 20錠20錠

47 参考
価格

第②類医薬品

660円

頭痛、生理痛などの鎮痛、解熱に。
4種類の成分配合『速く効き、胃に
ソフト。7才から』

頭痛、生理痛などの鎮痛、解熱に。
4種類の成分配合『速く効き、胃に
ソフト。7才から』

300円
新セデス錠

シオノギヘルスケアシオノギヘルスケア 10錠10錠

48 参考
価格

第②類医薬品

715円

くしゃみ、鼻水、鼻づまりな
どに『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』

くしゃみ、鼻水、鼻づまりな
どに『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』

290円
新エスベナン鼻炎カプセル
白石薬品白石薬品 12カプセル12カプセル

49 参考
価格

第②類医薬品

1,320円

鼻

炎

薬

花粉などによるくしゃみ、鼻水、
鼻づまりに。皮膚のはれ、かゆみ
などに『1日2回。15才から』

花粉などによるくしゃみ、鼻水、
鼻づまりに。皮膚のはれ、かゆみ
などに『1日2回。15才から』

500円
★アレジンAZ錠

第一薬品工業第一薬品工業 24錠24錠

50 参考
価格

第2類医薬品

1,320円

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまりなどに『1日2回。15才から』
花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまりなどに『1日2回。15才から』

390円
★アスミン鼻炎薬
薬王製薬薬王製薬 20錠20錠

51 参考
価格

第2類医薬品

2,310円

鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに。
4種の有効成分配合『アレルギー
性鼻炎・急性鼻炎の症状に。
15才から』

鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに。
4種の有効成分配合『アレルギー
性鼻炎・急性鼻炎の症状に。
15才から』

420円
爽AL点鼻薬a

第一三共第一三共 16mL16mL

53 参考
価格

第2類医薬品

1,408円

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎等による
鼻づまり、鼻水などに『スプレー式。鼻
腔内に直接噴霧。7才から』

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎等による
鼻づまり、鼻水などに『スプレー式。鼻
腔内に直接噴霧。7才から』

430円
ハナスキット鼻炎スプレー
タカミツタカミツ 30mL30mL

54 参考
価格

第2類医薬品

1,100円

高血圧や肥満に伴う便秘・のぼせ・
むくみ・肩こり・動悸など『おなかに
溜まった脂肪を落とす。15才から』

高血圧や肥満に伴う便秘・のぼせ・
むくみ・肩こり・動悸など『おなかに
溜まった脂肪を落とす。15才から』

1,450円
阪本漢法の防風通聖散錠
阪本漢法製薬阪本漢法製薬 126錠126錠

55 参考
価格

第2類医薬品

2,750円

メ

タ

ボ

リ

ッ

ク

体力充実して腹部に皮下脂肪が多く
便秘がちな人の肥満症、肥満に伴う便
秘など『おなかにたまった脂肪を落と
す!15才から』

体力充実して腹部に皮下脂肪が多く
便秘がちな人の肥満症、肥満に伴う便
秘など『おなかにたまった脂肪を落と
す!15才から』

1,950円
「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠
クラシエ薬品クラシエ薬品 168錠168錠

56 参考
価格

第2類医薬品

3,300円

すり傷・靴ずれ・創傷面の殺菌お
よび保護（19mm×72mm:30枚、
12.5mm×55mm:20枚）『用途に
あわせて2サイズ』

すり傷・靴ずれ・創傷面の殺菌お
よび保護（19mm×72mm:30枚、
12.5mm×55mm:20枚）『用途に
あわせて2サイズ』

280円
キズリバテープBX1 2サイズ<S・M>
共立薬品工業共立薬品工業 50枚50枚

57 参考
価格

第3類医薬品

990円

絆

創

膏
素肌タッチの絆創膏。（サイズ
21㎜×70㎜）『すり傷、切り傷、
手足のまめ、靴ずれなどの手当
てに』

素肌タッチの絆創膏。（サイズ
21㎜×70㎜）『すり傷、切り傷、
手足のまめ、靴ずれなどの手当
てに』

260円
ケアリーヴ<Mサイズ>
ニチバンニチバン 22枚22枚

59 参考
価格

一般医療機器

440円

救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ
72㎜×19㎜）『水仕事などに』
救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ
72㎜×19㎜）『水仕事などに』

380円
防水救急ばんそう膏<Mサイズ>
共立薬品工業共立薬品工業 70枚70枚

60 参考
価格

一般医療機器

1,100円

創傷面の保護（防水タイプ）『傷口を
しっかりガード、水仕事でも大丈夫』
（Lサイズ25㎜×72㎜）

創傷面の保護（防水タイプ）『傷口を
しっかりガード、水仕事でも大丈夫』
（Lサイズ25㎜×72㎜）

290円
防水カットバンD<Lサイズ>
祐徳薬品工業祐徳薬品工業 50枚50枚

61 参考
価格

一般医療機器

880円

花粉やハウスダストによるアレルギー
などによる目のかゆみ・充血、目の疲
れ、眼病予防など『アレルギーなどに
よる目のかゆみに』

花粉やハウスダストによるアレルギー
などによる目のかゆみ・充血、目の疲
れ、眼病予防など『アレルギーなどに
よる目のかゆみに』

300円
爽AL目薬

第一三共第一三共 16mL16mL

62 参考
価格

第2類医薬品

1,738円

目

薬

OA機器などによる目の疲れ・充血
などに『活性型ビタミンB2（FAD・
Na）配合の黄色い目薬』

OA機器などによる目の疲れ・充血
などに『活性型ビタミンB2（FAD・
Na）配合の黄色い目薬』

300円
ロートOA目薬

ロート製薬ロート製薬 15mL15mL

63 参考
価格

第2類医薬品

935円

目の疲れ・かすみ、かわきなど
『すべてのコンタクトレンズを装
着したまま点眼できます』

目の疲れ・かすみ、かわきなど
『すべてのコンタクトレンズを装
着したまま点眼できます』

350円
ティアリッチ目薬
第一三共第一三共 15mL15mL

65 参考
価格

第3類医薬品

660円

目の疲れ、目のかすみなどに
『酷使した目にピンクの目薬。
ビタミンB12配合』

目の疲れ、目のかすみなどに
『酷使した目にピンクの目薬。
ビタミンB12配合』

300円
OAリッチ目薬

第一三共第一三共 16mL16mL

66 参考
価格

第3類医薬品

935円

水虫、いんきんたむし、ぜに
たむし『水虫に1日1回で効
く!液剤タイプ』

水虫、いんきんたむし、ぜに
たむし『水虫に1日1回で効
く!液剤タイプ』

1,000円
★マイキュロンEX8液
万協製薬万協製薬 30mL30mL

67 参考
価格

第②類医薬品

オープン

水

虫

薬

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
『水虫に1日1回で効く!クリームタ
イプ』

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
『水虫に1日1回で効く!クリームタ
イプ』

1,000円
★マイキュロンEX8クリーム
万協製薬万協製薬 30g30g

68 参考
価格

第②類医薬品

オープン

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
『白癬菌にダブルの効果。スーッと
する液タイプ』

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
『白癬菌にダブルの効果。スーッと
する液タイプ』

580円
ピロエースW液

第一三共第一三共 12mL12mL

69 参考
価格

第2類医薬品

1,540円

滋養強壮、肉体疲労などの場合の栄養
補給『6種のビタミンと3種の生薬配合。
からだ全体が疲れていると感じたら。
15才から』

滋養強壮、肉体疲労などの場合の栄養
補給『6種のビタミンと3種の生薬配合。
からだ全体が疲れていると感じたら。
15才から』

1,980円
キューピーコーワゴールドα
興和興和 90錠90錠

71 参考
価格

第3類医薬品

2,420円

肌あれ、にきび・吹出物、口内炎
などの緩和、肉体疲労時などの
ビタミンB2の補給『肌あれ、疲
れたときに。15才から』

肌あれ、にきび・吹出物、口内炎
などの緩和、肉体疲労時などの
ビタミンB2の補給『肌あれ、疲
れたときに。15才から』

1,210円
チョコラBBプラス
エーザイエーザイ 60錠60錠

72 参考
価格

第3類医薬品

1,408円

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などのビタミンB1・B6・
B12の補給『ビタミンB1・B6・B12主
薬製剤。7才から』

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などのビタミンB1・B6・
B12の補給『ビタミンB1・B6・B12主
薬製剤。7才から』

1,000円
ノイビタエースEX
第一三共第一三共 60錠60錠

73 参考
価格

第3類医薬品

2,530円

眼精疲労、腰痛、肩こり、神経痛に。
ビタミンB1B6B12など配合『筋肉・
神経に働き痛みを緩和。15才から』

眼精疲労、腰痛、肩こり、神経痛に。
ビタミンB1B6B12など配合『筋肉・
神経に働き痛みを緩和。15才から』

1,360円
ニュービタミンEX
新日製薬新日製薬 90錠90錠

74 参考
価格

第3類医薬品

4,378円

しみ・そばかす、全身倦怠などに。
代謝を助けるL-システイン配合。小
粒。『1日2回で内側から効く!7才か
ら』

しみ・そばかす、全身倦怠などに。
代謝を助けるL-システイン配合。小
粒。『1日2回で内側から効く!7才か
ら』

1,250円
ハイチオールCホワイティア
エスエス製薬エスエス製薬 40錠40錠

75 参考
価格

第3類医薬品

1,815円

しみ、そばかす、歯ぐきの出血予防、
肉体疲労時などのビタミンC補給
『小型の錠剤。5才から』

しみ、そばかす、歯ぐきの出血予防、
肉体疲労時などのビタミンC補給
『小型の錠剤。5才から』

460円
ビタミンCシライシ
白石薬品白石薬品 60錠60錠

77 参考
価格

第3類医薬品

1,210円

しみ、全身倦怠感。代謝を助ける
アミノ酸L-システイン配合『シミと
疲れを代謝の力で改善!7才から』

しみ、全身倦怠感。代謝を助ける
アミノ酸L-システイン配合『シミと
疲れを代謝の力で改善!7才から』

1,000円
ハイチオールCプラス2
エスエス製薬エスエス製薬 60錠60錠

78 参考
価格

第3類医薬品

1,650円

虚弱体質の骨・歯の発育促進、
妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止
など『カルシウム主薬製剤。5才
から』

虚弱体質の骨・歯の発育促進、
妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止
など『カルシウム主薬製剤。5才
から』

450円
カルシウム錠YS

白石薬品白石薬品 90錠90錠

79 参考
価格

第3類医薬品

1,210円

更年期障害、生理不順、生理痛、
肩こり、冷え症などに。『生薬と
ビタミン・カルシウム配合。小さ
い糖衣錠。15才から』

更年期障害、生理不順、生理痛、
肩こり、冷え症などに。『生薬と
ビタミン・カルシウム配合。小さ
い糖衣錠。15才から』

1,530円
命の母A

小林製薬小林製薬 252錠252錠

80 参考
価格

第2類医薬品

1,980円

女

性

保

健

薬

口内炎、舌炎に。消炎剤アズ
レンスルホン酸ナトリウム
配合『口腔に塗って、痛みや
しみるのをやわらげます』

口内炎、舌炎に。消炎剤アズ
レンスルホン酸ナトリウム
配合『口腔に塗って、痛みや
しみるのをやわらげます』

430円
サトウ口内軟膏
佐藤製薬佐藤製薬 8g8g

81 参考
価格

第3類医薬品

855円

口

内

炎

腰痛、肩の痛みなど （サイズ
7cm×10cm）『ジクロフェナ
クナトリウム配合。鎮痛・持
続・浸透力で24時間効く』

腰痛、肩の痛みなど （サイズ
7cm×10cm）『ジクロフェナ
クナトリウム配合。鎮痛・持
続・浸透力で24時間効く』

810円
★ボルタレンEXテープ
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 7枚7枚

82 参考
価格

第2類医薬品

1,026円

肩
こ
り
・
腰
痛
・
筋
肉
痛

頭痛、肩こり痛、歯痛、生理痛、
解熱などに『イブプロフェン配
合。胃にやさしい。15才から』

頭痛、肩こり痛、歯痛、生理痛、
解熱などに『イブプロフェン配
合。胃にやさしい。15才から』

820円
★イブクイック頭痛薬
エスエス製薬エスエス製薬 20錠20錠

46 参考
価格

第②類医薬品

1,320円

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり。フェキソフェナジン塩
酸塩配合『眠くなりにくい。15才から』

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり。フェキソフェナジン塩
酸塩配合『眠くなりにくい。15才から』

700円
★スカイブブロンHI
日野薬品工業日野薬品工業 30錠30錠

52 参考
価格

第2類医薬品

オープン

傷を保護し痛みをやわらげる。はがれにくく
防水。ハイドロコロイドタイプ（サイズ
25mm×60mm）『傷を早くきれいに治す』

傷を保護し痛みをやわらげる。はがれにくく
防水。ハイドロコロイドタイプ（サイズ
25mm×60mm）『傷を早くきれいに治す』

620円
カットバン リペアパッド ふつうサイズ
祐徳薬品工業祐徳薬品工業 12枚12枚

58 参考
価格

管理医療機器

880円

目を酷使する人のつらい目の疲れ・
かすみなどに『じんわり冷たいさし
心地』

目を酷使する人のつらい目の疲れ・
かすみなどに『じんわり冷たいさし
心地』

610円
スマイル40EXゴールド
ライオンライオン 13mL13mL

64 参考
価格

第2類医薬品

990円

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などのビタミンB1・B6・
B12の補給『目・肩・腰が辛いと感じ
たら。15才から』

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などのビタミンB1・B6・
B12の補給『目・肩・腰が辛いと感じ
たら。15才から』

1,930円
アリナミンEXプラス
武田コンシューマーヘルスケア武田コンシューマーヘルスケア 60錠60錠

70 参考
価格

第3類医薬品

2,398円

栄

養

剤
肩こり、手足の冷え、しみ・日やけによる
色素沈着、肉体疲労時のビタミンEC補
給など『飲みやすい顆粒。1才から』

肩こり、手足の冷え、しみ・日やけによる
色素沈着、肉体疲労時のビタミンEC補
給など『飲みやすい顆粒。1才から』

1,270円
フルタイムEC

白石薬品白石薬品 32包32包

76 参考
価格

第3類医薬品

3,850円



関節痛、腱鞘炎、肘の痛み、腰痛。
『インドメタシン配合』
（サイズ10cm×14cm）

関節痛、腱鞘炎、肘の痛み、腰痛。
『インドメタシン配合』
（サイズ10cm×14cm）

800円
★サロンシップインドメタシンEX
久光製薬久光製薬 12枚12枚

83 参考
価格

第2類医薬品

1,760円

腰痛、関節痛、肩こり痛、筋肉痛、腱鞘炎、
肘の痛み、打撲、捻挫など（サイズ10㎝×
14㎝）『インドメタシン配合』

腰痛、関節痛、肩こり痛、筋肉痛、腱鞘炎、
肘の痛み、打撲、捻挫など（サイズ10㎝×
14㎝）『インドメタシン配合』

890円
★リフェンダID0.5%
タカミツタカミツ 30枚30枚

84 参考
価格

第2類医薬品

2,970円

筋肉痛、関節痛、腰痛、肩こり痛
など。インドメタシン配合『肩・腰・
ひざの痛みに!広範囲に塗れる』

筋肉痛、関節痛、腰痛、肩こり痛
など。インドメタシン配合『肩・腰・
ひざの痛みに!広範囲に塗れる』

580円
★パテックス液ID
第一三共第一三共 40mL40mL

85 参考
価格

第2類医薬品

1,980円

腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、肩こ
り痛、腱鞘炎、肘の痛み。インドメ
タシン0.5%配合パップ剤

腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、肩こ
り痛、腱鞘炎、肘の痛み。インドメ
タシン0.5%配合パップ剤

630円
★サロメチールIDパップE
佐藤製薬佐藤製薬 12枚12枚

86 参考
価格

第2類医薬品

1,430円

肩こり、筋肉痛、腰痛など『容器の
首の部分が曲がっているので塗り
やすい』

肩こり、筋肉痛、腰痛など『容器の
首の部分が曲がっているので塗り
やすい』

420円
アンメルツヨコヨコ
小林製薬小林製薬 48mL48mL

89 参考
価格

第3類医薬品

770円

湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみ、
あせもなど『強いかゆみ、湿疹・
かぶれなどによる炎症を鎮める』

湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみ、
あせもなど『強いかゆみ、湿疹・
かぶれなどによる炎症を鎮める』

330円
新オイラックスHクリーム
第一三共第一三共 10g10g

90 参考
価格

第②類医薬品

880円

皮

膚

用

ひび、しもやけ、にきび、吹出物など
『皮膚トラブルに（チューブ入）』
ひび、しもやけ、にきび、吹出物など
『皮膚トラブルに（チューブ入）』

300円
オロナインH軟膏
大塚製薬大塚製薬 20g20g

91 参考
価格

第2類医薬品

オープン

切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、
そり傷『チューブ入り。切り傷、すり
傷に』

切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、
そり傷『チューブ入り。切り傷、すり
傷に』

290円
メンタム

白石薬品白石薬品 20g20g

92 参考
価格

第2類医薬品

550円

かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹、
じんましんなど『ベたつかず、白
残りしないクリーム』

かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹、
じんましんなど『ベたつかず、白
残りしないクリーム』

180円
ムヒS

池田模範堂池田模範堂 6g6g

95 参考
価格

第3類医薬品

330円

手指のあれ、ひじ・かかとの角化症、
老人の乾皮症など『お肌なめらか。尿
素20%配合。伸びの良いクリーム剤』

手指のあれ、ひじ・かかとの角化症、
老人の乾皮症など『お肌なめらか。尿
素20%配合。伸びの良いクリーム剤』

420円
ニューウレアクリーム20%
第一三共第一三共 45g45g

96 参考
価格

第3類医薬品

1,320円

いぼ、皮膚のあれ。ハトムギ由来の生薬
ヨクイニンの抽出エキス製剤。小型。
『飲んでめざめる肌の底力!3才から』

いぼ、皮膚のあれ。ハトムギ由来の生薬
ヨクイニンの抽出エキス製剤。小型。
『飲んでめざめる肌の底力!3才から』

1,230円
クラシエヨクイニンタブレット
クラシエ薬品クラシエ薬品 270錠270錠

97 参考
価格

第3類医薬品

2,200円

肌あれ、ひび、あかぎれ、乾燥肌に。
ビタミンB2・B6・E、潤い成分配合。
『ちょっと手ごわい肌あれに』

肌あれ、ひび、あかぎれ、乾燥肌に。
ビタミンB2・B6・E、潤い成分配合。
『ちょっと手ごわい肌あれに』

490円
メンタームメディカルクリームG
近江兄弟社近江兄弟社 145g145g

98 参考
価格

医薬部外品

1,540円

歯を白くする、タバコのヤニ除去、
口臭の防止、歯石の沈着を防ぐ
『つややかな白い歯に息スッキリ』

歯を白くする、タバコのヤニ除去、
口臭の防止、歯石の沈着を防ぐ
『つややかな白い歯に息スッキリ』

570円
シルクスターホワイトエクストラミント
第一三共第一三共 50g50g

101 参考
価格

医薬部外品

1,012円

白い歯・美しい口もとのトータル
ケア『すがすがしく落ちつきのあ
るフレーバー』

白い歯・美しい口もとのトータル
ケア『すがすがしく落ちつきのあ
るフレーバー』

490円

薬用APホワイトペースト
リフレッシュミント

サンスターサンスター 110g110g

102 参考
価格

医薬部外品

1,078円

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に
『歯と歯ぐきをトータルケア』  クリーン
デンタルF〈50g×2〉、歯ブラシ〈2本〉

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に
『歯と歯ぐきをトータルケア』  クリーン
デンタルF〈50g×2〉、歯ブラシ〈2本〉

880円
クリーンデンタルF薬用歯みがきセット
第一三共第一三共 2Pセット2Pセット

103 参考
価格

医薬部外品

2,464円

歯がしみる・歯周炎・歯肉炎・虫歯の
予防『お口のトータルケア。フッ素
配合。24時間コントロール』

歯がしみる・歯周炎・歯肉炎・虫歯の
予防『お口のトータルケア。フッ素
配合。24時間コントロール』

670円
薬用シュミテクト 歯周病ケア
アース製薬アース製薬 90g90g

104 参考
価格

医薬部外品

オープン

4つの角を持つダイヤ毛（フッ素配合）で
歯面の歯垢を効果的に除去するハブラシ
『フッ素配合ダイヤ毛+黒の特殊毛』

4つの角を持つダイヤ毛（フッ素配合）で
歯面の歯垢を効果的に除去するハブラシ
『フッ素配合ダイヤ毛+黒の特殊毛』

1,310円

デンタルプロ ブラックダイヤ超極細毛
コンパクト ふつう 6本パック

デンタルプロデンタルプロ 1パック1パック

107 参考
価格2,508円

ふんわりマイクロ繊維が歯垢を
取り除く『歯肉に優しいふんわ
りタイプ』

ふんわりマイクロ繊維が歯垢を
取り除く『歯肉に優しいふんわ
りタイプ』

260円
フレッシュフロスピック
デンタルプロデンタルプロ 50本50本

108 参考
価格495円

耳・口・鼻・おへそ・傷口などの
お手入れに『お風呂上がりや
水泳のあとに。両端綿付』

耳・口・鼻・おへそ・傷口などの
お手入れに『お風呂上がりや
水泳のあとに。両端綿付』

200円
ファミリーメンボー
ワイスワイス 200本200本

109 参考
価格 660円

綿

棒

断水時の便器に処理袋をセット
するだけで使用できる簡易トイレ
『万が一の時に役立つ』

断水時の便器に処理袋をセット
するだけで使用できる簡易トイレ
『万が一の時に役立つ』

190円
抗菌消臭・簡易トイレ<1回分>
ボウエキボウエキ 3670036700

110 参考
価格 220円

防

災
疲れた足に爽快感を与える
（サイズ:7cm×10cm）『ピタッ
と貼れるジェル状シート』

疲れた足に爽快感を与える
（サイズ:7cm×10cm）『ピタッ
と貼れるジェル状シート』

360円
足スッキリ爽快シート
白金製薬白金製薬 12枚12枚

113 参考
価格 935円

衛
生
用
品
・
雑
貨

抗菌・除菌・除湿・消臭の4つの
効果でさらっと快適『足もとさわ
やかに』

抗菌・除菌・除湿・消臭の4つの
効果でさらっと快適『足もとさわ
やかに』

430円
くつ消臭スプレー
パルティーレパルティーレ 200mL200mL

114 参考
価格オープン

『アントシアニン&ルテイン配合ですっきり
生活を応援します!』北欧産ビルベリー使
用。（摂取目安量:1日4粒） 約30日分

『アントシアニン&ルテイン配合ですっきり
生活を応援します!』北欧産ビルベリー使
用。（摂取目安量:1日4粒） 約30日分

2,510円
すっきりブルーベリー&ルテイン
ワイスワイス 120粒120粒

115 参考
価格 5,400円

健

康

食

品

『お酒をよく飲まれる方に』沖縄県
産の春・秋・紫3種類のウコン配
合（摂取目安量:1日3粒）30日分

『お酒をよく飲まれる方に』沖縄県
産の春・秋・紫3種類のウコン配
合（摂取目安量:1日3粒）30日分

1,000円
3種のウコン粒

ワイスワイス 90粒90粒

116 参考
価格3,780円

『保水力を高めハリ・弾力に』吸収
率の高いコラーゲンペプチド配合 
（摂取目安量:1日6粒） 約30日分

『保水力を高めハリ・弾力に』吸収
率の高いコラーゲンペプチド配合 
（摂取目安量:1日6粒） 約30日分

1,510円
美コラーゲン+ヒアルロン酸&プラセンタ
ワイスワイス 180粒180粒

119 参考
価格4,320円

パイナップル由来のセラミド、メロン
プラセンタなど配合（摂取目安量:1日
3粒）30日分『美容と健康をサポート!』

パイナップル由来のセラミド、メロン
プラセンタなど配合（摂取目安量:1日
3粒）30日分『美容と健康をサポート!』

1,610円
美セラミド

ワイスワイス 90粒90粒

120 参考
価格4,320円

国産の牡蠣エキスと国産のしじみエキス、
L-オルニチンを配合（摂取目安量:1日6粒程
度）約35日分『お酒が好きな方に』

国産の牡蠣エキスと国産のしじみエキス、
L-オルニチンを配合（摂取目安量:1日6粒程
度）約35日分『お酒が好きな方に』

2,910円
牡蠣エキス&しじみエキス+オルニチン
補完医療製薬補完医療製薬 210粒210粒

121 参考
価格5,400円

『カロリーなんて気にせず食事を楽しみたい。
スリム生活サポート』桑葉・茎粉末、キトサン
など配合。（摂取目安量:1日5粒）75日分

『カロリーなんて気にせず食事を楽しみたい。
スリム生活サポート』桑葉・茎粉末、キトサン
など配合。（摂取目安量:1日5粒）75日分

1,330円
カロリー気にならないサプリ<大袋>
ファインファイン 375粒375粒

122 参考
価格オープン

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の
予防に『9種類の薬用成分配
合。歯と歯ぐきをトータルケア』

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の
予防に『9種類の薬用成分配
合。歯と歯ぐきをトータルケア』

470円
クリーンデンタルF
第一三共第一三共 50g50g

123 参考
価格

医薬部外品

1,012円

オ

ス

ス

メ

日焼け止めスプレー（顔・からだ用・
髪にも）。肌に負担なくUVカット。
SPF50+ PA+++

日焼け止めスプレー（顔・からだ用・
髪にも）。肌に負担なくUVカット。
SPF50+ PA+++

430円
ソラノベールUVスプレー
近江兄弟社近江兄弟社 50g50g

124 参考
価格1,100円

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、
筋肉痛『微香性プラスター剤』（サイ
ズ5.5cm×7.2cm）

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、
筋肉痛『微香性プラスター剤』（サイ
ズ5.5cm×7.2cm）

490円
パスタイムA

祐徳薬品工業祐徳薬品工業 30枚30枚

87 参考
価格

第3類医薬品

1,320円

かゆみ、虫さされ。『つめたいか
ゆみどめ!ダブル作用でかゆみを
止める』

かゆみ、虫さされ。『つめたいか
ゆみどめ!ダブル作用でかゆみを
止める』

400円
新ウナコーワクール
興和興和 30mL30mL

93 参考
価格

第2類医薬品

495円

天然保湿成分ハトムギエキス配合のハンド
クリーム。カサつきが気になる手肌にうる
おい補給『透き通るようなみずみずしい手
肌に』

天然保湿成分ハトムギエキス配合のハンド
クリーム。カサつきが気になる手肌にうる
おい補給『透き通るようなみずみずしい手
肌に』

290円
麗白 ハトムギハンドクリーム
熊野油脂熊野油脂 65g65g

99 参考
価格550円

歯周病予防に。（内容:GUMデンタル
ブラシ#191×6本）毛のかたさ:ふつう
『3列超コンパクトヘッド』

歯周病予防に。（内容:GUMデンタル
ブラシ#191×6本）毛のかたさ:ふつう
『3列超コンパクトヘッド』

1,000円
GUMデンタル6本パック <#191 M>
サンスターサンスター 1パック1パック

105 参考
価格1,980円

賞味期限：製造日より5年。1袋（5枚）
=100kcal、1缶（6袋）で600kcalを摂
取できます。『非常時の備蓄用として』

賞味期限：製造日より5年。1袋（5枚）
=100kcal、1缶（6袋）で600kcalを摂
取できます。『非常時の備蓄用として』

440円
ビスコ<保存缶>
江崎グリコ江崎グリコ 5枚×6袋（30枚）5枚×6袋（30枚）

111 参考
価格 454円

保

存

食

品
青森県産の無臭ニンニクと長崎県産の有精
卵黄をバランスよく配合『スタミナ不足が気
になる方に』（摂取目安量:1日2粒） 約30日分

青森県産の無臭ニンニクと長崎県産の有精
卵黄をバランスよく配合『スタミナ不足が気
になる方に』（摂取目安量:1日2粒） 約30日分

1,410円
国産にんにく卵黄
ワイスワイス 60粒60粒

117 参考
価格4,320円

肩こり、腰痛、筋肉痛など（サイズ
10㎝×14㎝）『超薄型のシップ。
肌に密着してはがれにくい』

肩こり、腰痛、筋肉痛など（サイズ
10㎝×14㎝）『超薄型のシップ。
肌に密着してはがれにくい』

470円
パテックスうすぴたシップ
第一三共第一三共 12枚12枚

88 参考
価格

第3類医薬品

1,078円

切り傷、すり傷、創傷面の殺菌・
消毒など『シュパッと殺菌、シュ
パッと清潔』

切り傷、すり傷、創傷面の殺菌・
消毒など『シュパッと殺菌、シュ
パッと清潔』

210円
マキロンS

第一三共第一三共 40mL40mL

94 参考
価格

第3類医薬品

495円

歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状
（出血・はれ・口臭など）の緩
和。『3種の天然ハーブ配合。歯
ぐきケアのロングセラー!』

歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状
（出血・はれ・口臭など）の緩
和。『3種の天然ハーブ配合。歯
ぐきケアのロングセラー!』

970円
アセス

佐藤製薬佐藤製薬 120g120g

100 参考
価格

第3類医薬品

1,716円

歯

み

が

き
歯科医院推奨歯ブラシ。毛のかたさ:
ふつう『スモールヘッド。専用キャップ
付』

歯科医院推奨歯ブラシ。毛のかたさ:
ふつう『スモールヘッド。専用キャップ
付』

450円
デンタルブラシ C-19Plus  4本パック
J・H・PJ・H・P 1パック1パック

106 参考
価格880円

賞味期限：製造日より5年。いざ
というときの備えに『温めなくて
もおいしく、なめらか』

賞味期限：製造日より5年。いざ
というときの備えに『温めなくて
もおいしく、なめらか』

360円
【常備用】カレー職人3食パック<中辛>
江崎グリコ江崎グリコ 3袋入3袋入

112 参考
価格394円

ヨーグルト味のチュアブルタイプ
（摂取目安量:1日2粒）30日分『水な
しでいつでも、どこでも健康生活を
応援』

ヨーグルト味のチュアブルタイプ
（摂取目安量:1日2粒）30日分『水な
しでいつでも、どこでも健康生活を
応援』

1,420円
食べるサプリ グルコサミン
ワイスワイス 60粒60粒

118 参考
価格3,780円



第②類医薬品（指定第2類医薬品）は小児や高齢者、
妊婦など禁忌事項に該当する場合、重篤な副作用を
生じる可能性があります。医薬品について気になるこ
とがございましたら専門家へお問い合わせください。

医薬品をご購入される方へ
お問合せ先 ： (独)医薬品医療機器綜合機構
電　　　話 ： 0120-149-931（フリーダイヤル）
受 付 時 間 ： ［月～金］9時～17時（祝日・年末年始除く）
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

副作用被害救済制度お薬の詳しい情報はこちらから

白石薬品株式会社

白石薬品ＨＰへ
一般用医薬品情報検索 クリック

※一部紹介のないお薬もございます。

●ホームページから検索

皆様よりお預かりする個人情報を厳密に管理・保護するため、白石薬
品株式会社はプライバシーマークを認証取得しております。

プライバシーマークは、個人情報を保護する企業を
示す信頼のマークです。

１．店舗の管理及び運営に関する事項

一.許可の区分の別 店舗販売業

二.店舗販売業者の氏名又は名称
店舗販売業の許可証の記載事項

店舗開設者：白石薬品株式会社　店舗名称：白石薬品株式会社
許可番号：第V00877号
店舗所在地：大阪府茨木市五日市1丁目10番33号
有効期間：令和2年4月8日～令和8年4月7日

三.店舗管理者の氏名 金森　田鶴

四.当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、
　 その氏名及び担当業務

薬剤師：金森田鶴（店舗販売業務全般）登録販売者：上野恒治（店舗販売業務全般）登録販売者：西田正（店舗販
売業務全般）、登録販売者：尾西敦至（店舗販売業務全般）登録販売者：服部知恵（店舗販売業務全般）

五.取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 第２類医薬品（指定第２類医薬品）、第３類医薬品

六.当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関す
る説明

薬　剤　師：薬剤師の名札、白衣（ロングタイプ）を着用
登録販売者：登録販売者の名札、白衣（ショートタイプ）を着用

七.営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業
時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理
する時間

月～金曜日　9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）
時間外での相談・医薬品購入・譲受けはございません。
FAX・Web・メール申し込みは毎日24時間受け付けております。

八.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 TEL：072-645-4666　　FAX：072-645-4667　　e-Mail：yakuten-s@shiraishiyakuhin.co.jp

２．要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

一.要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び
　 第３類医薬品の定義及びこれらに関する解説

要指導医薬品：対面で薬剤師による情報確認が必要な医薬品
（一般用医薬品として使用経験が少ないもの、または、劇薬に指定されるもの）
第１類医薬品：特にリスクが高い医薬品
（副作用の安全性や服用・使用方法に特に注意を要するもの）

第２類医薬品：リスクが比較的高い医薬品
（まれに重篤な健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの：風邪薬、鼻炎薬、胃腸薬など）
第３類医薬品：リスクが比較的低い医薬品
（身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの：ビタミン剤など）

二.要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び
　 第３類医薬品の表示に関する解説

医薬品一覧や各商品の外箱・外装に、それぞれの区分が表記されております。

三.要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び
　 第３類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

要指導医薬品：薬剤師により、購入者が使用者本人であることを確認し、
対面にて、書面を用いた情報提供を行います。

第１類医薬品：薬剤師により、書面を用いた情報提供を行います。

第２類医薬品：薬剤師又は登録販売者により、必要な情報提供を行うよう努めます。
第３類医薬品：お求めに応じて必要な情報提供をいたします。

四.要指導医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品は一般用医薬品と混在しないよう区別し、購入者が直接手の触れられないよう陳列します。
※要指導医薬品は対面のみでの販売なので当店舗では取り扱っておりません。

五.指定第２類医薬品の陳列・販売サイト上の表示等
に関する解説

指定第２類医薬品は 指定第２類医薬品、第②類医薬品、または 第２類医薬品 と表示されております。
店舗内では医薬品の情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。販売サイト上では、指定第２類
医薬品を商品ごとに表示します。

六.指定第２類医薬品を購入、譲り受ける時の禁忌確
認及び使用について薬剤師又は登録販売者への相
談を勧める旨

指定第２類医薬品は、第２類医薬品の中でも、小児や妊婦、高齢者、病院で治療を受けている方など、
服用者の状態によって重篤な副作用が生じる可能性があり、注意を要する医薬品として指定されたもので
す。「使用上の注意」をよく読んでお使いください。ご相談は本店舗の薬剤師又は登録販売者までお問い
合わせください。

七.一般用医薬品の陳列と販売サイト上の表示に関す
る解説

同薬効種別にまとめ、指定第２類・第２類・第３類医薬品のリスク区分ごとに分類、陳列しております。
販売サイト上では第１類・指定第２類・第２類・第３類医薬品のリスク区分ごとに、もしくは同薬効種別
で表示するページを設けています。また各商品ごとにリスク区分を見やすく表示しています。
※当店舗では第 1類医薬品を取り扱っておりません。

八.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関す
る解説

病院・診療所で処方された医薬品や、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した
副作用で、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について、救済給付を行う制度です。
【救済制度相談窓口：（独）医薬品医療機器総合機構】TEL:0120-149-931

九.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けのために使用するもので、それ以外の
目的には使用いたしません。
プライバシーマーク登録番号：第20000263号

十.その他必要な事項 所轄保健所：茨木保健所　生活衛生室　薬事課　　TEL 072-620-6706

３．特定販売に関わる事項

一.薬局又は店舗の主要な外観の写真 二.一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

三.現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及び
その氏名

薬剤師：金森田鶴
登録販売者：上野恒治　 登録販売者：西田正　 登録販売者：尾西敦至　 登録販売者：服部知恵

四.開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあ
っては、その開店時間及び特定販売を行う時間

開店時間及び特定販売を行う時間　月～金曜日9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）
※当店舗では特定販売のみを行う時間はございません。

五.特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医
薬品の使用期限

一般用医薬品は原則使用期限 1 年以上の商品を販売いたします。使用期限 1 年未満の一般用医薬品を販
売する場合は、当該商品掲載欄に使用期限を記載します。
※当店舗では薬局製造販売医薬品を取り扱っておりません。

※当店舗では
　取り扱っておりません。

※当店舗では
　取り扱っておりません。

ピンクグレープフルーツ風味
（無果汁）栄養機能食品（ビタミ
ンA・C） （摂取目安量:1日2粒）
70日分

ピンクグレープフルーツ風味
（無果汁）栄養機能食品（ビタミ
ンA・C） （摂取目安量:1日2粒）
70日分

1,280円
フルーツ肝油ドロップ
白石薬品白石薬品 140g（約140粒）140g（約140粒）

125 参考
価格オープン

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、
口臭の除去。本品100g中クロルヘキ
シジングルコン酸塩液2.0g配合

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、
口臭の除去。本品100g中クロルヘキ
シジングルコン酸塩液2.0g配合

540円
新エスベナンうがい薬
白石薬品白石薬品 100mL100mL

126 参考
価格

第2類医薬品

2,530円

感

染

症

対

策

手指・皮膚の洗浄・消毒。ベンザ
ルコニウム塩化物含有
手指・皮膚の洗浄・消毒。ベンザ
ルコニウム塩化物含有

550円
ケアサイト消毒スプレー
タカミツタカミツ 50mL50mL

127 参考
価格

指定医薬部外品

1,650円

手指・皮ふの洗浄・消毒。殺菌成分
ベンザルコニウム塩化物配合。
泡タイプ。手肌に優しい

手指・皮ふの洗浄・消毒。殺菌成分
ベンザルコニウム塩化物配合。
泡タイプ。手肌に優しい

750円
リピノア

富山めぐみ製薬富山めぐみ製薬 350mL350mL

128 参考
価格

指定医薬部外品

1,078円

手指・皮膚の洗浄・消毒。ベンザルコニウム
塩化物0.05%配合のウェットタオル。サイズ:
20cm×15cm

手指・皮膚の洗浄・消毒。ベンザルコニウム
塩化物0.05%配合のウェットタオル。サイズ:
20cm×15cm

180円
マイウェット消毒プラス
三昭紙業三昭紙業 14枚14枚

129 参考
価格

指定医薬部外品

オープン

手の洗浄・消毒ができるハンド
クリーム。ベンゼトニウム塩化
物0.05w/v%配合

手の洗浄・消毒ができるハンド
クリーム。ベンゼトニウム塩化
物0.05w/v%配合

490円
メンターム薬用プロモハンドS
近江兄弟社近江兄弟社 50mL50mL

130 参考
価格

指定医薬部外品

660円

薬用成分、高保湿成分ヒアルロン
酸配合。弱酸性のきめ細かな泡。
ナチュラルフローラルの香り

薬用成分、高保湿成分ヒアルロン
酸配合。弱酸性のきめ細かな泡。
ナチュラルフローラルの香り

360円
薬用泡ハンドソープ
熊野油脂熊野油脂 250mL250mL

131 参考
価格

医薬部外品

オープン

薬用成分、高保湿成分ヒアルロン
酸配合。弱酸性のきめ細かな泡。
ナチュラルフローラルの香り

薬用成分、高保湿成分ヒアルロン
酸配合。弱酸性のきめ細かな泡。
ナチュラルフローラルの香り

160円
薬用泡ハンドソープ 詰替
熊野油脂熊野油脂 200mL200mL

132 参考
価格

医薬部外品

オープン

二酸化塩素分子のチカラで空
間中のウイルス除去や消臭に
※閉鎖空間で二酸化塩素により「特定
のウイルス・浮遊菌」の除去を確認

二酸化塩素分子のチカラで空
間中のウイルス除去や消臭に
※閉鎖空間で二酸化塩素により「特定
のウイルス・浮遊菌」の除去を確認

1,680円
クレベリンpro 置き型 20㎡用
大幸薬品大幸薬品 150g150g

133 参考
価格2,200円

虫さされ、かゆみ、あせも、
かぶれ、湿疹、皮膚炎、しも
やけ、じんましん

虫さされ、かゆみ、あせも、
かぶれ、湿疹、皮膚炎、しも
やけ、じんましん

440円
マキロンかゆみどめ液A
第一三共第一三共 50mL50mL

134 参考
価格

第②類医薬品

858円

夏

季

推

奨

品

虫さされ、かゆみ、しもやけ（貼付
タイプ）
虫さされ、かゆみ、しもやけ（貼付
タイプ）

300円
マキロンかゆみどめパッチ
第一三共第一三共 24枚24枚

135 参考
価格

第3類医薬品

505円

蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブヨ
（ブユ）、サシバエの忌避『汗に強
いパウダーイン虫よけスプレー』

蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブヨ
（ブユ）、サシバエの忌避『汗に強
いパウダーイン虫よけスプレー』

520円
虫よけサマーパウダーイン
立石春洋堂立石春洋堂 200mL200mL

136 参考
価格

防除用医薬部外品

1,078円

蚊成虫及びハエ成虫の駆除蚊成虫及びハエ成虫の駆除

830円
ヘキサチンワンプッシュかとり90日分
立石春洋堂立石春洋堂 23mL23mL

137 参考
価格

防除用医薬部外品

1,210円

ゴキブリ誘引殺虫剤。置くだけで
退治できる半なまホウ酸ダンゴ
ゴキブリ誘引殺虫剤。置くだけで
退治できる半なまホウ酸ダンゴ

500円
ヘキサチンホウ酸ダンゴ
立石春洋堂立石春洋堂 32個32個

138 参考
価格

防除用医薬部外品

1,078円

お肌にやさしい低刺激性の日焼止め
エッセンス。ウォータープルーフ。顔・
からだ用。SPF50+、PA++++

お肌にやさしい低刺激性の日焼止め
エッセンス。ウォータープルーフ。顔・
からだ用。SPF50+、PA++++

480円
ベルディオUVモイスチャーエッセンス
近江兄弟社近江兄弟社 50g50g

139 参考
価格オープン

本品は吊るしたり、置いたりするだけで
効果のある虫よけです。容器の中のネッ
トに薬剤を練り込んでおり、約130日間
効果があります

本品は吊るしたり、置いたりするだけで
効果のある虫よけです。容器の中のネッ
トに薬剤を練り込んでおり、約130日間
効果があります

720円
虫よけサマー プレートタイプ
立石春洋堂立石春洋堂 130日用130日用

140 参考
価格1,188円

虫よけ成分配合。24時間効果が
持続。（虫よけ効果は使用状況
によって異なります）

虫よけ成分配合。24時間効果が
持続。（虫よけ効果は使用状況
によって異なります）

620円
服の上から虫よけミストCOOL
立石春洋堂立石春洋堂 200mL200mL

141 参考
価格オープン

冷却ジェルで首周りを心地よく
冷やします。冷凍庫で冷やして
繰り返し使える

冷却ジェルで首周りを心地よく
冷やします。冷凍庫で冷やして
繰り返し使える

550円
アイスソフトベルト 首用
立石春洋堂立石春洋堂 1個1個

142 参考
価格オープン

頭痛・生理痛・歯痛・神経痛・
腰痛・外傷痛・打撲痛等の鎮
痛、悪寒・発熱時の解熱。ピリ
ン系

頭痛・生理痛・歯痛・神経痛・
腰痛・外傷痛・打撲痛等の鎮
痛、悪寒・発熱時の解熱。ピリ
ン系

970円
セデス・ハイ

シオノギヘルスケアシオノギヘルスケア 20錠20錠

143 参考
価格

第②類医薬品

1,430円

解

熱

鎮

痛

剤

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、
便秘がちな人の肥満症、高血圧や肥満
に伴う便秘など『有効成分5000mg配
合。満量処方。15才から』

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、
便秘がちな人の肥満症、高血圧や肥満
に伴う便秘など『有効成分5000mg配
合。満量処方。15才から』

3,010円
阪本漢法の防風通聖散錠ゴールド
阪本漢法製薬阪本漢法製薬 264錠264錠

144 参考
価格

第2類医薬品

4,950円

メ

タ

ボ

リ

ッ

ク

お肌の保護・保湿にお肌の保護・保湿に

390円
ワセリン

近江兄弟社近江兄弟社 60g60g

145 参考
価格オープン

皮

膚

用

口臭・ネバつきを伴う歯肉炎・
歯周炎の予防など『生薬「当帰
エキス」配合の塩ハミガキ』

口臭・ネバつきを伴う歯肉炎・
歯周炎の予防など『生薬「当帰
エキス」配合の塩ハミガキ』

490円
薬用ハミガキ生薬当帰の力
サンスターサンスター 85g85g

146 参考
価格

医薬部外品

1,078円

歯

み

が

き

九州産の青汁に乳酸菌など
を加えた栄養機能食品（ビタ
ミンB6）（摂取目安量:1日1
包）『京都宇治抹茶仕立でお
いしい!』

九州産の青汁に乳酸菌など
を加えた栄養機能食品（ビタ
ミンB6）（摂取目安量:1日1
包）『京都宇治抹茶仕立でお
いしい!』

2,830円
国産の青汁

白石薬品白石薬品 3g×60包3g×60包

147 参考
価格 6,480円

そ

の

他

今
回
の
特
別

企
画
商
品
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＊〒必ずご記入ください。〒
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勤 務 先 名
保　険　証 記号 番号

家庭用常備薬品「申込書」
ＦＡＸ
送信方向

伊藤忠連合健康保険組合

無料  ・  500円

申込金額小計  ①

送料（3,500円以上無料） ②

合計金額（①＋②）

※お申込みいただいた個人情報は、申込受付、申込商品の発送のみに利用し、他の
目的には利用いたしません。

※販売個数制限商品(№1,2)について
№1,2はお一人様1個までの商品となっておりま
す。購入制限を越えてお申し込みいただいた方
は、数量を調整させていただきますのでご了承く
ださい。

※
※

医薬品販売店名：白石薬品株式会社

（5）

※記入間違いがあった場合、金額を訂正させて頂く場合
があります。なおその際はご購入金額の変更に伴い送
料が発生する場合がございますのでご了承下さい。

★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。
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プレコールせき止め錠A 840
プレコール鼻炎カプセルA 390
コルゲンコーワIB錠TXα★ 480
エスタックイブファイン★ 1,310
エスタック総合感冒 980
エスベナンエースAEC 310
ルルカゼブロックα★ 700
ベ ン ザ エース A 錠 600
プレコールかぜ薬錠 400
新プレコールS顆粒 500
改 源 400
コンタック総合感冒薬EX 580
プレコール感冒カプセル 440
新 ル ル エ ー ス 380
葛根湯エキス顆粒DS 460
葛根湯エキス錠クラシエ 690
本草葛根湯シロップ 440
固形浅田飴クールS 300
新エスベナントローチ 350
トピックAZトローチ 360
龍角散ダイレクトスティック ミント 330
エスベナンのどスプレー 470
アズショットのどスプレー 340
ル ル う が い 薬 a 330
新ルルエーストローチ 360
冷却シート<大人用> 380
冷却シート<子供用> 380
阪本漢法の漢方便秘薬 490
正 露 丸 320
セイロガ ン 糖 衣 A 520
ストッパ下痢止めEX 440
太 田 胃 散 整 腸 薬 980
パ ン ジ ア ス 顆 粒 380
大 正 漢 方 胃 腸 薬 500
太 田 胃 散 < 分 包 > 400
スクラート胃腸薬<顆粒> 650
サ ク ロ ン G 770
パ ン シ ロ ン 360
第一三共胃腸薬<錠剤> 410
新キャベジンコーワS 720
クラシエ和漢胃腸薬G 450
新アネピ ラソフト 400
バファリンプレミアム★ 970
バ フ ァ リ ン A 320
イ ブ A 錠★ 420
イブクイック頭痛薬★ 820
ノ ー シ ン ピ ュ ア★ 440
新 セ デ ス 錠 300
新エスベナン鼻炎カプセル 290
ア レ ジ ン A Z 錠★ 500
ア ス ミ ン 鼻 炎 薬★ 390
スカイブブロンH I★ 700

爽 A L 点 鼻 薬 a 420
ハナスキット鼻炎スプレー 430
阪本漢法の防風通聖散錠 1,450
「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠 1,950
キズリバテープBX1 2サイズ<S・M> 280
カットバン リペアパッド ふつうサイズ 620
ケアリーヴ<Mサイズ> 260
防水救急ばんそう膏<Mサイズ> 380
防水カットバンD<Lサイズ> 290
爽 A L 目 薬 300
ロ ー ト O A 目 薬 300
スマイル40EXゴールド 610
ティアリッチ 目 薬 350
O A リ ッ チ 目 薬 300
マイキュロンEX8液★ 1,000
マイキュロンEX8クリーム★ 1,000
ピ ロ エ ー ス W 液 580
アリナミンEXプラス 1,930
キューピーコーワゴールドα 1,980
チョコラB Bプラス 1,210
ノイビタエース E X 1,000
ニュービタミン E X 1,360
ハイチオールCホワイティア 1,250
フ ル タ イ ム E C 1,270
ビタミンCシライシ 460
ハイチオールCプラス2 1,000
カ ル シ ウム 錠 Y S 450
命 の 母 A 1,530
サ ト ウ 口 内 軟 膏 430
ボルタレンEXテープ★ 810
サロンシップインドメタシンEX★ 800
リフェンダID0 . 5%★ 890
パ テ ッ ク ス 液 I D★ 580
サロメチールIDパップE★ 630
パ ス タ イ ム A 490
パテックスうすぴたシップ 470
アンメルツヨコヨコ 420
新オイラックスHクリーム 330
オロ ナイン H 軟 膏 300
メ ン タ ム 290
新ウナコーワクール 400
マ キ ロ ン S 210
ム ヒ S 180
ニューウレアクリーム20% 420
クラシエヨクイニンタブレット 1,230
メンタームメディカルクリームG 490
麗白 ハトムギハンドクリーム 290
ア セ ス 970
シルクスターホワイトエクストラミント 570
薬用APホワイトペースト リフレッシュミント 490
クリーンデンタルF薬用歯みがきセット 880
薬用シュミテクト 歯周病ケア 670

GUMデンタル6本パック <#191 M> 1,000
デンタルブラシ C-19Plus  4本パック 450
デンタルプロ ブラックダイヤ超極細毛コンパクト ふつう 6本パック 1,310
フレッシュフロスピック 260
ファミリーメンボー 200
抗菌消臭・簡易トイレ<1回分> 190
ビ スコ < 保 存 缶 > 440
【常備用】カレー職人3食パック<中辛> 360
足スッキリ爽快シート 360
くつ 消 臭 スプレー 430
すっきりブルーベリー&ルテイン 2,510
3 種 の ウ コ ン 粒 1,000
国 産 にんにく卵 黄 1,410
食べるサプリ グルコサミン 1,420
美コラーゲン+ヒアルロン酸&プラセンタ 1,510
美 セ ラ ミ ド 1,610
牡蠣エキス&しじみエキス+オルニチン 2,910
カロリー気にならないサプリ<大袋> 1,330
クリーンデンタルF 470
ソラノベールUVスプレー 430
フルーツ肝油ドロップ 1,280
新エスベナンうがい薬 540
ケアサイト消毒スプレー 550
リ ピ ノ ア 750
マイウェット消毒プラス 180
メンターム薬用プロモハンドS 490
薬用泡ハンドソープ 360
薬用泡ハンドソープ 詰替 160
クレベリンpro 置き型 20㎡用 1,680
マキロンかゆみどめ液A 440
マキロンかゆみどめパッチ 300
虫よけサマーパウダーイン 520
ヘキサチンワンプッシュかとり90日分 830
ヘキサチンホウ酸ダンゴ 500
ベルディオUVモイスチャーエッセンス 480
虫よけサマー プレートタイプ 720
服の上から虫よけミストCOOL 620
アイスソフトベルト 首用 550
セ デ ス ・ ハ イ 970
阪本漢法の防風通聖散錠ゴールド 3,010
ワ セ リ ン 390
薬用ハミガキ生薬当帰の力 490
国 産 の 青 汁 2,830


