
北海道コンピュータ関連産業共済会
令和5年度 第1回目会員各位

家庭常備薬等の補助斡旋について家庭常備薬等の補助斡旋について

令和5年4月13日（木）9時から令和5年4月26日（水）24時まで申込期間

申込み（個人負担総合計金額）は、お一人様３万円までとさせていただきます。申込上限額

令和5年5月下旬からの予定です。商品の発送
事業所配送希望の方は、送料無料となります。個宅配送希望の方は、送料一律
640円となりますが、個人負担金が4,000円以上の場合は送料無料となります。送 料

個人負担金額には商品代金のほか、消費税が含まれております。個人負担金額
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、お申込み商品の相違の場合に限り承ります。
白石薬品株式会社　大阪営業部
〒578-0954  大阪府東大阪市横枕12番19号
TEL：072-940-7085（平日9：00～17：00）

お問合せ

共済会のWEBシステムより、ご希望の商品を選択し申込みをしてください。
※WEBシステムへの登録や申込み方法は、裏面をご確認ください。申込方法

令和5年4月26日（水）現在、会員（北海道コンピュータ関連産業健康保険組合の
被保険者）の方対象者

医薬品販売業者
白石薬品株式会社 本社
　〒567-0005 大阪府茨木市五日市1-10-33
　店舗管理者：西田　正（登録販売者）
※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）

　当共済会は、被保険者ならびに家族の皆様方に対して各種の疾病予防事業を実施しておりますが、この事業の一端
として家庭常備薬等の斡旋を次の要領にて行います。

間違いが無いよう
ご入力ください。

本人と表示されている保険証で
あるかご確認ください。

コンピュータ健康保険組合ホームページ（http://www.hckenpo.jp/）の
共済会バナー『共済会ご利用の方へ』から、または右のURLから共済会専用サイトに
アクセスしてください。パソコンやスマホからアクセス出来ます。※1

（すでにユーザー登録されている方はSTEP3へ）

メールアドレスと保険証を予めご用意しておくと
登録作業がスムーズに出来ます。※2
登録内容に誤りがあった場合は、申し込みが却下となることも
ありますので、保険証を十分にご確認のうえ登録してください。
保険証上部中央が「本人」の方が対象であり、「家族」と
表示されている保険証の被扶養者名では登録はできません。
・セキュリティ強化のため Eメールによる二段階認証を設けています。
　登録したメールアドレスまで認証用URLが届きますので、
　24時間以内にアクセスして本登録を完了してください。

・キャリアメール（docomo、au等）やフリーメール（gmail等）を
　お使いの方は、受信リスト設定、迷惑メールフィルタ設定で、
　hckyosaikai.comからのメールが届くよう、あらかじめ設定してください。

北海道コンピュータ共済会
家庭常備薬をWEBから簡単申込！

共済会専用サイト（https://hckyosaikai.com）にアクセスします。

STEP 1

新規ユーザー登録をしてください。申込期間前の
登録がオススメです（ 　 　 　 　 　 ）

STEP 2

1. ユーザー登録が完了すると、マイページにログイン出来ます。
2. 商品一覧画面から欲しい商品を選択してカートに追加します。
3. 内容をご確認の上、申込手続きに進んでください。
家庭常備薬等の申込は、斡旋時期のみ可能です。申込後の追加や変更等はお受けできませんので、
申込内容や配送先住所などをよくご確認の上、お申込ください。

マイページから家庭常備薬等を申し込む事が出来ます。

STEP 3 1

https://hckyosaikai.com

※1... 推奨環境がございます。詳しくは共済会専用サイト内の『ご利用ガイド』をご覧ください。
※2... 会員登録には保険証記号・保険証番号・会員名などが必要です。間違い無いようご入力ください。

2 3

●法改正により2022年1月1日よりセルフメディケーション
税制（税制）の対象となる医薬品が追加されました。

●品名の前にある★印は税制対象医薬品です。
●納品時同梱の納品明細書は最新の税制対象医薬品に
★印を付与しています。

セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）について
詳しい内容につきましては、弊社ホームページ
『セルフメディケーション税制に関するQ&A』
もしくは、下記相談窓口にてご確認ください。

お問い合せ窓口：白石薬品株式会社
TEL 072-622-8500（平日9：00～17：00）

72

被保険者の氏名　※

斡旋価格

のどの殺菌・消毒、口臭の除去などに。
本品100g中クロルヘキシジングルコ
ン酸塩液2.0g配合
『l-メントール配合で
爽やか。うすい青色の
うがい薬』

のどの殺菌・消毒、口臭の除去などに。
本品100g中クロルヘキシジングルコ
ン酸塩液2.0g配合
『l-メントール配合で
爽やか。うすい青色の
うがい薬』

580円
参考価格 2,530円

新エスベナンうがい薬新エスベナンうがい薬
白石薬品白石薬品 100mL100mL

280円特別
価格

第2類医薬品

5

斡旋価格

薬用成分・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『手肌をしっとり・
清潔に』

薬用成分・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『手肌をしっとり・
清潔に』

320円
参考価格オープン

薬用泡ハンドソープ薬用泡ハンドソープ
熊野油脂熊野油脂 250mL250mL

120円特別
価格

医薬部外品

6

斡旋価格

薬用成分・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『手肌をしっとり・
清潔に』

薬用成分・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『手肌をしっとり・
清潔に』

180円
参考価格オープン

薬用泡ハンドソープ 詰替薬用泡ハンドソープ 詰替
熊野油脂熊野油脂 200mL200mL

80円特別
価格

医薬部外品

7

斡旋価格

脇専用。平均20秒で予測検温。
大きな文字で検温結果を
表示『子供から高齢者
まで使いやすい』

脇専用。平均20秒で予測検温。
大きな文字で検温結果を
表示『子供から高齢者
まで使いやすい』

1,680円
参考価格 2,750円

オムロン電子体温計 けんおんくんオムロン電子体温計 けんおんくん
オムロンオムロン MC-681MC-681

980円特別
価格

管理医療機器

8

斡旋価格

PM2.5対応フィルター、花粉・ウィルスを
含む飛沫99%カットフィルター使用。サ
イズ約17.5cm×9cm『人ごみなどへの外
出時に』

PM2.5対応フィルター、花粉・ウィルスを
含む飛沫99%カットフィルター使用。サ
イズ約17.5cm×9cm『人ごみなどへの外
出時に』

530円
参考価格オープン

使い切りマスク ふつうサイズ使い切りマスク ふつうサイズ
COCOROCOCORO 50枚50枚

230円特別
価格

9

斡旋価格

4層構造でウイルス飛沫・花粉などを
99%カット。サイズ:約20.5cm×8.1cm
『特殊な設計で息や会話が
しやすい』

4層構造でウイルス飛沫・花粉などを
99%カット。サイズ:約20.5cm×8.1cm
『特殊な設計で息や会話が
しやすい』

680円
参考価格 990円

特殊な空間設計マスク<ホワイト>特殊な空間設計マスク<ホワイト>
HADARIKIHADARIKI 30枚<個包装>30枚<個包装>

380円特別
価格

10

斡旋価格

花粉・ウイルス飛末対策などに。メイクが
つきにくい。サイズ:約17.5cm×9cm
『ツルツル不織布でなめらかな肌触り』

花粉・ウイルス飛末対策などに。メイクが
つきにくい。サイズ:約17.5cm×9cm
『ツルツル不織布でなめらかな肌触り』

460円
参考価格オープン

プレミアムマスク個包装 ふつうサイズプレミアムマスク個包装 ふつうサイズ
COCOROCOCORO 30枚30枚

260円特別
価格

11

斡旋価格

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〉

800円
参考価格 2,464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
第一三共第一三共 2Pセット2Pセット

400円特別
価格

医薬部外品

12

斡旋価格

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』

430円
参考価格 1,012円

シルクスターホワイトエクストラミント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

130円特別
価格

医薬部外品

13
歯科衛生

斡旋価格

フッ素を配合したこども用の
虫歯予防ハミガキ
『子どもが楽しく
歯みがきできる』

フッ素を配合したこども用の
虫歯予防ハミガキ
『子どもが楽しく
歯みがきできる』

290円
参考価格オープン

ライオンこどもハミガキ・STタイプ いちごライオンこどもハミガキ・STタイプ いちご
ライオンライオン 40g×240g×2

90円特別
価格

医薬部外品

14

斡旋価格

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』

640円
参考価格オープン

薬用シュミテクト 歯周病ケア薬用シュミテクト 歯周病ケア
アース製薬アース製薬 90g90g

340円特別
価格

医薬部外品

15

斡旋価格

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』

420円
参考価格 1,078円

薬用ハミガキ生薬当帰の力薬用ハミガキ生薬当帰の力
サンスターサンスター 85g85g

220円特別
価格

医薬部外品

16

斡旋価格

薬用成分が虫歯予防・
タバコのヤニをとる・
口臭防止『白い歯に
輝きプラス』

薬用成分が虫歯予防・
タバコのヤニをとる・
口臭防止『白い歯に
輝きプラス』

360円
参考価格 440円

オーラツー プレミアムステインクリアペースト<プレミアムミント>オーラツー プレミアムステインクリアペースト<プレミアムミント>
サンスターサンスター ST 100gST 100g

160円特別
価格

医薬部外品

17

斡旋価格

歯周病（歯肉炎・歯周炎）の
予防、口臭防止。（液体
歯みがき）『ピリリと
した刺激感と爽快感!』

歯周病（歯肉炎・歯周炎）の
予防、口臭防止。（液体
歯みがき）『ピリリと
した刺激感と爽快感!』

680円
参考価格 880円

ガムデンタルリンス<レギュラータイプ>ガムデンタルリンス<レギュラータイプ>
サンスターサンスター 500mL500mL

380円特別
価格

医薬部外品

18

斡旋価格

乳歯の生えはじめに。グリップ
が太くて小さなお子さまでも
握りやすくなって
います。『対象年齢
1.5才～5才用
やわらかめ』

乳歯の生えはじめに。グリップ
が太くて小さなお子さまでも
握りやすくなって
います。『対象年齢
1.5才～5才用
やわらかめ』

260円
参考価格 484円
トムとジェリーハブラシ2本組1.5～5才用 やわらかめトムとジェリーハブラシ2本組1.5～5才用 やわらかめ
デンタルプロデンタルプロ 2本組×22本組×2

160円特別
価格

19
歯科衛生

斡旋価格

永久歯に生えかわるときに。
お子さまの手にあった
ハンドルでしっかり
フィットします。
『対象年齢6～12才用
ふつう』

永久歯に生えかわるときに。
お子さまの手にあった
ハンドルでしっかり
フィットします。
『対象年齢6～12才用
ふつう』

260円
参考価格 484円
トムとジェリーハブラシ2本組6～12才用 ふつうトムとジェリーハブラシ2本組6～12才用 ふつう
デンタルプロデンタルプロ 2本組×22本組×2

160円特別
価格

20

斡旋価格

歯肉炎・歯槽膿漏・歯石沈着の
予防
歯肉炎・歯槽膿漏・歯石沈着の
予防

490円
参考価格 1,122円
JHPデンタルブラシ ふつう D787JHPデンタルブラシ ふつう D787
J・H・PJ・H・P D787×3本D787×3本

190円特別
価格

21

斡旋価格

奥歯にも歯の裏側にも届くロング
ネック『無理なく奥まで届く』
奥歯にも歯の裏側にも届くロング
ネック『無理なく奥まで届く』

300円
参考価格 440円
デンタルケア歯ブラシデンタルケア歯ブラシ
第一三共第一三共 2本2本

100円特別
価格

22

斡旋価格

本体は丸ごと水洗いできて清潔
です『20,000回/分の高速音
波振動でつるつる磨き』

本体は丸ごと水洗いできて清潔
です『20,000回/分の高速音
波振動でつるつる磨き』

1,780円
参考価格 3,300円

オムロン音波式電動歯ブラシオムロン音波式電動歯ブラシ
オムロンオムロン HT-B914-WHT-B914-W

1,080円特別
価格

23

斡旋価格

オムロン音波式電動ハブラシ用
の替ブラシ。3種類の毛先が効
果的に歯垢を除去。替えブラシ
タイプ2『しっかり歯垢除去した
い方へおすすめ』

オムロン音波式電動ハブラシ用
の替ブラシ。3種類の毛先が効
果的に歯垢を除去。替えブラシ
タイプ2『しっかり歯垢除去した
い方へおすすめ』

680円
参考価格 770円

歯垢除去ブラシ SB-172歯垢除去ブラシ SB-172
オムロンオムロン 2本入り2本入り

380円特別
価格

24

斡旋価格

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』

240円
参考価格 1,320円

★新エスベナン鼻炎カプセル★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

140円特別
価格

第②類医薬品

4
鼻

炎

斡旋価格

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』

390円
参考価格 1,540円

★エスベナンエースAEC★エスベナンエースAEC
白石薬品白石薬品 50錠50錠

190円

感
冒
薬

特別
価格

第②類医薬品

1

斡旋価格

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』

680円
参考価格 1,518円

★コンタック総合感冒薬EX★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

380円特別
価格

第②類医薬品

2

斡旋価格

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』

590円
参考価格 1,650円

★ルルカゼブロックα★ルルカゼブロックα
第一三共第一三共 30錠30錠

390円特別
価格

第②類医薬品

3
コロナ・インフルエンザ対策コロナ・インフルエンザ対策

歯科衛生歯科衛生

濫用等のおそれのある医薬品 ※1～4の商品は「濫用のおそれのある医薬品」のため、WEB上にある同意内容に
同意していただく必要があります。 詳しくはWEBシステムをご覧ください。

コロナ・インフルエンザ対策



※メーカーの都合によりパッケージ変更となり、写真と異なることがありますのでご了承ください。

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 西田　正

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

登録販売者：西田　正（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：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：勤務者なし
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

登録販売者：西田　正　　登録販売者：上野恒治　　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。

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/

副作用被害救済制度

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

斡旋価格

「舌」専用のソフトブラシ『口臭
の原因となる舌苔対策に』
「舌」専用のソフトブラシ『口臭
の原因となる舌苔対策に』

180円
参考価格 297円

T型舌ブラシT型舌ブラシ
J・H・PJ・H・P 1本1本

80円特別
価格

25
歯科衛生

斡旋価格

歯間部に残る歯垢をしっかり除去。
やわらかい使い心地で
歯ぐきもマッサージ
『奥歯の歯間部に
しっかり届く』

歯間部に残る歯垢をしっかり除去。
やわらかい使い心地で
歯ぐきもマッサージ
『奥歯の歯間部に
しっかり届く』

310円
参考価格 440円

ガム歯周プロケア ソフトピックカーブ型 SSS～Sガム歯周プロケア ソフトピックカーブ型 SSS～S
サンスターサンスター 30本30本

210円特別
価格

26

斡旋価格

カルシウムを口内に補給し丈夫な歯を
保つガム。特定保健用食品（摂取目安
量:1日6粒）75g約9日分
『初期虫歯対策に!』

カルシウムを口内に補給し丈夫な歯を
保つガム。特定保健用食品（摂取目安
量:1日6粒）75g約9日分
『初期虫歯対策に!』

440円
参考価格 548円

ポスカエコパウチ<クリアミント>ポスカエコパウチ<クリアミント>
江崎グリコ江崎グリコ 75g75g

240円特別
価格

27
花粉対策花粉対策

斡旋価格

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』

390円
参考価格 1,408円

★爽AL点鼻薬a★爽AL点鼻薬a
第一三共第一三共 16mL16mL

190円特別
価格

第2類医薬品

28

斡旋価格

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』

380円
参考価格 1,738円

★爽AL目薬★爽AL目薬
第一三共第一三共 16mL16mL

180円特別
価格

第2類医薬品

29

斡旋価格

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』

480円
参考価格 1,320円

★アレジンAZ錠★アレジンAZ錠
第一薬品工業第一薬品工業 24錠24錠

280円特別
価格

第2類医薬品

30

花粉対策

斡旋価格

目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、
ほこりや汗が目に入った
ときなど）ピンクのビタミン
配合洗眼液『瞳をスッキリ
清潔・健康に』

目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、
ほこりや汗が目に入った
ときなど）ピンクのビタミン
配合洗眼液『瞳をスッキリ
清潔・健康に』

850円
参考価格 1,320円

アイボンWビタミン PREMIUMアイボンWビタミン PREMIUM
小林製薬小林製薬 500mL500mL

550円特別
価格

第3類医薬品

31

斡旋価格

かぜの諸症状の緩和『たん・のどの痛み
がつらい人に。たんを出しやすくするブロ
ムヘキシン塩酸塩配合。5才から』

かぜの諸症状の緩和『たん・のどの痛み
がつらい人に。たんを出しやすくするブロ
ムヘキシン塩酸塩配合。5才から』

840円
参考価格 1,320円

★パブロンSα錠★パブロンSα錠
大正製薬大正製薬 75錠75錠

540円特別
価格

第②類医薬品

32
感冒薬

斡旋価格

かぜの諸症状の緩和。7種類の
有効成分を配合『せき、たん、
のどの痛みに。12才から』

かぜの諸症状の緩和。7種類の
有効成分を配合『せき、たん、
のどの痛みに。12才から』

1,290円
参考価格 2,057円

★パブロンゴールドA<微粒>★パブロンゴールドA<微粒>
大正製薬大正製薬 28包28包

890円特別
価格

第②類医薬品

33

斡旋価格

かぜの諸症状（のどの痛み、せき、
鼻水等）の緩和『気道粘膜をクリア
&リペアするW処方。12才から』

かぜの諸症状（のどの痛み、せき、
鼻水等）の緩和『気道粘膜をクリア
&リペアするW処方。12才から』

1,160円
参考価格 1,540円

★パブロンSゴールドW錠★パブロンSゴールドW錠
大正製薬大正製薬 30錠30錠

760円特別
価格

第②類医薬品

34

斡旋価格

かぜの諸症状（せき、鼻水、発熱
など）の緩和『眠りを
さまたげる成分を
含んでいません。
いちご風味
（3ヵ月～6才）』

かぜの諸症状（せき、鼻水、発熱
など）の緩和『眠りを
さまたげる成分を
含んでいません。
いちご風味
（3ヵ月～6才）』

840円
参考価格 990円

★パブロンキッズかぜシロップ★パブロンキッズかぜシロップ
大正製薬大正製薬 120mL120mL

440円特別
価格

第2類医薬品

35

斡旋価格

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』

480円
参考価格 1,133円

★新ルルエース★新ルルエース
第一三共第一三共 50錠50錠

280円特別
価格

第2類医薬品

36

斡旋価格

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』

450円
参考価格 1,650円

★葛根湯エキス顆粒DS★葛根湯エキス顆粒DS
白石薬品白石薬品 12包12包

250円特別
価格

第2類医薬品

37
感冒薬

斡旋価格

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』

480円
参考価格 1,650円

★葛根湯エキス顆粒Sクラシエ★葛根湯エキス顆粒Sクラシエ
クラシエ薬品クラシエ薬品 10包10包

280円特別
価格

第2類医薬品

38

斡旋価格

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。
持ち運び便利
パウチタイプ。5才から』

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。
持ち運び便利
パウチタイプ。5才から』

620円
参考価格 1,540円

★葛根湯エキス錠クラシエ<パウチタイプ>★葛根湯エキス錠クラシエ<パウチタイプ>
クラシエ薬品クラシエ薬品 50錠50錠

320円特別
価格

第2類医薬品

39
解熱鎮痛剤

斡旋価格

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』

320円
参考価格 1,320円

★新アネピラソフト★新アネピラソフト
白石薬品白石薬品 24錠24錠

120円特別
価格

第②類医薬品

40

斡旋価格

頭痛・歯痛・生理痛・関節痛・神経痛
などの鎮痛、解熱『胃にやさしく、眠く
なりにくい。15才から』

頭痛・歯痛・生理痛・関節痛・神経痛
などの鎮痛、解熱『胃にやさしく、眠く
なりにくい。15才から』

200円
参考価格 406円

★ノーシンホワイト錠★ノーシンホワイト錠
アラクスアラクス 12錠12錠

100円特別
価格

第②類医薬品

41

斡旋価格

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』

290円
参考価格 660円

★ノーシンピュア★ノーシンピュア
アラクスアラクス 20錠20錠

190円特別
価格

第②類医薬品

42

解熱鎮痛剤

斡旋価格490円
参考価格 715円

★バファリンルナi★バファリンルナi
ライオンライオン 20錠20錠

290円特別
価格

第②類医薬品

43

斡旋価格

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』

290円
参考価格 495円

★バファリンA★バファリンA
ライオンライオン 16錠16錠

190円特別
価格

第②類医薬品

44

斡旋価格

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』

280円
参考価格 473円

★固形浅田飴クールS★固形浅田飴クールS
浅田飴浅田飴 24錠24錠

180円特別
価格

第②類医薬品

45
せき・のど

斡旋価格

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』

330円
参考価格 880円

★新エスベナントローチ★新エスベナントローチ
白石薬品白石薬品 18錠18錠

130円特別
価格

第2類医薬品

46

斡旋価格

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』

280円
参考価格 748円

新ルルエーストローチ新ルルエーストローチ
第一三共第一三共 12錠12錠

180円特別
価格

指定医薬部外品

47
胃腸・整腸・下痢

斡旋価格

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』

330円
参考価格 649円

太田胃散<分包>太田胃散<分包>
太田胃散太田胃散 16包16包

230円特別
価格

第2類医薬品

48

胃腸・整腸・下痢

斡旋価格

胃のもたれ・むかつき・不快感などに
『消化を助ける成分配合。スーッと効
く!11才から』

胃のもたれ・むかつき・不快感などに
『消化を助ける成分配合。スーッと効
く!11才から』

350円
参考価格 770円

第一三共胃腸薬錠剤s第一三共胃腸薬錠剤s
第一三共第一三共 50錠50錠

250円特別
価格

第2類医薬品

49

斡旋価格

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』

560円
参考価格 1,430円

サクロンGサクロンG
エーザイエーザイ 18包18包

360円特別
価格

第2類医薬品

50

斡旋価格

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』

800円
参考価格 1,067円

大正漢方胃腸薬大正漢方胃腸薬
大正製薬大正製薬 12包12包

500円特別
価格

第2類医薬品

51

斡旋価格

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』

270円
参考価格 539円

正露丸正露丸
大幸薬品大幸薬品 50粒50粒

170円特別
価格

第2類医薬品

52

斡旋価格

整腸、便秘、軟便、腹部膨満感
『3種の乳酸菌が生きたまま腸
に届いて増え、整腸に
役立つ。5才から』

整腸、便秘、軟便、腹部膨満感
『3種の乳酸菌が生きたまま腸
に届いて増え、整腸に
役立つ。5才から』

840円
参考価格 1,125円

新ビオフェルミンS錠新ビオフェルミンS錠
大正製薬大正製薬 130錠130錠

540円特別
価格

指定医薬部外品

53

斡旋価格

結膜炎、ものもらい、目のかゆみに。
サルファ剤・抗ヒスタミン剤・抗炎症
剤配合眼科用薬
『細菌感染した目の
症状に!抗菌!』

結膜炎、ものもらい、目のかゆみに。
サルファ剤・抗ヒスタミン剤・抗炎症
剤配合眼科用薬
『細菌感染した目の
症状に!抗菌!』

290円
参考価格 1,210円

★ペパール抗菌★ペパール抗菌
テイカ製薬テイカ製薬 15mL15mL

190円特別
価格

第2類医薬品

54
目　薬目　薬

斡旋価格

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』

280円
参考価格 935円

OAリッチ目薬OAリッチ目薬
第一三共第一三共 16mL16mL

180円特別
価格

第3類医薬品

56

斡旋価格

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』

580円
参考価格 990円

スマイル40EXゴールドスマイル40EXゴールド
ライオンライオン 13mL13mL

380円特別
価格

第2類医薬品

55

斡旋価格

目の疲れ・かすみ、目のかわきに
『超清涼感が持続する高機能目
薬!コンドロイチン、
アミノ酸配合』

目の疲れ・かすみ、目のかわきに
『超清涼感が持続する高機能目
薬!コンドロイチン、
アミノ酸配合』

500円
参考価格 880円

スマイルPITドライアイスマイルPITドライアイ
ライオンライオン 13mL13mL

300円特別
価格

第3類医薬品

57

斡旋価格

目の乾き、不快感に（すべてのコ
ンタクトをしたまま
使用できる目薬）

目の乾き、不快感に（すべてのコ
ンタクトをしたまま
使用できる目薬）

490円
参考価格 770円

アイボントローリ目薬ドライアイアイボントローリ目薬ドライアイ
小林製薬小林製薬 13mL13mL

290円特別
価格

第3類医薬品

58

斡旋価格

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』

490円
参考価格 1,540円

ピロエースW液ピロエースW液
第一三共第一三共 12mL12mL

290円特別
価格

第2類医薬品

60

斡旋価格

虫さされ、かゆみ、皮膚炎等。
抗炎症・殺菌成分配合。
カーブネック採用
『虫さされ、かゆみに
クール液!』

虫さされ、かゆみ、皮膚炎等。
抗炎症・殺菌成分配合。
カーブネック採用
『虫さされ、かゆみに
クール液!』

440円
参考価格 858円

★マキロンかゆみどめ液A★マキロンかゆみどめ液A
第一三共第一三共 50mL50mL

240円特別
価格

第②類医薬品

59

外皮用薬外皮用薬

斡旋価格

ひび、しもやけ、にきび、吹出物等
『皮膚トラブルに』
ひび、しもやけ、にきび、吹出物等
『皮膚トラブルに』

340円
参考価格 484円

オロナインH軟膏オロナインH軟膏
大塚製薬大塚製薬 30g30g

240円特別
価格

第2類医薬品

61

斡旋価格

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』

210円
参考価格 550円

メンタムメンタム
白石薬品白石薬品 20g20g

110円特別
価格

第2類医薬品

62

斡旋価格

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと
などの角化症、乾皮症に
『ヘパリン類似物質配合。
顔や手足の乾燥肌治療に』

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと
などの角化症、乾皮症に
『ヘパリン類似物質配合。
顔や手足の乾燥肌治療に』

590円
参考価格 1,760円

ウルーノHPクリームウルーノHPクリーム
テイカ製薬テイカ製薬 60g60g

390円特別
価格

第2類医薬品

63

斡旋価格

虫さされ、かゆみ、しもやけ
『貼るかゆみどめ。かきこわし防止』
虫さされ、かゆみ、しもやけ
『貼るかゆみどめ。かきこわし防止』

360円
参考価格 506円

★マキロンかゆみどめパッチ★マキロンかゆみどめパッチ
第一三共第一三共 24枚24枚

160円特別
価格

第3類医薬品

64

斡旋価格

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』

230円
参考価格 495円

マキロンSマキロンS
第一三共第一三共 40mL40mL

130円特別
価格

第3類医薬品

65

斡旋価格

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』

160円
参考価格 330円

★ムヒS★ムヒS
池田模範堂池田模範堂 6g6g

60円特別
価格

第3類医薬品

66

斡旋価格

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の
創傷の「治癒の促進」、「痛みの
軽減」、「湿潤環境の維持」、
「保護」（サイズ25mm×70mm）

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の
創傷の「治癒の促進」、「痛みの
軽減」、「湿潤環境の維持」、
「保護」（サイズ25mm×70mm）

560円
参考価格 825円

ケアリーヴ 治す力<Mサイズ>ケアリーヴ 治す力<Mサイズ>
ニチバンニチバン 12枚12枚

360円特別
価格

管理医療機器

67
絆創膏絆創膏

斡旋価格

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』

190円
参考価格 440円

ケアリーヴ<Mサイズ>ケアリーヴ<Mサイズ>
ニチバンニチバン 22枚22枚

90円特別
価格

一般医療機器

68

斡旋価格

救急絆創膏。傷につきにくい不織布パッドがやさしく
患部を保護（Sサイズ:12mm×52mm、Mサイズ:
19mm×72mm、Lサイズ:25mm×72mm）『患部に
ピタッと清潔に貼りやすい』

救急絆創膏。傷につきにくい不織布パッドがやさしく
患部を保護（Sサイズ:12mm×52mm、Mサイズ:
19mm×72mm、Lサイズ:25mm×72mm）『患部に
ピタッと清潔に貼りやすい』

290円
参考価格 1,100円

カットバン 3サイズカットバン 3サイズ
祐徳薬品工業祐徳薬品工業 80枚80枚

190円特別
価格

一般医療機器

69
ビタミン剤ビタミン剤

斡旋価格

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
参考価格 2,398円

アリナミンEXプラスアリナミンEXプラス
アリナミン製薬アリナミン製薬 60錠60錠

1,330円特別
価格

第3類医薬品

70

斡旋価格

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』

1,680円
参考価格 2,420円

キューピーコーワゴールドαキューピーコーワゴールドα
興和興和 90錠90錠

1,180円特別
価格

第3類医薬品

71

斡旋価格

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』

930円
参考価格 1,650円

ハイチオールCプラス2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

630円特別
価格

第3類医薬品

72

ビタミン剤

斡旋価格

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』

1,030円
参考価格 1,815円

ハイチオールCホワイティアハイチオールCホワイティア
エスエス製薬エスエス製薬 40錠40錠

730円特別
価格

第3類医薬品

73

斡旋価格

しみ、そばかす、日焼けによる色素
沈着の緩和『ビタミンCが
不足していると感じたら!
小粒の錠剤。5才から』

しみ、そばかす、日焼けによる色素
沈着の緩和『ビタミンCが
不足していると感じたら!
小粒の錠剤。5才から』

620円
参考価格 1,760円

ビタミンCシライシビタミンCシライシ
白石薬品白石薬品 84錠84錠

320円特別
価格

第3類医薬品

74

斡旋価格

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』

1,080円
参考価格 2,200円

クラシエヨクイニンタブレット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

680円特別
価格

第3類医薬品

75

斡旋価格

関節痛、筋肉痛、肩こり痛に。
フェルビナク3.0%配合。
太ぬりチックタイプ
『広範囲にぐりっと
ぬれる!』

関節痛、筋肉痛、肩こり痛に。
フェルビナク3.0%配合。
太ぬりチックタイプ
『広範囲にぐりっと
ぬれる!』

1,280円
参考価格 1,650円

★ゼノールエクサムSX★ゼノールエクサムSX
大鵬薬品工業大鵬薬品工業 43g43g

880円特別
価格

第2類医薬品

76
外用消炎鎮痛剤等

斡旋価格

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労等
（サイズ4.2㎝×6.5㎝）
『薄くて目立たない
外用消炎鎮痛
プラスター』

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労等
（サイズ4.2㎝×6.5㎝）
『薄くて目立たない
外用消炎鎮痛
プラスター』

430円
参考価格 583円

★トクホン普通判★トクホン普通判
大正製薬大正製薬 40枚40枚

230円特別
価格

第3類医薬品

77

斡旋価格

肩こり、腰痛、筋肉痛に。
微香性プラスター剤
（サイズ5.3cm×
7.0cm）」『お肌に
やさしくフィット
して効く』

肩こり、腰痛、筋肉痛に。
微香性プラスター剤
（サイズ5.3cm×
7.0cm）」『お肌に
やさしくフィット
して効く』

430円
参考価格 1,320円

★パスタイムプラス★パスタイムプラス
祐徳薬品工業祐徳薬品工業 30枚30枚

230円特別
価格

第3類医薬品

78

斡旋価格

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』

440円
参考価格 1,078円

★パテックスうすぴたシップ★パテックスうすぴたシップ
第一三共第一三共 12枚12枚

240円特別
価格

第3類医薬品

79
外用消炎鎮痛剤等

斡旋価格

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
参考価格 770円

★アンメルツヨコヨコ★アンメルツヨコヨコ
小林製薬小林製薬 48mL48mL

220円特別
価格

第3類医薬品

80

斡旋価格

装着部位のこり及び血行の
改善。貼付用磁気治療器
『血行をよくしてコリをほぐす』

装着部位のこり及び血行の
改善。貼付用磁気治療器
『血行をよくしてコリをほぐす』

600円
参考価格 1,430円

恵麗喜絆恵麗喜絆
共立薬品工業共立薬品工業 30粒30粒

400円特別
価格

管理医療機器

81
健康食品・その他

斡旋価格

禁煙時のイライラ・集中困難などの
症状緩和『タバコを
やめたい人の禁煙
補助薬。ペパーミント
風味のニコチンガム』

禁煙時のイライラ・集中困難などの
症状緩和『タバコを
やめたい人の禁煙
補助薬。ペパーミント
風味のニコチンガム』

1,180円
参考価格 1,915円

★ニコチネルミント★ニコチネルミント
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 20個20個

580円特別
価格

第②類医薬品

82

斡旋価格

手指のあれ、角化症に。硬くなった
皮膚を柔らかくし潤いを保つ『20%
尿素配合!皮膚をなめらかに!』

手指のあれ、角化症に。硬くなった
皮膚を柔らかくし潤いを保つ『20%
尿素配合!皮膚をなめらかに!』

1,080円
参考価格 1,650円

ケラチナミンコーワ20%尿素配合クリームケラチナミンコーワ20%尿素配合クリーム
興和興和 60g60g

780円特別
価格

第3類医薬品

83

斡旋価格

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
参考価格 1,694円

メンタームメディカルクリームG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

290円特別
価格

医薬部外品

84

健康食品・その他

斡旋価格

メラニン生成を抑えて、しみ・
そばかすを防ぐ『ビタミン
C・EのWビタミン効果。
気になるところに塗る』

メラニン生成を抑えて、しみ・
そばかすを防ぐ『ビタミン
C・EのWビタミン効果。
気になるところに塗る』

1,380円
参考価格 1,980円

ケシミンクリームケシミンクリーム
小林製薬小林製薬 30g30g

980円特別
価格

医薬部外品

85

斡旋価格

肌あれ、あれ性、皮膚の乾燥などに
『天然型ビタミンEのチカラ!手・肌
しっとり』

肌あれ、あれ性、皮膚の乾燥などに
『天然型ビタミンEのチカラ!手・肌
しっとり』

1,050円
参考価格 1,210円

ザーネクリームザーネクリーム
エーザイエーザイ 100g100g

650円特別
価格

医薬部外品

86

斡旋価格

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。
効果長持ち』

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。
効果長持ち』

470円
参考価格 1,078円

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

270円特別
価格

防除用医薬部外品

87

斡旋価格

『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

1,890円
参考価格 5,400円

すっきりブルーベリー&ルテインすっきりブルーベリー&ルテイン
ワイスワイス 120粒120粒

1,290円特別
価格

88

斡旋価格

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!』

1,980円
参考価格 6,480円

国産の青汁国産の青汁
白石薬品白石薬品 3g×60包3g×60包

1,380円特別
価格

89

斡旋価格

糖分や脂肪の吸収を抑える特定保健用
食品（摂取目安量:1日3包）『ダブルのサ
ポート』

糖分や脂肪の吸収を抑える特定保健用
食品（摂取目安量:1日3包）『ダブルのサ
ポート』

1,580円
参考価格 1,944円

賢者の食卓賢者の食卓
大塚製薬大塚製薬 6g×30包6g×30包

1,080円特別
価格

90

健康食品・その他

斡旋価格

秋ウコン由来のビサクロンとクルクミンに
ビタミンB群4種を配合。（摂取目安量:1日
1本）『明日の元気をおいしくサポート』

秋ウコン由来のビサクロンとクルクミンに
ビタミンB群4種を配合。（摂取目安量:1日
1本）『明日の元気をおいしくサポート』

490円
参考価格 616円

ウコンの力 ウコンエキスドリンクウコンの力 ウコンエキスドリンク
ハウスウェルネスフーズハウスウェルネスフーズ 100mL×3本100mL×3本

290円特別
価格

91

斡旋価格

『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

1,130円
参考価格 4,320円

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

730円特別
価格

92

斡旋価格

12種類のビタミンと7種類の
ミネラルが手軽に摂ることが
できます（摂取目安量:
1日2粒）

12種類のビタミンと7種類の
ミネラルが手軽に摂ることが
できます（摂取目安量:
1日2粒）

1,430円
参考価格 1,814円

ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラルネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル
大塚製薬大塚製薬 100粒100粒

930円特別
価格

93

斡旋価格

忙しい現代人の食生活にカラダに必要な
栄養素をバックアップするバランス栄養食
『どこでも手軽に栄養補給』

忙しい現代人の食生活にカラダに必要な
栄養素をバックアップするバランス栄養食
『どこでも手軽に栄養補給』

1,980円
参考価格 2,380円

カロリーメイトブロック メープル味カロリーメイトブロック メープル味
大塚製薬大塚製薬 4本×10箱4本×10箱

1,280円特別
価格

94

斡旋価格

お肌の保護・保湿に『無香料・
無着色・パラベンフリー』
お肌の保護・保湿に『無香料・
無着色・パラベンフリー』

320円
参考価格オープン

ワセリンワセリン
近江兄弟社近江兄弟社 60g60g

220円特別
価格

95

斡旋価格

急な発熱時に高い冷却効果が
8時間持続。（肌にやさしく、
かぶれにくい）
『ピタッと貼って熱を
とる冷却シート』

急な発熱時に高い冷却効果が
8時間持続。（肌にやさしく、
かぶれにくい）
『ピタッと貼って熱を
とる冷却シート』

400円
参考価格 990円

冷えピタ<大人用>冷えピタ<大人用>
ライオンライオン 12+4枚12+4枚

200円特別
価格

96

健康食品・その他

斡旋価格

急な発熱時に高い冷却効果が
8時間持続。（肌にやさしく、
かぶれにくい）
『ピタッと貼って熱を
とる冷却シート』

急な発熱時に高い冷却効果が
8時間持続。（肌にやさしく、
かぶれにくい）
『ピタッと貼って熱を
とる冷却シート』

400円
参考価格 990円

冷えピタ<子供用>冷えピタ<子供用>
ライオンライオン 12+4枚12+4枚

200円特別
価格

97

斡旋価格

足裏のツボを心地よく刺激し、
足裏をすっきり冷却するシート
『健康サンダルのような心地
よい足裏刺激』

足裏のツボを心地よく刺激し、
足裏をすっきり冷却するシート
『健康サンダルのような心地
よい足裏刺激』

480円
参考価格 902円

休足時間ツボ刺激ジェルシート休足時間ツボ刺激ジェルシート
ライオンライオン 12枚12枚

280円特別
価格

98

斡旋価格

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけ
でスッキリ落とし、くもりを防ぎます。
から拭き不要『携帯に
便利な個包装』

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけ
でスッキリ落とし、くもりを防ぎます。
から拭き不要『携帯に
便利な個包装』

350円
参考価格 435円

メガネクリーナふきふきくもり止めメガネクリーナふきふきくもり止め
小林製薬小林製薬 20包20包

150円特別
価格

99

斡旋価格

仕事中の間食・運動後のタンパク質
摂取などに。おいしく小腹を満たす
『タンパク質を手軽に15g摂取』

仕事中の間食・運動後のタンパク質
摂取などに。おいしく小腹を満たす
『タンパク質を手軽に15g摂取』

1,680円
参考価格 1,944円

inバープロテイン <ベイクドチョコ>inバープロテイン <ベイクドチョコ>
森永製菓森永製菓 12本12本

1,080円特別
価格

100

斡旋価格

吸収スピードの違う2つのプロテイン
の他、体づくりに必要な栄養素を配合
『理想の筋肉を目指す方に』

吸収スピードの違う2つのプロテイン
の他、体づくりに必要な栄養素を配合
『理想の筋肉を目指す方に』

1,980円
参考価格 2,376円

マッスルフィットプロテイン <森永ココア味>マッスルフィットプロテイン <森永ココア味>
森永製菓森永製菓 340g340g

1,280円特別
価格

101

斡旋価格

日焼け止めスプレー（顔・からだ用・
髪にも）。肌に負担感なく
UVカット。SPF50+ 
PA+++『サラッと素肌
感覚。しっかりブロック』

日焼け止めスプレー（顔・からだ用・
髪にも）。肌に負担感なく
UVカット。SPF50+ 
PA+++『サラッと素肌
感覚。しっかりブロック』

460円
参考価格 1,100円

ソラノベールUVスプレーソラノベールUVスプレー
近江兄弟社近江兄弟社 50g50g

260円特別
価格

102

健康食品・その他

斡旋価格

テカリ、ベタつきを抑えサラサラ感
続く。アクティブシーンも
快適。顔・からだ用。
SPF50+、PA++++
『水・汗に強く、強烈
紫外線をブロック』

テカリ、ベタつきを抑えサラサラ感
続く。アクティブシーンも
快適。顔・からだ用。
SPF50+、PA++++
『水・汗に強く、強烈
紫外線をブロック』

380円
参考価格オープン

サンベアーズアクティブプロテクトクールサンベアーズアクティブプロテクトクール
近江兄弟社近江兄弟社 30g30g

180円特別
価格

103

斡旋価格

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』

360円
参考価格オープン

くつ消臭スプレーくつ消臭スプレー
パルティーレパルティーレ 200mL200mL

260円特別
価格

104

斡旋価格

体重やウエストサイズ等を減らす
機能性表示食品。届出番号C449
（摂取目安量:1日3粒）
14日分『肥満気味な
方に』

体重やウエストサイズ等を減らす
機能性表示食品。届出番号C449
（摂取目安量:1日3粒）
14日分『肥満気味な
方に』

1,280円
参考価格 1,620円

ファットケアタブレット<粒タイプ>ファットケアタブレット<粒タイプ>
大正製薬大正製薬 42粒42粒

780円特別
価格

105
生活習慣ケア

斡旋価格

GABA配合機能性表示食品。
届出番号:G321（摂取目安量:
1日4粒1袋）10日分
『睡眠の質を高め
たい方、一時的な
ストレスを緩和
したい方に』

GABA配合機能性表示食品。
届出番号:G321（摂取目安量:
1日4粒1袋）10日分
『睡眠の質を高め
たい方、一時的な
ストレスを緩和
したい方に』

1,380円
参考価格オープン

ネルノダ 粒タイプネルノダ 粒タイプ
ハウスウェルネスフーズハウスウェルネスフーズ 4粒×10袋4粒×10袋

980円特別
価格

106
目　薬目　薬 外皮用薬外皮用薬

頭痛・歯痛・生理痛・関節痛・神経痛・
腰痛・筋肉痛・肩こり痛・咽喉痛・打撲
痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱など
『イブプロフェン配合』

頭痛・歯痛・生理痛・関節痛・神経痛・
腰痛・筋肉痛・肩こり痛・咽喉痛・打撲
痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱など
『イブプロフェン配合』


