
（別紙）【レシートへの表記漏れが発生していた商品一覧】 2022年1月10日　現在

商品コード メーカー 商品名

4987028147008 エーザイ ナボリンＳ　９０錠

4987028147190 エーザイ ナボリンＳ　２１錠

4987028147459 エーザイ ナボリンＳ　２１錠

4987067210404 興和新薬 キューピーｉＰＬＵＳ　２７Ｔ

4987067210503 興和新薬 キューピーｉＰＬＵＳ　８０Ｔ

4987067210602 興和新薬 キューピーｉＰＬＵＳ　１８０Ｔ

4987067258901 興和新薬 キューピーｉＰＬＵＳ　２７０錠

4987123701341 アリナミン製薬株式会社 アリナミンＥＸゴールド　４５錠

4987123701358 アリナミン製薬株式会社 アリナミンＥＸゴールド　９０錠

4987028146476 エーザイ ナボリンＥＢ錠　１２０錠

4987028146605 エーザイ ナボリンＳ　　４０錠

4987028146612 エーザイ ナボリンＳ　　６５錠

4987028146629 エーザイ ナボリンＳ　　１１０錠

4987028146643 エーザイ ナボリンＳ　１８０錠

4987103048886 ゼリア新薬工業 コンドロビーＥＸ　７８錠

4987103048893 ゼリア新薬工業 コンドロビーＥＸ　１３８錠

4987103048909 ゼリア新薬工業 コンドロビーＥＸ　２４６錠

4987103050469 ゼリア新薬工業 コンドロビープラス　７２錠

4987103050476 ゼリア新薬工業 コンドロビープラス　１２０錠

4987103050483 ゼリア新薬工業 コンドロビープラス　２２８錠

4987123146586 アリナミン製薬株式会社 アクテージ　ＳＮ錠　４２錠

4987123146593 アリナミン製薬株式会社 アクテージ　ＳＮ錠　８４錠

4987300056806 エスエス製薬 リラッセ　　４５錠

4987300056813 エスエス製薬 リラッセ　　９０錠

4987316029634 佐藤製薬 ユンケルＢ１２アクティブ　１０８錠

4987316029719 佐藤製薬 ユンケルＢ１２アクティブ　２２５錠

4987316031651 佐藤製薬 ユンケルＢ１２アクティブアルファ　６０錠

4987316031668 佐藤製薬 ユンケルＢ１２アクティブアルファ　１２０錠

4956621011153 和漢薬研究所 カポニー産業　松寿仙　１７０ｍｌ＊１２本

4987067224203 興和新薬 キューピーコーワコンドロイザーα　３０錠

4987067225903 興和新薬 キューピーコーワコンドロイザーα　９０錠

4987067226207 興和新薬 キューピーコーワコンドロイザーα　１８０錠

4987067226504 興和新薬 キューピーコーワコンドロイザーα　２７０錠

4987123142151 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　４８個（スターターキット）

4987123142168 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　９６個

4987123143219 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　２４個

4987123146098 アリナミン製薬株式会社 ニコレットクールミント　１２Ｔ

4987123700009 アリナミン製薬株式会社 ニコレットクールミント　４８錠

4987123700016 アリナミン製薬株式会社 ニコレットクールミント　９６錠

4987123700030 アリナミン製薬株式会社 ニコレットクールミント　２４錠

4987123700207 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　フルーティミント　１２Ｔ

4987123700214 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　フルーティミント　２４Ｔ

4987123700337 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　フルーティミント　４８Ｔ

4987123700344 アリナミン製薬株式会社 ニコレット　フルーティミント　９６Ｔ

4987123700658 アリナミン製薬株式会社 ニコレットアイスミント　１２個

4987123700665 アリナミン製薬株式会社 ニコレットアイスミント　２４個

4987123700689 アリナミン製薬株式会社 ニコレットアイスミント　９６個

4987443333215 ノバルティスファーマ ニコチネル　ミント　９０個

4987443323452 ノバルティスファーマ ニコチネルパッチ１０　７枚　　　（１類）

4987443323469 ノバルティスファーマ ニコチネルパッチ１０　１４枚　　（１類）

4987443323490 ノバルティスファーマ ニコチネルパッチ２０　７枚　（１類）



商品コード メーカー 商品名

4987443323506 ノバルティスファーマ ニコチネルパッチ２０　１４枚　（１類）

4987028178460 エーザイ エーザイ　ユビテンＳ　９０錠

4987087041262 塩野義製薬 コレストライク（Ｎ）　４２ＣＰ

0000049675030 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳ錠　３６錠

4544630070591 京都薬品ヘルスケア 総合かぜ薬　顆粒　２２包　（Ｎ）

4954391104839 米田薬品工業 スカイブブロンゴールド微粒　４４包

4954391104884 米田薬品工業 新アンバーＳ錠　１５０錠

4954391105768 米田薬品工業 アンバーＳα錠　１３５錠

4962307162118 協和薬品工業 新スルーロン顆粒　１２包

4962307162125 協和薬品工業 新スルーロン顆粒　２４包　

4987040055404 カイゲン 改源錠　３６錠

4987040055411 カイゲン 改源錠　６０錠

4987045054730 クラシエ薬品 新ハイピロガンＫ　１０包

4987107611437 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸ　３０錠

4987107611444 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸ　６０錠

4987107611451 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸ　９０錠

4987107611468 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸ　１０包

4987107615435 第一三共ヘルスケア 新ルルＡ錠ｓ　５０錠

4987107615442 第一三共ヘルスケア 新ルルＡ錠ｓ　１００錠

4987107615459 第一三共ヘルスケア 新ルルＡ錠ｓ　１５０錠

4987107615527 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドｓ　３０錠

4987107615534 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドｓ　６５錠

4987107615541 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドｓ　１００錠

4987107617156 第一三共ヘルスケア ルルアタックＮＸ　１２錠

4987107617163 第一三共ヘルスケア ルルアタックＮＸ　１８錠

4987107617170 第一三共ヘルスケア ルルアタックＮＸ　２４錠

4987107621962 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸ（ＰＴＰ）４５錠

4987107625441 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸα　３０錠

4987107625458 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸα　６０錠

4987107625465 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸα　９０錠

4987107629876 第一三共ヘルスケア 新ルルＡゴールドＤＸα　ＰＴＰ４５錠

4987123144797 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳ　１８錠

4987123144872 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳ　３０錠

4987123144889 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳ錠　６０錠

4987123145183 アリナミン製薬株式会社 ベンザエースＡ　カプレット　７２錠

4987174721046 日本臓器製薬 コフト顆粒　２４包

4987195595862 第一三共ヘルスケア フ゜レコール　エース　カリユウ　　１６Ｈ

4987246601344 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜ総合　１２ＣＰ

4987246601351 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜ総合　２４ＣＰ

4987246602198 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜ総合　３６Ｐ

4987246602327 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜ総合　トリプルショット　３６Ｐ

4987300029329 エスエス製薬 新エスタック［Ｗ］　　　　２４Ｐ

4987300051702 エスエス製薬 エスタック総合感冒　１００錠

4987300054246 エスエス製薬 新エスタック顆粒　３６包

4987300054505 エスエス製薬 新エスタックエース顆粒　２６包　（Ｎ）

4987305114167 全薬工業 新ジキニン　２２包

4987305114938 全薬工業 ジキニン顆粒Ａ　２２包　

4987305114945 全薬工業 ジキニン顆粒Ａ　１０包　（新）

4987305116123 全薬工業 ジキニン総合感冒薬　１６包

4987306042230 大正製薬 パブロンＳα微粒　２６包

4987306042254 大正製薬 パブロンＳα錠　７５錠

4987306042261 大正製薬 パブロンＳα錠　１３５錠

4987306045125 大正製薬 パブロンゴールドＡ＜錠＞１３０錠



商品コード メーカー 商品名

4987306045132 大正製薬 パブロンゴールドＡ＜錠＞２１０錠

4987306045149 大正製薬 パブロンゴールドＡ＜微粒＞２８包

4987306045156 大正製薬 パブロンゴールドＡ＜微粒＞４４包

4987306047228 大正製薬 パブロンＳ　　２４包

4987306047235 大正製薬 パブロンＳ　　７０錠

4987306047242 大正製薬 パブロンＳ　　１３０錠

4987306047310 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ企画品　９０錠

4987306047372 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ錠　３０錠

4987306047389 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ錠　４２錠

4987306047396 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ錠　６０錠

4987306047488 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ微粒１２包

4987306047495 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ微粒２４包

4987306047594 大正製薬 パブロンＳゴールドＷ錠　９０錠限定品

4987306047631 大正製薬 パブロンＳゴールド　４５錠

4987306047648 大正製薬 パブロンＳゴールド　６５錠

4987306047655 大正製薬 パブロンＳゴールド　９０錠

4987306047679 大正製薬 パブロンＳゴールド　微粒　６包

4987306047686 大正製薬 パブロンＳゴールド　微粒　１０包

4987306048232 大正製薬 パブロンＳα錠　７０錠

4987306048249 大正製薬 パブロンＳα錠　１３０錠

4987306048256 大正製薬 パブロンＳα微粒２４包

4987306052253 大正製薬 パブロンＳ　１６包

4987306052390 大正製薬 パブロンＳ錠　１６０錠（Ｑ）

4987316012308 佐藤製薬 ストナプラスジェル２　１２ｃｐ

4987316013572 佐藤製薬 ストナデイタイム　１０包

4987316013589 佐藤製薬 ストナデイタイム　　　　　　　　　　　　１６包

4987316014432 佐藤製薬 ストナプラスジェル２　４８ＣＰ

4987336757180 小林薬品工業 ヒストルミン　１５０錠（Ｎ）

4987336763488 小林薬品工業 ビタクール錠ＤＸ　４８錠

4987336763501 小林薬品工業 ビタクール錠ＤＸ　１２５錠

4987336763624 小林薬品工業 ブルミン　１５０錠

4987336766519 小林薬品工業 ビタクール錠ＤＸ　４８錠

0000049675023 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬ錠　３０錠

0000049675047 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰ錠　３０錠

0000049675320 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプラスＴ　３０Ｔ

0000049675337 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプラスＴ　３６Ｔ

0000049675351 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプラスＴ　３０Ｔ

4903301036234 ライオン バファリンかぜＥＸ錠　１８錠

4903301036432 ライオン バファリンかぜＥＸ錠　４５錠

4954391105270 米田薬品工業 新スカイブブロンゴールド微粒　４４包

4962307160428 協和薬品工業 新ビタハイヤープラスＥＸ錠　３０錠

4962307160435 協和薬品工業 新ビタハイヤープラスＥＸ錠　４５錠

4987067254309 興和新薬 コルゲンＩＢ錠ＴＸα　２７錠

4987067254408 興和新薬 コルゲンＩＢ錠ＴＸα　４５錠

4987067266302 興和新薬 コルゲンＩＢ透明カプセル　１８Ｐ

4987067825301 興和新薬 コルゲンＩＢ透明カプセルα　３０Ｐ

4987087035865 塩野義製薬 パイロン溶かして飲むかぜ薬　６包

4987087039894 塩野義製薬 パイロンハイＥＸ　３６錠

4987107609182 第一三共ヘルスケア ルルアタックＥＸ　１２Ｔ

4987107609199 第一三共ヘルスケア ルルアタックＥＸ　１８Ｔ

4987107609205 第一三共ヘルスケア ルルアタックＥＸ　２４Ｔ

4987107609212 第一三共ヘルスケア ルルアタックＥＸ　６Ｈ

4987107609229 第一三共ヘルスケア ルルアタックＥＸ　１２Ｈ
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4987107614681 第一三共ヘルスケア プレコール持続性カプセル　１２ｐ

4987107614698 第一三共ヘルスケア プレコール持続性カプセル　２４ｐ

4987107614704 第一三共ヘルスケア プレコール持続性カプセル　３６ｐ

4987107621498 第一三共ヘルスケア ルルアタックＦｘａ　１２錠

4987107621504 第一三共ヘルスケア ルルアタックＦｘａ　１８錠

4987107621511 第一三共ヘルスケア ルルアタックＦｘａ　２４錠

4987107622013 第一三共ヘルスケア カコナールゴールドＵＰ錠　２７錠（Ｎ）

4987107622020 第一三共ヘルスケア カコナールゴールドＵＰ錠　４５錠（Ｎ）

4987107624024 第一三共ヘルスケア ルルアタックＴＲ　１２Ｐ

4987107624031 第一三共ヘルスケア ルルアタックＴＲ　２４Ｐ

4987107626783 第一三共ヘルスケア ルルアタックＣＸ　１２錠

4987107626790 第一三共ヘルスケア ルルアタックＣＸ　１８錠

4987107626806 第一三共ヘルスケア ルルアタックＣＸ　２４錠

4987107627353 第一三共ヘルスケア プレコールＣＲ持続性錠　１２錠

4987107627360 第一三共ヘルスケア プレコールＣＲ持続性錠　２４錠

4987123144773 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬ　１８錠

4987123144858 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬ　３０錠

4987123144865 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬ錠　４５錠

4987123145732 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰ　１８ＣＰ

4987123145749 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰ　３０ＣＰ

4987123145763 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰ錠　４５錠

4987123700771 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプラスＨ６Ｔ＊３

4987123700788 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプラスＨ６Ｔ＊５

4987123700801 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプラスＴ　４５Ｔ

4987123700818 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプラスＨ６Ｔ＊３

4987123700825 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプラスＨ６Ｔ＊５

4987123700849 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプラスＴ　６０Ｔ

4987123700856 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプラスＨ６Ｔ＊３

4987123700863 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプラスＨ６Ｔ＊５

4987123700887 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプラスＴ　４５Ｔ

4987241113026 ロート製薬 新ユアＥＸゴールド　３０ＣＰ

4987246601818 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜＥＸ　１０Ｐ

4987246601825 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜＥＸ　２０Ｐ

4987246602259 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜＥＸ持続性　１２Ｐ

4987246602266 グラクソ・スミスクライン 新コンタックかぜＥＸ持続性　２４Ｐ

4987300032015 エスエス製薬 エスタックイブ　　　４５錠

4987300033715 エスエス製薬 エスタックイブ　顆粒　１４包

4987300054307 エスエス製薬 新エスタックゴールド　６０錠

4987300055403 エスエス製薬 エスタックイブファイン　３０錠　　

4987300055410 エスエス製薬 エスタックイブファイン　４５錠

4987300055502 エスエス製薬 エスタックイブファイン顆粒　１０包

4987300058909 エスエス製薬 エスタックイブＮＴ　１８錠

4987300059005 エスエス製薬 エスタックイブファインＥＸ　１２錠

4987300059012 エスエス製薬 エスタックイブファインＥＸ　２４錠

4987300063002 エスエス製薬 エスタックイブＴＴ　１２錠

4987300063019 エスエス製薬 エスタックイブＴＴ　２４錠

4987300068007 エスエス製薬 エスタックＥＸネオ　１２錠

4987300069011 エスエス製薬 エスタックＥＸネオ　２４錠

4987305115935 全薬工業 ジキニン錠エースＩＰ　２７錠

4987305115942 全薬工業 ジキニン錠エースＩＰ　４５錠

4987305116031 全薬工業 ジキニン顆粒ＩＰ　６包

4987306045378 大正製薬 パブロン５０　４８錠

4987306045941 大正製薬 パブロンエースＰｒｏ　１８錠



商品コード メーカー 商品名

4987306045965 大正製薬 パブロンエースＰｒｏ　３６錠

4987306045989 大正製薬 パブロンエースＰｒｏ　６包

4987306046009 大正製薬 パブロンエースＰｒｏ　１２包

4987306046115 大正製薬 パブロンＡＧ　４５錠

4987306046177 大正製薬 パブロンエース顆粒　１０包

4987306046283 大正製薬 パブロンエース　３０錠

4987306046290 大正製薬 パブロンエース　４５錠

4987306048041 大正製薬 パブロンメディカルＴ　１８錠

4987306048058 大正製薬 パブロンメディカルＴ　３０錠

4987306048416 大正製薬 パブロンエースＡＸ錠　１８錠　　　　　　

4987306048423 大正製薬 パブロンエースＡＸ錠　３６錠　　　　　

4987306048454 大正製薬 パブロンエースＡＸ微粒　６包　

4987306048461 大正製薬 パブロンエースＡＸ微粒　１２包　　　

4987306053724 大正製薬 パブロンメディカルＣ　１８錠

4987306053731 大正製薬 パブロンメディカルＣ　３０錠

4987306053748 大正製薬 パブロンメディカルＮ　１８錠

4987306053755 大正製薬 パブロンメディカルＮ　３０錠

4987306067172 大正製薬 持続性パブロン錠　１８錠

4987306067189 大正製薬 持続性パブロン錠　３０錠

4987316013473 佐藤製薬 ストナアイビー　２４錠

4987316014579 佐藤製薬 ストナアイビージェルＳ　１８ｃｐ

4987316014593 佐藤製薬 ストナプラスジェルＳ　１８ＣＰ

4987316014722 佐藤製薬 ストナジェルサイナスＥＸ　１８ＣＰ

4987316014753 佐藤製薬 ストナプラスジェルＥＸ　１２ＣＰ

4987316014784 佐藤製薬 ストナアイビージェルＥＸ　１２ＣＰ

4987336301222 小林薬品工業 新ヒストミンカプセルＳ　６ＣＰ

4987336752130 小林薬品工業 ビタクールＶ　４５錠（Ｎ）

4987336755230 小林薬品工業 ビタクール錠ハイ　４５錠

4987336759337 小林薬品工業 ビタクール錠ハイ　２４錠

4987336764973 小林薬品工業 ブルミンエース顆粒Ｇ　１２包

4987336765925 小林薬品工業 ビタクール錠ハイプラス　２４錠

4987336765963 小林薬品工業 ビタクール錠ハイプラス　４５錠

4987336766137 小林薬品工業 ヒストミンＶ　４５錠

4987336766205 小林薬品工業 ヒストミンＶ　４５錠

4987336767479 小林薬品工業 ブルミンゴールドＶ微粒　４４包

4987343084415 皇漢堂製薬 総合かぜ薬Ａ「クニヒロ」ＰＴＰ２４錠

4987438328547 ジェーピーエス製薬 リクレス　かぜＥＶ錠　４５錠　（Ｎ）

4987904100097 シオノギヘルスケア パイロン　ＰＬ顆粒　１２包

4987904100332 シオノギヘルスケア パイロンＰＬ顆粒　２４包

4987904100479 シオノギヘルスケア パイロンＰＬ錠　２４錠

4987904100486 シオノギヘルスケア パイロンＰＬ錠　４８錠

4987904100790 シオノギヘルスケア パイロンｐｌゴールド　１８錠

4987904100806 シオノギヘルスケア パイロンｐｌゴールド　３０錠

4987904100998 シオノギヘルスケア パイロンＰＬ顆粒Ｐｒｏ　１２包

4987910710648 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプレミアム　１２錠

4987910710655 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプレミアム　２４錠

4987910710723 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプレミアム　１２錠

4987910710730 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプレミアム　２４錠

4987910710747 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプレミアム　１２錠

4987910710754 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプレミアム　２４錠

4987910710761 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプレミアム錠　３０錠

4987910710778 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＳプレミアム錠　４５錠

4987910710785 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプレミアム錠　３０錠



商品コード メーカー 商品名

4987910710792 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＬプレミアム錠　４５錠

4987910710808 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプレミアム錠　３０錠

4987910710815 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックＩＰプレミアム錠　４５錠

4961248009117 三宝製薬 ロン三宝ＩＰ顆粒ＥＸ　１６包

4974042203148 滋賀県製薬 葛根湯エキス顆粒ＭＸ　３０包

4974042203346 滋賀県製薬 葛根湯液ＥＸ２　４５ｍｌ＊２　（Ｎ）

4974042300762 滋賀県製薬 葛根湯液ＥＸ２　４５ｍｌ×２

4987040055213 カイゲン 改源　（シン）　２６包

4987040055220 カイゲン 改源　（シン）　６０包

4987045068072 クラシエ薬品 クラシエ薬品　葛根湯エキスＥＸ錠　９６錠

4987045068126 クラシエ薬品 葛根湯エキス錠クラシエ　６０錠

4987045068133 クラシエ薬品 葛根湯エキス錠クラシエ　１２０錠

4987045068232 クラシエ薬品 クラシエ　葛根湯エキス顆粒Ｓ　１５包

4987045068249 クラシエ薬品 クラシエ　葛根湯エキス顆粒Ｓ　３２包

4987045068423 クラシエ薬品 葛根湯エキス顆粒Ａクラシエ　１０包

4987045069277 クラシエ薬品 クラシエ　葛根湯エキス顆粒Ｓ　１２包

4987045069307 クラシエ薬品 クラシエ　葛根湯エキス顆粒Ｓ　３０包

4987045183591 クラシエ薬品 クラシエ　葛根湯液Ⅱ　２本

4987067245208 興和新薬 コルゲン液体かぜ薬　３０ｍｌ＊３

4987076625602 阪本漢法製薬 阪本漢方の葛根湯エキス顆粒　２１包

4987076625657 阪本漢法製薬 阪本漢方の葛根湯エキス顆粒　１２包

4987076627347 阪本漢法製薬 阪本漢方の麻黄湯顆粒満量　９包

4987107604972 第一三共ヘルスケア カコナール２　４５ｍｌ＊２

4987107604989 第一三共ヘルスケア カコナール２　４５ｍｌ＊４

4987107604996 第一三共ヘルスケア カコナール内服液　３０ｍｌ＊３

4987107612441 第一三共ヘルスケア カコナール２はちみつジンジャーフレーバー　２本

4987107612830 第一三共ヘルスケア カコナール２はちみつジンジャーフレーバー４本

4987138322043 ツムラ ツムラ漢方内服液　葛根湯　３０ｍｌ＊３本

4987138322074 ツムラ ツムラ漢方内服液　麻黄湯　３０ｍｌ＊３本

4987138481269 ツムラ ツムラ漢方　麻黄湯エキス顆粒　８包

4987138481337 ツムラ 葛根湯エキス顆粒Ａ　８包

4987138481344 ツムラ ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒Ａ　１６包

4987174721015 日本臓器製薬 コフト顆粒　１２包

4987305114433 全薬工業 ジキニンＣ　　２２包

4987306047662 大正製薬 パブロンＳゴールド微粒　１５包

4987438310528 ジェーピーエス製薬 ラベリン葛根湯内服液　３０ｍｌ＊３　（Ｎ）

4987438064742 ジェーピーエス製薬 麻黄湯エキス錠　６３錠

4987028106456 エーザイ アストフィリンＳ　４５錠

4987060005700 杏林製薬 クールワン去たんソフトカプセル　２４Ｐ

4987060007858 杏林製薬 クールワン去たんソフトカプセル　２４Ｐ

4987060007865 杏林製薬 クールワンせき止めＧＸ　２４錠

4987060008282 杏林製薬 クールワン　せき止めＧＸ液　１２０ｍｌ

4987067281800 興和新薬 新コルゲン咳止め透明カプセル　１８Ｐ

4987067281909 興和新薬 新コルゲン咳止め透明カプセル　３６Ｐ

4987072054673 小林製薬 のどぬーる鎮痛カプセルａ　１８カプセル

4987072062876 小林製薬 のどぬーるシリーズ　イントウェル内服カプセル１８錠

4987107611956 第一三共ヘルスケア プレコール持続性せき止めカプセル　１０ｃｐ

4987107618139 第一三共ヘルスケア プレコール持続性せき止めカプセル　２０Ｐ

4987123143165 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックせきどめ錠　３６錠

4987123700283 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックせき止め液　１回量のみ切１０ｍｌ＊３

4987123700290 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックせき止め液　１回量のみ切１０ｍｌ＊６

4987156211541 常盤薬品工業 南天のど飴　５４錠　缶

4987156211572 常盤薬品工業 南天のど飴Ｕ　５４錠　缶



商品コード メーカー 商品名

4987246602112 グラクソ・スミスクライン 新コンタックせき止めダブル持続性　１２Ｐ

4987246602129 グラクソ・スミスクライン 新コンタックせき止めダブル持続性　２４Ｐ

4987300010921 エスエス製薬 エスエスブロン錠　８４錠

4987300046005 エスエス製薬 新ブロン液エース　１２０ｍｌ

4987300053713 エスエス製薬 新ブロン錠エース　３６錠

4987300053720 エスエス製薬 新ブロン錠エース　６０錠

4987301267003 小太郎漢方製薬 一風飲　咳止め　９６ｍｌ

4987306002319 大正製薬 アスクロン　２４包

4987306046689 大正製薬 パブロンせき止め液　１２０ｍｌ

4987306047129 大正製薬 新パブロンせき止め液　１２０ｍｌ

4987306051539 大正製薬 パブロンＳ咳止め　１２カプセル

4987306051546 大正製薬 パブロン　せき止め　２４ＣＰ

4987313551350 アスゲン製薬 喘妙散Ａ　１６包

4987313551374 アスゲン製薬 喘妙せき止め散　１６包（Ｎ）

4987313552357 アスゲン製薬 喘妙錠Ａ　６４錠

4987313552371 アスゲン製薬 喘妙せきどめ錠　６４錠（Ｎ）

4987313555129 アスゲン製薬 喘妙シロップ　６０ｍｌ

4987313555136 アスゲン製薬 喘妙シロップ　６０ｍｌ（Ｎ）

4987316012766 佐藤製薬 ストナ去たんカプセル　３６ＣＰ

4987316012827 佐藤製薬 ストナ去たんカプセル　１８Ｐ　

4987316017013 佐藤製薬 新トニン咳止め液　６０ＭＬ

4987316017259 佐藤製薬 トニン咳どめ液Ｄ　１２０ＭＬ

4987336751461 小林薬品工業 小林　ビタクールせき止め液　１２０ＭＬ

4987336762290 小林薬品工業 ビタコールせきどめ錠　２４錠（Ｎ）

4987336762313 小林薬品工業 ビタコールせきどめ錠　４８錠（Ｎ）

4987336766595 小林薬品工業 ビタコールせき止め錠　２４錠（Ｎ）

4987336766618 小林薬品工業 ビタコールせき止め錠　４８錠（Ｎ）

4987336766779 小林薬品工業 アナロンせき止めシロップ　１２０ｍｌ　（Ｎ）

4987402030605 大昭製薬 エフストリン　３０錠（Ｎ）

4987402034702 大昭製薬 せき止め液１回量飲みきりタイプ１０ｍｌ＊３Ｂ（Ｎ）

4987402318000 大昭製薬 エフストリンＫ　１２包（Ｎ）

4987402352004 大昭製薬 エフストリン液Ｗ　６０ＭＬ　（Ｎ）

4987441191886 平坂製薬 コーフパウダー　２７包

4987469224047 福地製薬 コフジススーパー　４０Ｔ　

4987904100974 シオノギヘルスケア メジコンせき止め錠Ｐｒｏ　２０錠

4987910710037 アリナミン製薬株式会社 アネトン　せき止め液　１００ＭＬ

4987910710044 アリナミン製薬株式会社 アネトン　せき止め錠　４８錠

4961248006093 三宝製薬 ベリコデせきどめ顆粒　１８包

4987403216022 日野薬品工業 コデジールＧ顆粒　２０包

4987438064872 ジェーピーエス製薬 麻杏甘石湯エキス錠　４８錠

4987438074826 ジェーピーエス製薬 麻杏甘石湯　１２包

4975979101248 日新薬品工業 ノドロップコフ（ペパーミント味）２４粒（Ｎ）

4987107047069 第一三共ヘルスケア 第一　ペラックスイート　ブルーベリーＳ　２４粒

4987107047076 第一三共ヘルスケア 第一　ペラックスイート　パインＳ　２４粒

4987107047083 第一三共ヘルスケア 第一　ペラックスイート　ライムＳ　２４粒

4987107613158 第一三共ヘルスケア ルルメディカルドロップ　はちみつレモン２０粒

4987107613165 第一三共ヘルスケア ルルメディカルドロップ　オレンジ２０粒

4987107613172 第一三共ヘルスケア ルルメディカルドロップ　グレープ２０粒

4987156211602 常盤薬品工業 南天のど飴　２２錠　

4987156211664 常盤薬品工業 南天のど飴　はつみつ梅　２２錠　

4987156211947 常盤薬品工業 南天のど飴はちみつ柚子　２２錠

4987156212012 常盤薬品工業 南天のど飴　ぶどう　２２錠

4987156212135 常盤薬品工業 南天のど飴　２２錠　ハローキティ



商品コード メーカー 商品名

4987156212524 常盤薬品工業 トキワ南天のど飴　５４錠　ハローキティ企画品

4987156212586 常盤薬品工業 トキワ南天のど飴　２２錠　ハローキティ企画品

4987156212777 常盤薬品工業 南天のど飴　ハローキティ企画品　２２錠

4987156212807 常盤薬品工業 南天のど飴Ｕ　ハローキティ企画品　２２錠

4987156212838 常盤薬品工業 南天のど飴Ｙ　ハローキティ企画品　２２錠

4987156212869 常盤薬品工業 南天のど飴Ｇ　ハローキティ企画品　２２錠

4987156213118 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつ梅風味２２錠

4987156213149 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつ柚子風味２２錠

4987156213170 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつぶどう風味２２錠

4987156213200 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつりんご風味２２錠

4987156213231 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつパイナップル２２錠

4987156213262 常盤薬品工業 南天のど飴ハローキティ　はちみつりんご風味５４錠

4987206010445 浅田飴 浅田飴せき止め（オレンジ）　３６錠

4987206033352 浅田飴 浅田飴ニッキＳ（シュガーレス）５０錠

4987206033369 浅田飴 浅田飴クールＳ（シュガーレス）５０錠

4987206033376 浅田飴 浅田飴パッションＳ（シュガーレス）５０錠

4987206394361 浅田飴 浅田飴子供せきどめドロップぶどう３０錠

4987206394378 浅田飴 浅田飴子供せきどめドロップいちご３０錠

0000045198625 大鵬薬品工業 ピタスせきトローチ　１２個入

4975979310640 日新薬品工業 コデミンＧトローチ　２４錠（Ｎ）

4987123139588 アリナミン製薬株式会社 ベンザブロックトローチ　２４錠

4987306055179 大正製薬 ヴィックスメディカルトローチ　２４錠

4987402307004 大昭製薬 エフストリントローチ　２４錠（Ｎ）

4987067202805 興和新薬 コルゲン鼻炎フィルムクール９枚

4987067204304 興和新薬 コルゲン鼻炎フィルムクール１８枚

4987067288700 興和新薬 コルゲン鼻炎ジェルカプセル　１２Ｐ

4987067288809 興和新薬 コルゲン鼻炎ジェルカプセル　２４Ｐ

4987067289004 興和新薬 コルゲン鼻炎ソフトミニカプセル　３６Ｐ

4987067297702 興和新薬 コルゲン鼻炎ジェルカプセルα　４８Ｃ

4987067297801 興和新薬 コルゲン鼻炎ジェルカプセルα　２４Ｃ

4987067299201 興和新薬 コルゲン鼻炎フィルムα　９枚

4987067299508 興和新薬 コルゲン鼻炎フィルムα　１８枚

4987123701587 アリナミン製薬株式会社 アネトン　アルメディ鼻炎錠　４５錠

4987123701594 アリナミン製薬株式会社 アネトンアルメディ鼻炎錠　９０錠

4987138481245 ツムラ ツムラ漢方　小青竜湯エキス顆粒　８包

4987138481313 ツムラ ツムラ漢方葛根湯加川キュウ辛夷エキス顆粒８包

4987241123179 ロート製薬 アルガード鼻炎クールアップＥＸ　１５錠

4987241134236 ロート製薬 アルガード鼻炎内服薬ＺⅡ　１０ｃｐ

4987241134243 ロート製薬 アルガード鼻炎内服薬ＺⅡ　２０ｃｐ

4987241145072 ロート製薬 ロートアルガードクイックチュアブル　１５錠

4987241156757 ロート製薬 アルガード鼻炎内服薬ゴールドＺ　１０ＣＰ

4987300040713 エスエス製薬 エスタック鼻炎ソフト　ニスキャップ２４ｐ

4987306047921 大正製薬 クラリチンＥＸ　２８錠

4987306048362 大正製薬 パブロン鼻炎速溶錠ＥＸ　２４錠

4987306048379 大正製薬 パブロン鼻炎速溶錠ＥＸ　４８錠

4987306048409 大正製薬 クラリチンＥＸ　ＯＤ錠　１０錠

4987306049963 大正製薬 クラリチンＥＸ　２８錠

4987316012865 佐藤製薬 ストナリニ・サット　１２錠

4987343922342 皇漢堂製薬 鼻炎薬Ａ　クニヒロ　４８錠

4987343922359 皇漢堂製薬 鼻炎薬Ａ　クニヒロ　９６錠

4962307180846 協和薬品工業 スルーロンＡＬソフトカプセル　２４Ｐ

4987028129134 エーザイ スカイナー　ＡＬ錠　２４錠

4987028129141 エーザイ スカイナー　ＡＬ錠　４８錠



商品コード メーカー 商品名

4987123145275 アリナミン製薬株式会社 ベンザ鼻炎薬α１日２回タイプ　１２錠

4987128222117 田辺三菱製薬 タリオンＡＲ　１０錠　（要指導）

4987188166062 久光製薬 アレグラＦＸ　５６錠

4987246601733 グラクソ・スミスクライン コンタック６００Ｆｉｒｓｔ　１０Ｐ

4987246601832 グラクソ・スミスクライン コンタック鼻炎Ｚ　１０錠（１類）

4987246602075 グラクソ・スミスクライン 新コンタック６００プラス　２０Ｐ

4987246602082 グラクソ・スミスクライン 新コンタック６００プラス　４０Ｐ

4987300056608 エスエス製薬 エスタック鼻炎カプセル１２　２０Ｐ

4987300056615 エスエス製薬 エスタック鼻炎カプセル１２　４０Ｐ

4987306045897 大正製薬 パブロン鼻炎カプセルＳアルファ　２４ＣＰ

4987306045903 大正製薬 パブロン鼻炎カプセルＳアルファ　４８ＣＰ

4987316012377 佐藤製薬 ストナリニＳ　１８錠

4987316012384 佐藤製薬 ストナリニＳ　２４錠

4987316014395 佐藤製薬 ストナリニＺ　１０Ｔ

4987336765628 小林薬品工業 ヒストミン鼻炎ＦＸ　１４錠

4987343083746 皇漢堂製薬 アレルビ　２８錠

4987343083760 皇漢堂製薬 アレルビ　５６錠

4987426002718 池田模範堂 ムヒＤＣ速溶錠　１２錠

4987443323407 ノバルティスファーマ ザジテンＡＬ鼻炎カプセル　１０Ｐ　

4987774596853 第一三共ヘルスケア プレコール持続性鼻炎カプセルＬ　２０Ｐ

4987774596877 第一三共ヘルスケア プレコール持続性鼻炎カプセルＬ　３０Ｐ

4987067816606 興和新薬 エバステルＡＬ　６錠

4987067816705 興和新薬 エバステルＡＬ　１２錠

4987188166031 久光製薬 アレグラＦＸ　１４錠

4987188166048 久光製薬 アレグラＦＸ　２８錠

4987246601986 グラクソ・スミスクライン コンタック鼻炎Ｚ　１４Ｔ

4987246602341 グラクソ・スミスクライン 新コンタック鼻炎Ｚ　１６錠

4987246602358 グラクソ・スミスクライン 新コンタック鼻炎Ｚ　３２錠

4987300057506 エスエス製薬 アレジオン１０　６錠　（１類）

4987300057513 エスエス製薬 アレジオン１０　１２錠　（１類）

4987300060001 エスエス製薬 アレジオン２０　６錠

4987300060018 エスエス製薬 アレジオン２０　１２錠

4987300060063 エスエス製薬 アレジオン２０　２４錠

4987306048386 大正製薬 クラリチンＥＸ　７錠

4987306048393 大正製薬 クラリチンＥＸ　１４錠

4987316014449 佐藤製薬 ストナリニＺ　１４Ｔ

4987336764881 小林薬品工業 ナブルシオン１０　１０錠

4544630070720 京都薬品ヘルスケア ナーベルスプレー（Ｎ）　１５ｍｌ

4975979100821 日新薬品工業 フレッシュ「タイヨー」点鼻薬　３０ＭＬ　（Ｎ）

4987037761271 奥田製薬 ケナリス点鼻薬　３０ｍｌ

4987037761530 奥田製薬 エメロットＳＴ点鼻薬　１０ｍｌ

4987040053097 カイゲン カイゲン点鼻スプレー　３０ｍｌ

4987081458325 第一三共ヘルスケア シン　ルルテンビヤク　１６ｍｌ

4987107615640 第一三共ヘルスケア エージーノーズ　アレルカットＳ　１５ｍｌ

4987107615657 第一三共ヘルスケア エージーノーズアレルカットＳ　３０ｍｌ

4987107615664 第一三共ヘルスケア エージーノーズ　アレルカットＣ　１５ｍｌ

4987107615671 第一三共ヘルスケア エージーノーズアレルカットＣ　３０ｍｌ

4987107615688 第一三共ヘルスケア エージーノーズ　アレルカットＭ　１５ｍｌ

4987123145268 アリナミン製薬株式会社 ベンザ鼻炎スプレー　１４ｍｌ

4987123701600 アリナミン製薬株式会社 コールタイジン点鼻液ａ　１５ｍｌ

4987241100200 ロート製薬 アルガード鼻炎クール　スプレーＡ　１５ｍｌ

4987246602204 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻薬　８ｍｌ（要指導）

4987306045729 大正製薬 パブロン鼻炎アタックＪＬ季節アレルギー専用８．５ｇ



商品コード メーカー 商品名

4987306045804 大正製薬 パブロン点鼻ＥＸ　１５ｍｌ

4987306047105 大正製薬 パブロン鼻炎アタック　８．５ｇ

4987306047150 大正製薬 パブロン点鼻　３０ｍｌ

4987306047167 大正製薬 パブロン点鼻クイック　１５ｍｌ

4987316018713 佐藤製薬 ナザールＡＲ　１０ｍｌ　　　

4987316018737 佐藤製薬 ナザールαＡＲ　１０ｍｌ

4987316018744 佐藤製薬 ナザールαＡＲ０．１％　１０ｍｌ

4987316018775 佐藤製薬 ナザールスプレー　ポンプ　３０ｍｌ

4987316018782 佐藤製薬 ナザールスプレーラベンダーポンプ　３０ｍｌ

4987316019000 佐藤製薬 ナシビンＭスプレー　８ｍｌ　

4987336760425 小林薬品工業 ビタクール点鼻薬Ｚ　２０ｍｌ

4987336763983 小林薬品工業 ビタクール点鼻薬ＤＸ　１５ｍｌ

4987443340190 ノバルティスファーマ ザジテンＡＬ鼻炎スプレーα　７ｍｌ

4903301233565 ライオン キッズバファリンかぜシロップ　いちご　１２０ｍｌ

4903301233596 ライオン キッズバファリンかぜシロップ　ピーチ　１２０ｍｌ

4962307162248 協和薬品工業 こどもかぜ薬　顆粒１２包

4987024113083 宇津救命丸 宇津こども　かぜ薬ＡⅡ　１２包

4987024123075 宇津救命丸 宇津ジュニアかぜ薬Ａ　６５錠

4987024123082 宇津救命丸 宇津こどもかぜ薬ＣⅡ　１２包

4987024124065 宇津救命丸 宇津こども鼻炎シロップＡ　１２０ｍｌ

4987107604941 第一三共ヘルスケア カコナールこどもカゼシロップ　１２０ｍｌ

4987192002417 樋屋製薬 桶屋こども総合かぜ薬Ｍ　１０包

4987192003018 樋屋製薬 こどもかぜシロップ　リラックマ　９６ｍｌ

4987305116413 全薬工業 小児用ジキニンシロップ　３０ｍｌ

4987306047723 大正製薬 パブロンキッズかぜ錠　４０錠

4987306047730 大正製薬 パブロンキッズかぜ微粒　１２包

4987306047761 大正製薬 パブロンキッズかぜシロップ　１２０ｍｌ

4987336757364 小林薬品工業 小児用ヒストルミンかぜシロップ３０ｍｌ（Ｎ）

4987426001940 池田模範堂 ムヒのこどもかぜ顆粒　１２包

4987426002329 池田模範堂 ムヒのこども解熱鎮痛顆粒　８包

4903301233619 ライオン キッズバファリンせきどめシロップ　いちご　１２０ｍ

4987045182723 クラシエ薬品 クラシエ薬品こども咳止め漢方ゼリー　６包

4987192002448 樋屋製薬 ヒヤこどもせきどめチュアブル　２４錠

4987192003087 樋屋製薬 ヒヤこどもせきシロップＮリラックマ　９６ｍｌ

4903301233633 ライオン キッズバファリン鼻炎シロップ　いちご　１２０ｍｌ

4987024981101 宇津救命丸 宇津こども鼻炎顆粒　１２包

4987188166055 久光製薬 アレグラＦＸジュニア　１６錠

4987306051829 大正製薬 こどもパブロン坐薬　１０個

4987045054594 クラシエ薬品 クラシエ　麻黄湯エキス顆粒　１０包

4987045068157 クラシエ薬品 葛根湯エキス錠　クラシエ　３６錠

4987045068171 クラシエ薬品 クラシエ薬品　小青竜湯エキスＥＸ錠　７２錠

4987045068430 クラシエ薬品 小青竜湯エキス顆粒Ａクラシエ　１０包

4987045069192 クラシエ薬品 クラシエ薬品　葛根湯ＫＩＤＳ　９包

4987045181085 クラシエ薬品 クラシエ薬品　麻黄湯エキスＥＸ錠クラシエ　３６錠

4987045183539 クラシエ薬品 クラシエ薬品　葛根湯クイック　９包

4987241169986 ロート製薬 清風散　１２包

4987316011257 佐藤製薬 サトウ葛根湯顆粒　満量処方　１０包

4987336765826 小林薬品工業 アトラスミン葛根湯液　３０ｍｌ＊３本

4987336766021 小林薬品工業 アトラスミン葛根湯液　３０ｍｌ×６

4987438010503 ジェーピーエス製薬 葛根湯液　１Ｂ

4987103049029 ゼリア新薬工業 ゼリア地竜エキス顆粒９包

4903301010944 ライオン バファリンＡ　　８０錠

4903301010968 ライオン バファリンＡ　　４０錠



商品コード メーカー 商品名

4903301010975 ライオン バファリンＡ　　２０錠

4903301269526 ライオン バファリンライト　２０錠

4987306041134 大正製薬 ナロンメディカル　１６錠

4987306041141 大正製薬 ナロンメディカル　２４錠

4987316024028 佐藤製薬 バイエルンアスピリン　１０錠

4987316024035 佐藤製薬 バイエルアスピリン　３０錠

4987336760739 小林薬品工業 メディペイン　２４錠

4987360035025 内外薬品 ケロリン　１２Ｈ

4987360035032 内外薬品 ケロリン　２８包

4987360035049 内外薬品 ケロリン　６４Ｈ

4969889001002 中央薬品 ズバリ　８Ｈ

4969889005000 中央薬品 ズバリ　１６Ｈ

4975687001229 ノーエチ薬品 ノーエチＷ　２０包

4987009101517 アラクス ノーシン　２０包

4987009101524 アラクス ノーシン　４０包

4987009101531 アラクス ノーシン　８０包

4987009101548 アラクス ノーシン　１００包

4987009106024 アラクス ノーシン．ホワイト　サイリュウ

4987009111332 アラクス ノーシン錠　　３２錠

4987009111417 アラクス 小中学生ノーシンピュア　１２錠

4987009116023 アラクス ノーシン・ホワイト　３６錠

4987087022254 塩野義製薬 新　セデス錠　２０Ｔ

4987087022261 塩野義製薬 新　セデス錠　４０Ｔ

4987087035469 塩野義製薬 新セデス錠　６０錠

4987087041309 塩野義製薬 新セデス錠　８０錠

4987123701709 アリナミン製薬株式会社 タイレノールＡ　１０錠

4987123701716 アリナミン製薬株式会社 タイレノールＡ　２０錠

4987239155113 米田薬品 ポパドン　Ａ　２４錠

4987306040779 大正製薬 ナロン錠　２４錠

4987306040786 大正製薬 ナロン錠　４８錠

4987306040816 大正製薬 ナロン顆粒　１２包

4987306040823 大正製薬 ナロン顆粒　２４包

4987307000208 中外医薬生産 スカッタリン　１８０錠

4987316032948 佐藤製薬 リングルＮ　２０錠

4987336761866 小林薬品工業 アイユニー　３６錠　（Ｎ）

4987336769060 小林薬品工業 アイユニーピュア　３６錠　（Ｎ）

4987343084019 皇漢堂製薬 アセトアミノフェン錠クニヒロ　２０錠

4987441201936 平坂製薬 ヘデク　パウダー　６５包

0000049243697 エスエス製薬 イブＡ錠　２４錠

0000049243710 エスエス製薬 イブＡ錠　４８錠

4903301259220 ライオン バファリンルナｉ　１０錠企画品

4987009111042 アラクス ノーシンピュア　８４錠

4987009111615 アラクス ノーシンアイ頭痛薬　２４錠

4987300028483 エスエス製薬 イブＡ錠　６０錠

4987300054918 エスエス製薬 イブＡ　　２４錠　限定パッケージＰ

4987300054925 エスエス製薬 イブＡ　２４錠　限定パッケージＢ

4987300054956 エスエス製薬 イブＡ　６０錠×２

4987300054963 エスエス製薬 イブＡ　限定パッケージピンク　６０錠

4987300054970 エスエス製薬 イブＡ　限定パッケージパープル　６０錠

4987300058817 エスエス製薬 イブクイックＤＸ　２０錠

4987300058824 エスエス製薬 イブクイックＤＸ　４０錠

4987300064009 エスエス製薬 イブメルト　８Ｔ　８錠

4987300064016 エスエス製薬 イブメルト企画品　８錠



商品コード メーカー 商品名

4987306040724 大正製薬 ナロンエース　　１６錠

4987306040731 大正製薬 ナロンエース　　２４錠

4987306040748 大正製薬 ナロンエース　　４０錠

4987306040762 大正製薬 ナロンエース　８０錠

4987306040885 大正製薬 ナロンエースＴ　４８錠

4987306040892 大正製薬 ナロンエースＴ　８４錠

4987306040939 大正製薬 ナロンエースＴ　２４錠

4987306041219 大正製薬 ナロンエースロイヤル頭痛薬　２４錠

4987306041226 大正製薬 ナロンエースロイヤル頭痛薬　４８錠

4987316032801 佐藤製薬 リングルアイビー　１２カプセル

4987316032818 佐藤製薬 リングルアイビー　１８カプセル

4987316032825 佐藤製薬 リングルアイビー　３６カプセル

4987316032849 佐藤製薬 リングルアイビー２００　１２ｃｐ

4987316032856 佐藤製薬 リングルアイビー２００　２４ｃｐ

4987316032863 佐藤製薬 リングルアイビー錠２００　１２錠

4987316032887 佐藤製薬 リングルアイビー２００　３６ＣＰ

4987316032894 佐藤製薬 リングルアイビー錠２００　３６Ｔ

4987316032900 佐藤製薬 リングルアイビーアルファ２００　１２ＣＰ

4987316032917 佐藤製薬 リングルアイビーアルファ錠２００　１２Ｔ

4987316032924 佐藤製薬 リングルアイビーアルファ２００　２４ＣＰ

4987316032931 佐藤製薬 リングルアイビーアルファ２００　３６ＣＰ

4987336760753 小林薬品工業 メディペイン　４８錠

4987336768551 小林薬品工業 ユニペインＤＸ　２４錠

4987336768575 小林薬品工業 ユニペインＤＸ　４０錠

4987336769534 小林薬品工業 ユニペインプレミアム　２４錠

4987336769558 小林薬品工業 ユニペインプレミアム　６４錠

4987343084712 皇漢堂製薬 アダムＡ錠　１２０錠（Ｎ）

4987343084743 皇漢堂製薬 アダムＡ錠　１２０錠　　（Ｎ）

4987438323108 ジェーピーエス製薬 メリドンＥＶ錠　５０錠（Ｎ）

4987438323139 ジェーピーエス製薬 メリドンＥＶ錠　８０錠（Ｎ）

4987438323269 ジェーピーエス製薬 メリドンＩＢ　３０錠　（Ｎ）

4987438323276 ジェーピーエス製薬 メリドンＩＢ　６０錠　（Ｎ）

4903301235187 ライオン バファリンＥＸ　１０錠（１類）

4987107617668 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳプラス　１２錠　（１類）

4987107619006 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳプレミアム１２錠（１類）

4987107619013 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳプレミアム２４錠（１類）

4987107630025 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳクイック　１２錠　（１類）

4987192002066 樋屋製薬 キオフィーバー　１０個入

4987306040809 大正製薬 ロキソプロフェンＴ液　１０ｍｌ×６本（１類）

4987306041042 大正製薬 ナロンＬｏｘｙ　６錠（１類）

4987306041059 大正製薬 ナロンＬｏｘｙ　１２錠（１類）

4987343084910 皇漢堂製薬 ロキソプロフェン錠　クニヒロ　１２錠　（１類）

0000049675276 アリナミン製薬株式会社 フェリア　１２包

4903301169697 ライオン バファリンルナｉ　２０錠

4903301169703 ライオン バファリンルナｉ　４０錠

4903301169710 ライオン バファリンルナｉ　６０錠

4903301227427 ライオン バファリンルナｉ　ブルー　２０錠

4903301227434 ライオン バファリンルナｉ　シルバー　２０錠

4987009111264 アラクス ノーシン　ピュア　２４錠

4987009111288 アラクス ノーシン　ピュア　４８錠

4987009111493 アラクス ノーシンピュア　１６錠

4987067254200 興和新薬 エルペイン　１２錠

4987087034509 塩野義製薬 セデスキュア　３０錠



商品コード メーカー 商品名

4987174729011 日本臓器製薬 漢方ラックル顆粒　１４包

4987300058503 エスエス製薬 イブＡＥＸ　２０錠

4987300058510 エスエス製薬 イブＡＥＸ　４０錠

4987306041080 大正製薬 ナロンエースプラス　１６錠

4987306041097 大正製薬 ナロンエースプラス　３２錠

4903301011057 ライオン エキセドリンＡ　６０錠

4903301011064 ライオン エキセドリンＡ　４０錠

4987072008508 小林製薬 ハッキリエース　１５包

4987072008515 小林製薬 ハッキリエ－ス　３０包

4987072008522 小林製薬 ハッキリエース　６０包

4987072008539 小林製薬 ハッキリエース　９０包

4987107607225 第一三共ヘルスケア サリドンＷｉ　１０錠

4987107607232 第一三共ヘルスケア サリドンＷｉ　２０錠

4903301190929 ライオン バファリンプレミアム　２０錠

4903301190936 ライオン バファリンプレミアム　４０錠

4903301271994 ライオン バファリンプレミアム　６０錠

4903301303572 ライオン バファリンプレミアムＤＸ　２０錠

4903301303596 ライオン バファリンプレミアムＤＸ　４０錠

4903301316039 ライオン バファリンプレミアムＤＸ　６０錠

4987300052709 エスエス製薬 イブクイック　２０錠

4987300052716 エスエス製薬 イブクイック　４０錠

4987300052730 エスエス製薬 イブクイック　６０錠

4987300052785 エスエス製薬 イブクイック　４０錠２個パック

4987300058855 エスエス製薬 イブクイックＤＸ　６０錠

4987306040960 大正製薬 ナロンエースＲ　１６錠

4987306040977 大正製薬 ナロンエースＲ　３２錠

4987306041257 大正製薬 ナロンエースプレミアム　２４錠

4987306041271 大正製薬 ナロンエースプレミアム　１２錠

4987087022780 塩野義製薬 セデスハイ　１０錠

4987087022797 塩野義製薬 セデスハイ　　２０錠　

4987087035445 塩野義製薬 セデス　ハイ　４０錠

4987087036145 塩野義製薬 セデス　ハイＧ　６包

4987087041668 塩野義製薬 セデスハイＧ　１２包

4987195352274 第一三共ヘルスケア サリドンＡ　２０錠

4987067215607 興和新薬 コルゲン鎮痛解熱ＬＸα　１２錠　（１類）

4987107610867 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳ　　１２錠　　　　　（１類）

4903301250241 ライオン エキセドリンプラスＳ　２４錠

4987087031539 塩野義製薬 セデスＶ　１０錠　

4987087031546 塩野義製薬 セデスＶ　３０錠

4987087036121 塩野義製薬 セデス・ファースト　２０錠

4987087036138 塩野義製薬 セデス・ファースト　４０錠

4987087041040 塩野義製薬 ロコアップス錠　９錠

4987087041057 塩野義製薬 ロコアップス錠　３６錠

4987336760715 小林薬品工業 メディペイン　８錠

4987123702614 アリナミン製薬株式会社 ドキシン錠　１８錠　

4987123702621 アリナミン製薬株式会社 ドキシン錠　３６錠

4987316032979 佐藤製薬 ルミフェン　６錠

4987316032986 佐藤製薬 ルミフェン　１２錠

4903301233558 ライオン キッズバファリンシロップ　いちご　１２０ｍｌ

4903301241850 ライオン バファリンルナＪ　１２錠

4903301446682 ライオン バファリンＣ２（小児用）３２錠

4903301446699 ライオン 小児用バファリンＣ２　１６Ｔ

4903301818670 ライオン 小児用バファリンチュアブル　１２錠



商品コード メーカー 商品名

4987009111424 アラクス 小中学生ノーシンピュア　２４錠

4987210317066 摩耶堂製薬 雲仙錠　１９０錠

4987210329113 摩耶堂製薬 雲仙散　１６包

4987316032962 佐藤製薬 ルミフェン　１２Ｔ　（１類）

4544630070379 京都薬品ヘルスケア グッドナー錠　３６錠　（Ｎ）

4544630070386 京都薬品ヘルスケア グッドナー錠　７２錠　（Ｎ）

4544630070393 京都薬品ヘルスケア グッドナー顆粒　１２包　（Ｎ）

4544630070409 京都薬品ヘルスケア グッドナー顆粒　２４包　（Ｎ）

4544630070850 京都薬品ヘルスケア グッドナー錠　７２錠（Ｎ）

4544630070867 京都薬品ヘルスケア グッドナー顆粒　１２包　（Ｎ）

4544630070874 京都薬品ヘルスケア グッドナー顆粒　２４包　（Ｎ）

4987128057160 田辺三菱製薬 タナベ胃腸薬調律　６０錠

4987128268108 田辺三菱製薬 タナベ胃腸薬調律　３０錠

4987336761316 小林薬品工業 エスナールＭＩ錠　３６錠

4987336761330 小林薬品工業 エスナールＭＩ錠　６６錠

4987336764959 小林薬品工業 エスナールＭＩ錠　３６錠

4987028105671 エーザイ ＮサクロンＱ　６錠

4987028114642 エーザイ 新セルベール整胃錠　４８錠

4544630070843 京都薬品ヘルスケア グッドナー錠　３６錠　（Ｎ）

4987028114246 エーザイ セルベール　１２包

4987028114260 エーザイ セルベール　２７包

4987028114284 エーザイ セルベール整胃錠　２１錠

4987028114291 エーザイ セルベール整胃錠　４５錠

4987028114635 エーザイ 新セルベール整胃錠　２１錠

4987028114680 エーザイ 新セルベール整胃細粒　１２包

4987028114697 エーザイ 新セルベール整胃細粒　３０包

4987028114758 エーザイ 新セルベール整胃プレミアム細粒　１２包

4987028114765 エーザイ 新セルベール整胃プレミアム細粒　２４包

4987028114918 エーザイ 新セルベール整胃プレミアム錠　１８錠

4987028114925 エーザイ 新セルベール整胃プレミアム錠　３６錠

4987028114963 エーザイ 新セルベール整胃プレミアム錠　７２錠

4987107049179 第一三共ヘルスケア 新センロック錠　６０Ｔ

4987107608352 第一三共ヘルスケア 第一三共胃腸薬コアブロック散剤　１２包

4987107608376 第一三共ヘルスケア 第一三共胃腸薬コアブロック錠剤　２７錠

4987241102266 ロート製薬 パンシロンキュア　１４包

4987241151851 ロート製薬 パンシロンソフトベール　１０ＣＰ

4987241151868 ロート製薬 パンシロンソフトベール　２０ＣＰ

4987241164875 ロート製薬 パンシロンキュアＳＰ錠　７２錠

4987300037003 エスエス製薬 ガストール細粒　　１０包

4987300037010 エスエス製薬 ガストール細粒　　２０包

4987300037508 エスエス製薬 ガストール錠　　３０錠

4987300037515 エスエス製薬 ガストール錠　　６０錠

4987306012196 大正製薬 大正胃腸薬Ｇ　１２包

4987306012202 大正製薬 大正胃腸薬Ｇ　３０包

4987316004976 佐藤製薬 イノセアバランス　１２包　　　

4987316004983 佐藤製薬 イノセアバランス　２４包　　

4987336767493 小林薬品工業 エスナールＭＩ錠　６０錠

4987103046998 ゼリア新薬工業 アシノンＺ　６錠　　　　　　（１類）

4987103047018 ゼリア新薬工業 アシノンＺ胃腸内服液　３０ｍｌ＊３　　（１類）

4987107600004 第一三共ヘルスケア ガスター１０　Ｓ錠　６Ｔ　　　　　（１類）

4987107600011 第一三共ヘルスケア ガスター１０　Ｓ錠　１２Ｔ　　　　（１類）

4987107600035 第一三共ヘルスケア ガスター１０　６錠　　　　　（１類）

4987107600042 第一三共ヘルスケア ガスター１０　１２錠　　　　　　（１類）



商品コード メーカー 商品名

4987107611628 第一三共ヘルスケア ガスター１０Ｌ　ピンク　６包　　　　　（１類）

4987107611635 第一三共ヘルスケア ガスター１０Ｌ　ピンク　６錠　　　　　（１類）

4987107629883 第一三共ヘルスケア ガスター１０　９錠　（１類）

4987107629890 第一三共ヘルスケア ガスター１０　９包　（１類）

4987316004945 佐藤製薬 イノセアワンブロック　３ＣＰ　（１類）

4987343100726 皇漢堂製薬 ファモチジン錠　クニヒロ　１２錠　（１類）

4987774037196 第一三共ヘルスケア ガスター１０　６包　　　　　　（１類）

4987774037202 第一三共ヘルスケア ガスター１０　１２包　　　　　（１類）

4987028105688 エーザイ サクロンＱ　１２錠

4987103033028 ゼリア新薬工業 ストマオフ糖衣錠　２０錠

4987241138982 ロート製薬 パンシロンキュアＳＰ錠　３０錠

4987241139453 ロート製薬 パンシロンキュアＳＰ　１２包

4987241139460 ロート製薬 パンシロンキュアＳＰ　３０包

4987300037102 エスエス製薬 ブスコパンＭカプセル　　２０ＣＰ

4987300041208 エスエス製薬 ブスコパンＡ　２０錠

4987306012523 大正製薬 大正胃腸薬Ｐ　１０カプセル

4987306028340 大正製薬 ストパン　１０カプセル　　（１類）

4987306028364 大正製薬 ストパン　１０ＣＰ

4987336761033 小林薬品工業 イノキュアＳ　２０Ｐ

4987336764935 小林薬品工業 エスナールＭカプセル　２０Ｐ

4987438322804 ジェーピーエス製薬 マクトＯＺ　２０錠　（Ｎ）

4987438322866 ジェーピーエス製薬 ファノンＯＺ　２０錠　（Ｎ）

4968250164315 湧永製薬 湧永製薬　ワクナガ胃腸薬Ｇ　６００錠

4987128289721 田辺三菱製薬 セレキノンＳ　２０錠（要指導）

4571199023089 トライックス こりキュンローション　５０ｍｌ

4987123148160 アリナミン製薬株式会社 ビオフェルミン　便秘薬　６０錠　

4987306019973 大正製薬 コーラックソフト　４０錠

4987306054875 大正製薬 ビオフェルミン便秘薬　６０錠

4987316024912 佐藤製薬 ピコラックス　１００錠

4987438322842 ジェーピーエス製薬 ファイトップＯＺｎｅｏ２０錠（Ｎ）

4544630070430 京都薬品ヘルスケア イストロン下痢止め　１２錠（Ｎ）

4544630070706 京都薬品ヘルスケア イストロン下痢止めフィルム　６枚（Ｎ）

4987067266104 興和新薬 トメダインコーワフィルム　６枚

4987110050049 大幸薬品 ピシャット　下痢止めＯＤ錠　１２錠

4987306054417 大正製薬 ピタリット　１２錠

4987316034003 佐藤製薬 ロペラマックサット　６Ｔ

4903301016236 ライオン ハリックス５５ＥＸ冷感　２０枚

4903301206200 ライオン ハリックスほぐリラ　冷感　６枚

4903301206217 ライオン ハリックスほぐリラ　冷感　１２枚

4944525334331 東光クリエート ラクパスＳ　２８枚（Ｎ）

4960085908508 東洋化学 サロントールパップＶ　２５枚（Ｎ）

4987067263905 興和新薬 バンテリンコーワパップＳ　１２枚

4987067264100 興和新薬 バンテリンコーワパップＳ　２４枚

4987103044369 ゼリア新薬工業 インドメサールプラス　１０枚

4987107608147 第一三共ヘルスケア パテックス　うすぴたシップ　２４枚

4987107617897 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳパップ　７枚

4987167070359 ニチバン ロイヒつぼ膏　クール　１５６枚

4987188123195 久光製薬 フェイタスシップ　１２枚

4987188123362 久光製薬 フェイタスＺシップ　６枚

4987188123843 久光製薬 フェイタスＺ　ジクサスシップ　６枚

4987188150900 久光製薬 サロンシップ　インドメタシンＥＸ　２４枚

4987188151303 久光製薬 のびのびサロンシップＦ　１０枚

4987188151372 久光製薬 のびのびサロンシップＦα　１６枚



商品コード メーカー 商品名

4987188151389 久光製薬 のびのびサロンシップＦα　ハーフ１２枚

4987188151396 久光製薬 のびのびサロンシップＦ　２０枚

4987188151402 久光製薬 のびのびサロンシップＦ　４０枚

4987188151426 久光製薬 のびのびサロンシップフィット　１０枚

4987373070235 テイコクファルマケア オムニード０．５ＩＤパップ　２４枚

4987373073212 テイコクファルマケア オムニード０．５ＩＤパップ　２４枚＊２Ｐ

4987373073823 テイコクファルマケア リーベルバンＦＢパップ　２４枚

4987373077760 テイコクファルマケア 新テイパップＡ　クール　大判　５枚

4987475116084 大石膏盛堂 冷感コーホーパスパップＭＳ　２４枚（Ｎ）

4987475117890 大石膏盛堂 ビーエスバンＺＸテープ　７枚

4987475117906 大石膏盛堂 ビーエスバンＺＸテープ　１４枚

4987475117913 大石膏盛堂 ビーエスバンＺＸテープ　２１枚

4987475117920 大石膏盛堂 ビーエスバンＺＸテープ大判　７枚

4987475118064 大石膏盛堂 冷感パスマンハップＭＳ　２４枚

4987475118071 大石膏盛堂 冷感パスマンハップＭＳ　４８枚

4987475118095 大石膏盛堂 温感パスマンハップＭＳ　２４枚

4987475118859 大石膏盛堂 冷感パスマンハップＭＳ　２４枚

4987475118866 大石膏盛堂 冷感パスマンハップＭＳ　４８枚

4987475118903 大石膏盛堂 パスマンハップｉ　２４枚

4987475119054 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸパップ　７枚

4973160036010 キンエイクリエイト フェルビナクメトテック　２８枚　（Ｎ）

4987067202003 興和新薬 バンテリン　新ミニパット　７枚

4987067202102 興和新薬 バンテリン　新ミニパット　１４枚

4987067202201 興和新薬 バンテリン　新ミニパット　２８枚

4987067262403 興和新薬 バンテリンパットＥＸ　７枚

4987067262502 興和新薬 バンテリンパットＥＸ　１４枚

4987067262908 興和新薬 バンテリンパットＥＸ　２１枚

4987067263301 興和新薬 バンテリンパットＥＸ　３５枚

4987067264308 興和新薬 バンテリンパットＥＸ　５６枚

4987067264605 興和新薬 バンテリンパットＥＸ大判　７枚

4987067264704 興和新薬 バンテリンパットＥＸ大判　１４枚

4987107617859 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳテープ　７枚

4987107617866 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳテープ　１４枚

4987107617873 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳテープ　Ｌ　７枚

4987117310900 大鵬薬品工業 ザハップフェルビナクＳ　６枚

4987188100325 久光製薬 サロンパスＡ　１４０枚

4987188100332 久光製薬 サロンパスＡｅ　２４０枚入り

4987188100424 久光製薬 サロンパスＥＸ　２０枚

4987188100431 久光製薬 サロンパスＥＸ　４０枚

4987188100493 久光製薬 サロンパスＥＸ　６０枚

4987188100554 久光製薬 サロンパス　４０枚

4987188100561 久光製薬 サロンパス　８０枚

4987188100578 久光製薬 サロンパス　１２０枚

4987188115107 久光製薬 サロンパス－ハイ　１６枚

4987188115114 久光製薬 サロンパス－ハイ　３２枚

4987188122013 久光製薬 サロンパス　サーティ　２０枚

4987188122020 久光製薬 サロンパス３０　４０枚

4987188122044 久光製薬 サロンパス　サーティ　６０枚入

4987188122082 久光製薬 サロンパス３０中判　３２枚

4987188123492 久光製薬 フェイタス５．０　７枚

4987188123508 久光製薬 フェイタス５．０　１４枚

4987188123515 久光製薬 フェイタス５．０　２１枚

4987188123522 久光製薬 フェイタス５．０　３５枚



商品コード メーカー 商品名

4987188123539 久光製薬 フェイタス５．０大判サイズ　７枚

4987188123546 久光製薬 フェイタス５．０大判サイズ　１４枚

4987188123577 久光製薬 フェイタス５．０　４２枚

4987188123614 久光製薬 フェイタスＺジクサス　１４枚

4987188123621 久光製薬 フェイタスＺジクサス　２１枚

4987188123805 久光製薬 フェイタスアルファジクサス　７枚

4987188123812 久光製薬 フェイタスアルファジクサス　１４枚

4987188123829 久光製薬 フェイタスアルファジクサス　２１枚

4987188123836 久光製薬 フェイタスアルファジクサス大判　７枚

4987188124406 久光製薬 フェイタス５．０　１０枚

4987188124413 久光製薬 フェイタス５．０　２０枚

4987188124437 久光製薬 フェイタス５．０　５０枚

4987188124468 久光製薬 フェイタス５．０大判　１０枚

4987188124475 久光製薬 フェイタス５．０大判　２０枚

4987188135129 久光製薬 サロンパスＡＥ　中判　４０枚入り

4987188140086 久光製薬 サロンパスＡＥ　大判　１２枚入り

4987188171028 久光製薬 ら・サロンパス　１６枚

4987188171035 久光製薬 ら・サロンパス　３２枚

4987188171066 久光製薬 サロンパスロール　３Ｍ

4987188171165 久光製薬 ら・サロンパス　１０枚

4987188171172 久光製薬 ら・サロンパス　３０枚

4987203004027 報国製薬 コーホーパスＥ１４０枚　（Ｎ）

4987235021856 祐徳薬品工業 ユートク　パスタイムＡ　２０枚

4987235022587 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸ　７枚

4987235022594 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸ　１４枚

4987235022600 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸ　２１枚

4987235022631 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸ－Ｌ　７枚

4987235024000 祐徳薬品工業 パスタイムＦＸこはる　２０枚

4987235024017 祐徳薬品工業 パスタイムＦＸこはる　４０枚

4987235044985 祐徳薬品工業 新パスタイムＷ　７０枚（Ｎ）

4987246602280 グラクソ・スミスクライン ボルタレンＡＣαテープ　７枚

4987306063655 大正製薬 トクホン普通判　８０枚

4987306066526 大正製薬 メンフラＡ　１２０枚

4987435555014 東光薬品工業 ラクペタンテープＦＢ３５　１４枚

4987435555052 東光薬品工業 ラクペタンテープＦＢ３５　２８枚

4987435555069 東光薬品工業 ラクペタンテープＦＢ３５　　４２枚

4987443351707 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸテープ　７枚

4987443351714 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸテープ　１４枚

4987443351721 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸテープ　２１枚

4987443351738 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸテープＬ　７枚

4987475116732 大石膏盛堂 コーホーパスＦＲＶ　１４枚　（Ｎ）

4987475116749 大石膏盛堂 コーホーパスＦＲＶ　２８枚　（Ｎ）

4987475116756 大石膏盛堂 コーホーパスＦＲＶ　４２枚　（Ｎ）

4987475117333 大石膏盛堂 コーホーパスＤＸテープ　７枚　（Ｎ）

4987475117340 大石膏盛堂 コーホーパスＤＸテープ　１４枚　（Ｎ）

4987475117357 大石膏盛堂 コーホーパスＤＸテープ　２１枚（Ｎ）

4987475117616 大石膏盛堂 フェルビナファインα　８０枚

4987475117630 大石膏盛堂 フェルビテクトアルファ　８０枚（Ｎ）

4987475118415 大石膏盛堂 ビーエスバンＥα　１４０枚

4987475118828 大石膏盛堂 ビーエスバンＦＲテープＶα　１４枚

4987475118835 大石膏盛堂 ビーエスバンＦＲテープＶα　２８枚

4987475118842 大石膏盛堂 ビーエスバンＦＲテープＶα　４２枚

4987475119023 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸテープ　７枚



商品コード メーカー 商品名

4987475119030 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸテープ　１４枚

4987475119047 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸテープ大判　７枚

4987475119399 大石膏盛堂 ビーエスバンＳα　１２０枚

4903301016281 ライオン ハリックス５５ＥＸ温感　２０＋５枚

4903301206231 ライオン ハリックスほぐリラ　温感　６枚

4903301206248 ライオン ハリックスほぐリラ　温感　１２枚

4987067208807 興和新薬 バンテリンパップホット　１２枚

4987067208906 興和新薬 バンテリンパップホット　２４枚

4987167095727 ニチバン ロイヒ膏　ロキソプロフェン　７枚

4987188123225 久光製薬 フェイタスシップ温感　１２枚

4987188151358 久光製薬 のびのびサロンシップＦＨ　１６枚

4987188151365 久光製薬 のびのびサロンシップＦＨハーフ　１２枚

4987373060663 テイコクファルマケア ファーマシーハップ（ホット）ハーフ１２枚（Ｎ）

4987373066757 テイコクファルマケア ファーマシーパップＩＤホット　２４枚　（Ｎ）

4987475118118 大石膏盛堂 パスマンハップｉ　２４枚

4987475118880 大石膏盛堂 温感パスマンハップＭＳ　２４枚

4954097778006 廣貫堂 ロードパスＥ　１４０枚（Ｎ）

4987167059491 ニチバン ロイヒ　フェルビ温　８枚入り

4987188100448 久光製薬 サロンパスＥＸ温感　２０枚

4987188100455 久光製薬 サロンパスＥＸ温感　４０枚

4987188122037 久光製薬 サロンパス３０　ホット　２０枚

4987188123430 久光製薬 フェイタス３．５α温感　７枚

4987188123447 久光製薬 フェイタス３．５α温感　１４枚

4987188123478 久光製薬 フェイタス３．５αＬ温感　７枚

4987188123553 久光製薬 フェイタス５．０　温感　７枚

4987188123560 久光製薬 フェイタス５．０　温感　１４枚

4987188123584 久光製薬 フェイタス５．０　温感　大判サイズ　７枚

4987188123591 久光製薬 フェイタス５．０　温感　大判サイズ　１４枚

4987188123850 久光製薬 フェイタスＺαジクサス温感　７枚

4987188123867 久光製薬 フェイタスＺαジクサス温感　１４枚

4987188123881 久光製薬 ファイタスＺαジクサス温感大判　７枚

4987188124444 久光製薬 フェイタス５．０温感　１０枚

4987188124451 久光製薬 フェイタス５．０温感　２０枚

4987188124482 久光製薬 フェイタス５．０温感大判　１０枚

4987188124499 久光製薬 フェイタス５．０温感大判　２０枚

4987235044862 祐徳薬品工業 パスタイムＨ　３０枚（Ｎ）

4987475116893 大石膏盛堂 温感コーホーパスパップ　２４枚　（Ｎ）

4987475117005 大石膏盛堂 温感コーホーパスＦＲテープＶ　１４枚（Ｎ）

4987475117012 大石膏盛堂 温感コーホーパスＦＲテープＶ　２８枚（Ｎ）

4987475118392 大石膏盛堂 ビーエスバン温膏　１５６枚

4987475118965 大石膏盛堂 ビーエスバン温膏　大判　７８枚

4987045194610 クラシエ薬品 点温膏Ｋ　１２０枚

4987072005569 小林製薬 アンメルツ温灸パッチ　　４８枚

4987072005576 小林製薬 アンメルツ温キューパッチ　９６枚

4987103045267 ゼリア新薬工業 おきゅ膏Ｚ　１２０枚

4987167007263 ニチバン ロイヒつぼ膏　ＮＯ．１５６

4987167059101 ニチバン ロイヒつぼ膏　大判タイプ　７８枚

4987188100608 久光製薬 サロンパスツボコリパッチ　１６０枚

4987475116251 大石膏盛堂 ホッカパス　１５６枚　（Ｎ）

4903301206262 ライオン ハリックスほぐリラ　ロールオンタイプ　２０ｍｌ

4944525329016 東光クリエート インテローション　１％　１００ｍｌ（Ｎ）

4944525329023 東光クリエート インテローション１％　１００ｍｌ　（Ｎ）

4944525369012 東光クリエート 新ラクパスＳローション　１００ｍｌ　（Ｎ）



商品コード メーカー 商品名

4962307190821 協和薬品工業 タイアンテロンＦＢクール液　１００ｍｌ

4987037881078 奥田製薬 フェルビロックエース　１００ｍｌ（Ｎ）

4987067200306 興和新薬 バンテリン液Ｓ　４５ｇ

4987067214303 興和新薬 バンテリン液ＥＸＷ９０ｇ

4987067230709 興和新薬 バンテリン液ＥＸＳ４５ｇ

4987067285501 興和新薬 バンテリン液Ｗ　９０ｇ

4987067292004 興和新薬 バンテリン液α　４５ｇ

4987067292103 興和新薬 バンテリン液α　９０ｇ

4987072001264 小林製薬 アンメルツヨコヨコ　８２ｍｌ

4987072001318 小林製薬 ニュ－アンメルツヨコヨコＡ　無臭性　４６ｍｌ

4987072001363 小林製薬 ニューアンメルツヨコヨコＡ　無臭性　８０ｍｌ

4987072026144 小林製薬 アンメルツゴールドＥＸ　グリグリ　４６ｍｌ

4987072037492 小林製薬 アンメルツＮＥＯ　４６ｍｌ

4987072037515 小林製薬 アンメルツＮＥＯロング　９０ｍｌ

4987072052655 小林製薬 コムレケア　ヨコヨコ　４６ｍｌ

4987072055977 小林製薬 アンメルツゴールドＥＸロング　９０ｍｌ

4987072065969 小林製薬 アンメルツレディーナ　４６ｍｌ

4987072077597 小林製薬 アンメルシン１％ヨコヨコひろびろ　１１０ｍｌ

4987072082737 小林製薬 アンメルツ　ゴールドＥＸ　４６ｍｌ

4987072083000 小林製薬 アンメルツ　ゴールドＥＸ　８０ｍｌ

4987107628220 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳローションａ　２５ｇ

4987188123065 久光製薬 フェイタスローション　５０ｍｌ

4987188123645 久光製薬 フェイタスＺαローション　５０ｍｌ

4987188155059 久光製薬 サロンパスローション　８５ｍｌ

4987235022662 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸローション　５０ｍｌ

4987316093048 佐藤製薬 サロメチールＬ　８０ｍｌ

4987316093918 佐藤製薬 サロメチールジクロローション　１００ｍＬ

4987443330351 ノバルティスファーマ ボルタレンＡＣローション　５０ｇ

4987475119177 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸローション　２５ｇ

4944525327456 東光クリエート インテゲル　１％　５０ｇ（Ｎ）

4944525327487 東光クリエート インテミルリィゲル１％　８０ｇ　（Ｎ）

4944525527559 東光クリエート インテミルリィーゲル１％　８０ｇ　（Ｎ）

4944525572153 東光クリエート インテゲル１％ＥＸ　５０ｇ　（Ｎ）

4962307190722 協和薬品工業 タイアンテロンクールゲル　５０ｇ

4962307190869 協和薬品工業 タイアンテロン　ＦＢクールゲル　５０ｇ

4987067213009 興和新薬 バンテリンゲルＥＸ３５ｇ

4987067213702 興和新薬 バンテリンクリーミィーゲルＥＸ３５ｇ

4987067214907 興和新薬 バンテリンエアロゲルＥＸ１２０ｍｌ

4987067230600 興和新薬 バンテリンクリーミィーゲルＥＸ６０ｇ

4987067253104 興和新薬 バンテリンゲルＬＴ　３５ｇ

4987067253500 興和新薬 バンテリンクリーミィゲルＬＴ　３５ｇ

4987067253609 興和新薬 バンテリンクリーミィゲルＬＴ　６０ｇ

4987067258307 興和新薬 バンテリンエアロゲル　９０ｍｌ

4987067289202 興和新薬 バンテリンゲルα　３５ｇ

4987067289301 興和新薬 バンテリンクリーミィーゲルα　１０ｇ

4987067291502 興和新薬 バンテリンクリーミィーゲルα　３５ｇ

4987067291601 興和新薬 バンテリンクリーミィーゲルα　６０ｇ

4987072037522 小林製薬 アンメルツＮＥＯゲル　３５ｇ

4987107617903 第一三共ヘルスケア ロキソニンＳゲル　２５ｇ

4987188123164 久光製薬 フェイタスゲル　５０ｍｌ

4987188123379 久光製薬 フェイタスＺゲル　２５ｇ

4987188123386 久光製薬 フェイタスＺゲル　５０ｇ

4987188123898 久光製薬 フェイタスＺαジクサスゲル　５０ｇ



商品コード メーカー 商品名

4987241105274 ロート製薬 ロート　アイスラブ　ゲル　１００ｇ

4987246602273 グラクソ・スミスクライン ボルタレンＡＣゲル　２５ｇ

4987336764874 小林薬品工業 サーパスミンＤＩゲル　５０ｇ

4987443330382 ノバルティスファーマ ボルタレンＡＣゲル　５０ｇ

4987443351752 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸゲル　２５ｇ

4987443351769 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸゲル　５０ｇ

4987475119160 大石膏盛堂 ロキエフェクトＬＸゲル　２５ｇ

4944525531259 東光クリエート インテクリーム１％ＥＸ　５０ｇ　（Ｎ）

4987036122158 近江兄弟社 近江　メンタームＱ軟膏（チューブタイプ）６５ｇ

4987036123148 近江兄弟社 メンタームＱ軟膏　　４３０ｇ

4987067215409 興和新薬 バンテリンクリームＥＸ３５ｇ

4987067253401 興和新薬 バンテリンクリームＬＴ　３５ｇ

4987067292202 興和新薬 バンテリンクリームα　３５ｇ

4987167090265 ニチバン ロイヒ　クリームフェルビ　８０ｇ

4987188123072 久光製薬 フェイタスクリーム　５０ｇ

4987188123652 久光製薬 フェイタスＺクリーム　３０ｇ

4987235022556 祐徳薬品工業 パスタイムＺＸクリーム　３０ｇ

4987241108411 ロート製薬 メンソレータム　ラブ　６５Ｇ

4987316025957 佐藤製薬 ペリドール　２０ｇ

4987316093017 佐藤製薬 サロメチール　　４０ｇ

4987316093260 佐藤製薬 サロメチール　２００ｇ

4975979382005 日新薬品工業 ペリゾナＥＸクールスプレー１８０ｍｌ

4975979382012 日新薬品工業 ペリゾナＥＸクールスプレー　１８０ｍｌ（Ｎ）

4987188165157 久光製薬 エアーサロンパスＺ　１２０ｍｌ

4987188165690 久光製薬 エアーサロンパスＤＸ　８０ｍｌ（Ｋ）

4987188165706 久光製薬 エアーサロンパスＤＸ　１２０ｍｌ

4987188165751 久光製薬 エアーサロンパスジェットα　１００ｍｌ

4987188165768 久光製薬 エアーサロンパスジェットα　１５０ｍｌ

4987188165775 久光製薬 エアーサロンパスジェットα　３００ｍｌ

4987188165829 久光製薬 エアサロジェットα　２５ｍｌ

4987316093468 佐藤製薬 サロメチール・ゾル　１３０ｍｌ（Ｎ）

4944525586754 東光クリエート インテローション１％ＥＸ　１００ｍｌ（Ｎ）

4987072083239 小林製薬 塗るズッキノン　１５ｇ

4987117372014 大鵬薬品工業 ゼノールエクサムＳＸ　４３ｇ

4987117372038 大鵬薬品工業 ゼノールエクサムＦＸ　ハードゲル

4987117372052 大鵬薬品工業 ゼノールチックＥ　３３ｇ

4987117372335 大鵬薬品工業 ゼノールジクロダイレクト　４２ｇ

4987188123171 久光製薬 フェイタスチックＥＸ　５３ｇ

4987336764867 小林薬品工業 サーパスミンＤＩローション　１００ｍｌ

4987435557728 東光薬品工業 インペタンチックＰＸ　３７ｇ

4987443351745 ノバルティスファーマ ボルタレンＥＸローション　５０ｇ

0000045144684 大鵬薬品工業 ピュアクイックＳ軟膏　２ｇ＊１

0000045144691 大鵬薬品工業 ピュアクイックＳ軟膏　２ｇ＊２

0000049175431 クラシエ薬品 ロコイダン軟膏１６ｇ

4962307091104 協和薬品工業 モアファインＰＶＡクリーム　２０ｇ

4962307092156 協和薬品工業 コンフラージュＥＸ　プレミアム　３０ｍｌ

4987036161959 近江兄弟社 メンタームｕｆオイル　１０ｍｌ

4987037671013 奥田製薬 プレゾアルファ軟膏　５Ｇ（Ｎ）

4987037671020 奥田製薬 プレゾα軟膏　　１０Ｇ（Ｎ）

4987037671037 奥田製薬 プレゾアルファクリーム　５Ｇ（Ｎ）

4987037671044 奥田製薬 プレゾαクリーム　　１０Ｇ（Ｎ）

4987060005274 杏林製薬 エピアマートＳ　１０ｇ　　（Ｎ）

4987062733007 金冠堂 キンカンピラック指　１０ｇ



商品コード メーカー 商品名

4987062741002 金冠堂 キンカンＵＦクリーム指　１５ｇ

4987067224708 興和新薬 リビメックス軟膏　１０Ｇ　

4987067225101 興和新薬 リビメックスクリーム　１０Ｇ　

4987067229604 興和新薬 リビメックス　ローション　８ｇ

4987067284504 興和新薬 新レスタミン軟膏　３０Ｇ

4987072038048 小林製薬 キュアレアａ　８ｇ

4987072058275 小林製薬 ミーミエイド　５ｇ

4987072063507 小林製薬 ラナケインＳクールジェル　３０ｇ

4987072680018 小林製薬 ラナケイン　３０ｇ

4987081018529 第一三共ヘルスケア アレルギールＳＫ　１０ｇ

4987103046332 ゼリア新薬工業 プレバリンα軟膏　７ｇ

4987103046356 ゼリア新薬工業 プレバリンα軟膏　１８ｇ

4987103046387 ゼリア新薬工業 プレバリンαクリーム　１８ｇ

4987103051510 ゼリア新薬工業 プレバリンマイケア　１８ｇ

4987107618092 第一三共ヘルスケア オイラックスＰＺリペア軟膏　５Ｇ

4987107618108 第一三共ヘルスケア オイラックスＰＺリペア軟膏　１０Ｇ

4987107618115 第一三共ヘルスケア オイラックスＰＺリペアクリーム　５Ｇ

4987107618122 第一三共ヘルスケア オイラックスＰＺリペアクリーム　１０Ｇ

4987107625137 第一三共ヘルスケア オイラックスソフト　１６ｇ

4987123701617 アリナミン製薬株式会社 テレスハイ軟膏　５ｇ

4987123701655 アリナミン製薬株式会社 テレスハイクリーム　５ｇ

4987123703116 アリナミン製薬株式会社 テレスＨｉクリームＳ　１０ｇ

4987123703161 アリナミン製薬株式会社 テレスＨｉ軟膏Ｓ　１０ｇ

4987128017065 田辺三菱製薬 コートｆ　ＡＴ軟膏　１０ｇ

4987128178063 田辺三菱製薬 コートｆ　ＡＴクリーム　１０ｇ

4987222796347 明治製菓 かゆケア　クリーム　１５ｇ

4987222796422 明治製菓 かゆケア　軟膏　１５ｇ

4987241112265 ロート製薬 メンソレータム　メディクイックＨ１４ｍｌ

4987241125319 ロート製薬 メディクイック軟膏Ｒ　８ｇ

4987241125326 ロート製薬 メディクイッククリームＲ　８ｇ

4987241126873 ロート製薬 メンソレータムメディクイックＨ　３０ｍｌ

4987241126880 ロート製薬 メンソレータム　メディクイックＨ　１４ｍｌ

4987241137053 ロート製薬 メディクイックＨゴールド　２０ＭＬ

4987241139217 ロート製薬 メンソレータムジンマート　１５ｇ

4987241146352 ロート製薬 メンソレータムメディクイックＨゴールド　３０ｍｌ

4987241146369 ロート製薬 メンソレータムカブレーナ　１５ｇ

4987241147465 ロート製薬 メンソレータム　カユピット　１５ｇ

4987241148400 ロート製薬 メディクイックＨゴールドスポンジヘッド５０ｍｌ

4987241169757 ロート製薬 メンソレータムメディクイックＥ　３０ｍｌ

4987316014128 佐藤製薬 セロナ軟膏　１４ｇ

4987316014135 佐藤製薬 セロナ軟膏　８ｇ

4987316014142 佐藤製薬 セロナ軟膏　２０ｇ

4987316014159 佐藤製薬 セロナクリーム　１４ｇ

4987316014166 佐藤製薬 セロナクリーム　８ｇ

4987316014173 佐藤製薬 セロナクリーム　２０ｇ

4987316014227 佐藤製薬 セロナソフト　１４ｇ

4987316014296 佐藤製薬 セロナＱＴローション　１４ｍｌ

4987316014302 佐藤製薬 セロナＱＴ軟膏　１４ｇ

4987316018089 佐藤製薬 トレンタムＧクリーム　１０ｇ

4987316018096 佐藤製薬 トレンタムＧクリーム　１５ｇ

4987316018102 佐藤製薬 トレンタムＧローション　１５ｇ

4987316026572 佐藤製薬 ポリベビー　５０ｇ

4987316026589 佐藤製薬 ポリベビー　３０ｇ



商品コード メーカー 商品名

4987316093840 佐藤製薬 トレンタムクリーム　１５ｇ

4987336761927 小林薬品工業 デプリゼクリーム　１５ｇ

4987353240009 ユースキン製薬 ユースキントーヒル　２０ｍｌ

4987415047010 資生堂薬品 エフェクトプロＣＲ　６ｇ

4987415047034 資生堂薬品 エフェクトプロ軟膏　６ｇ

4987415047058 資生堂薬品 エフェクトプロローション　１２ｇ

4987415677811 資生堂薬品 イハダ　プリスクリードＤ　１４ｍｌ

4987415677828 資生堂薬品 イハダ　プリスクリードＡＡ　３０ｇ

4987426002381 池田模範堂 ムヒＨＤ　１５ｍｌ

4987426002435 池田模範堂 ムヒアルファＳⅡ　１５ｇ

4987426002473 池田模範堂 ムヒＨＤ　３０ｍｌ

4987426002664 池田模範堂 ムヒＨＤ　３０ｍｌ

4987426002671 池田模範堂 ムヒＨＤｍ　３０ｍｌ

4987426002725 池田模範堂 ムヒＥＲ　１５ｍｌ

4987426002817 池田模範堂 ムヒダストメル　１５ｇ

4987435559012 東光薬品工業 ラクピオンＨスプレー　３０ｍｌ

4987435561817 東光薬品工業 ラクピオンＨ液　３０ｍｌ

4987904100837 シオノギヘルスケア リンデロンＶｓ軟膏　５ｇ

4987904100844 シオノギヘルスケア リンデロンＶｓ軟膏　１０ｇ

4987904100851 シオノギヘルスケア リンデロンＶｓクリーム　５ｇ

4987904100868 シオノギヘルスケア リンデロンＶｓクリーム　１０ｇ

4979949000043 雪の元本店 コ－チゾンユキノモト　６ｇ

4979949000272 雪の元本店 雪の元　コーチゾン　１５ｇ

4903301025719 ライオン ペアアクネクリームＷ

4903301025726 ライオン ペアアクネクリームＷ　２４ｇ

4962307090572 協和薬品工業 モアファインアクネ　２４ｇ

4987103043607 ゼリア新薬工業 アポスティークリーム　６ｇ

4987103043614 ゼリア新薬工業 アポスティークリーム　ニキビ治療薬　１５ｇ

4987107628886 第一三共ヘルスケア マキロンアクネージュメディカルクリーム　１８ｇ

4987188172056 久光製薬 フレッシング　クリーム　１８ｇ

4987241135554 ロート製薬 メンソレアクネス２５　メディカルクリーム　１６ｇ

4987241148820 ロート製薬 メンソレータム　アクネス２５メディカルＣＲｃ１６ｇ

4987036132935 近江兄弟社 メンタームペンソールＡ　５０ＭＬ

4987067295609 興和新薬 レスタミンパウダークリーム　４０ｇ

4987072001585 小林製薬 アセモアパウダースプレー　　　４０Ｇ　

4987072038765 小林製薬 アセモアａ　ＰＤジェル　３２ｇ

4987241147410 ロート製薬 メンソレータムケアセモクリーム　３５ｇ

4987316015033 佐藤製薬 タクトホワイトＬ　３２ｇ

4987316015071 佐藤製薬 タクトプラスクリーム　２０Ｇ

4987353070002 ユースキン製薬 ユースキン　あせもクリーム　３２ｇ

4987353070606 ユースキン製薬 ユースキンあせもパウダークリーム　３２ｇ

4987426002619 池田模範堂 アセムヒＥＸ　１５ｇ

4987426002770 池田模範堂 液体アセムヒＥＸ　３５ｍｌ

4979949000012 雪の元本店 外用　雪の元　２０ｇ

4987067229802 興和新薬 レスタミン　Ｕ錠　７５Ｔ

4987067239207 興和新薬 レスタミン糖衣錠　１２０錠

4987067239405 興和新薬 レスタミンＵ　１２０錠

4987067245901 興和新薬 小粒タウロミン　６３０錠

4987067294305 興和新薬 レスタミン糖衣錠　８０Ｔ

4987081018413 第一三共ヘルスケア アレルギール　　５５錠

4987081018420 第一三共ヘルスケア アレルギール　　１１０錠

4987316014029 佐藤製薬 スラジン　　　　　　　　　　　　　　　　４２錠

4987316014036 佐藤製薬 スラジン　７２錠



商品コード メーカー 商品名

4987316014043 佐藤製薬 スラジンＡ　２４錠

4987336761453 小林薬品工業 ベリー錠　６０錠

4987426002480 池田模範堂 ムヒＡＺ錠　１２錠

4987072044193 小林製薬 ヒシモア　３０ｇ

4987072045824 小林製薬 ケアノキュア　２０ｇ

4987072049396 小林製薬 ヒシモア　７０ｇ

4987072049693 小林製薬 アットノン　アオキュア　５ｇ

4987241163588 ロート製薬 メンソレータムフレディＣＣ１膣錠　１錠（要指導）

4987241163595 ロート製薬 メンソレータムフレデイＣＣ１Ａ膣錠　１本（要指導）

0000045010828 大鵬薬品工業 新ポリカイン　クリーム　２０Ｇ

4962307091395 協和薬品工業 ラウマーＶ８水虫クリーム　３０ｇ

4987037711276 奥田製薬 ラティーノＸＡクリーム　２０ｇ　（Ｎ）

4987037711573 奥田製薬 エメロット１０クリーム　３５ｇ　（Ｎ）

4987037711634 奥田製薬 エメロットＴＲクリーム　２０ｇ　（Ｎ）

4987074924912 新新薬品工業 キョータップＬＸ　クリーム　３０Ｇ　

4987107612229 第一三共ヘルスケア ピロエースＺ軟膏　１５ｇ

4987107612236 第一三共ヘルスケア ピロエースＺクリーム　１５ｇ

4987188188187 久光製薬 ブテナロックＶαクリーム　１５ｇ

4987188188279 久光製薬 ブテナロックＶαクリーム　１８ｇ

4987241123308 ロート製薬 メンソレータム　エクシブディープ１０クリーム２６ｇ

4987241125142 ロート製薬 メンソレータムエクシブ　クリームｅ　１５ｇ

4987241141579 ロート製薬 メンソレータムエクシブＷクリーム　１５ｇ

4987241141623 ロート製薬 メンソレータムエクシブＷディープ１０クリーム３５ｇ

4987241166848 ロート製薬 メンソレータム　エクシブＥＸクリーム　１５ｇ

4987246602174 グラクソ・スミスクライン ラミシールＤＸ　１０ｇ

4987306034051 大正製薬 ダマリンＬ　１５ｇ×２個

4987306034181 大正製薬 ダマリンＬ　　１５ｇ

4987306035010 大正製薬 ダマリン　グランデ　１５ｇ

4987306035164 大正製薬 ダマリンＬ　１５ｇ×２個

4987316031309 佐藤製薬 ラマストンＭＸ２　１７ｇ

4987443324237 ノバルティスファーマ ラミシールプラス　クリーム　１０ｇ

4962307091388 協和薬品工業 ラウマーＶ８水虫液　３０ｍｌ

4987037711283 奥田製薬 ラティーノＸＡ液　２０ｍｌ　（Ｎ）

4987037711641 奥田製薬 エメロットＴＲ液　２０ｍｌ　（Ｎ）

4987072010037 小林製薬 小林　タムシチンキ　３０ＭＬ

4987072069714 小林製薬 ニュータムシチンキゴールド　３０ｍｌ

4987074934119 新新薬品工業 キョータップＬＸ　液　３０ＭＬ　

4987107612212 第一三共ヘルスケア ピロエースＺ液　１５ｍｌ

4987188188194 久光製薬 ブテナロックＶα液　１５ｍｌ

4987188188286 久光製薬 ブテナロックＶα液　１８ｍｌ

4987241123315 ロート製薬 メンソレータム　エクシブ液　１４ｍｌ

4987241141586 ロート製薬 メンソレータムエクシブＷ液　１４ｍｌ

4987241166855 ロート製薬 メンソレータム　エクシブＥＸ液　１４ｍｌ

4987306034082 大正製薬 ダマリンＬ液　１５ｍｌ×２個

4987306034150 大正製薬 ダマリンＬ液　　１５ｍｌ　

4987306035034 大正製薬 ダマリン　グランデ液

4987306035188 大正製薬 ダマリン液　１５ｍｌ×２個

4987443324190 ノバルティスファーマ ラミシールプラス　液　１０ｇ

0000049675054 アリナミン製薬株式会社 スコルバＥＸ　エアゾール　５０ｍｌ

0000049675344 アリナミン製薬株式会社 スコルバＥＸ　５０ｍｌ　（Ｎ）

4987072079669 小林製薬 タムチンキパウダースプレーＺ　１２０ｇ

4987072079676 小林製薬 タムチンキパウダースプレーＺ　７０ｇ

4987188188200 久光製薬 ブテナロックＶαスプレー　２０ｍｌ



商品コード メーカー 商品名

4987188188217 久光製薬 ブテナロックＶαエアー　５０ｍｌ

4987188188224 久光製薬 ブテナロックＶα爽快パウダー　７０ｍｌ

4987188188231 久光製薬 ブテナロックＬスプレー　１５ｍｌ

4987241125135 ロート製薬 メンソレータムエクシブ　スプレーｅ　７０ｇ

4987241142385 ロート製薬 メンソレータムエクシブＷスプレー　６０ｇ

4987241166862 ロート製薬 メンソレータム　エクシブＥＸスプレー　６０ｇ

4987306035089 大正製薬 ダマリングランデパウダースプレー　９０ｇ

4987306035096 大正製薬 ダマリングランデアイススプレー　６０ｇ

4987487103492 タカミツ マイポ水虫パウダーａ　９０ｇ　（Ｎ）

4987188188248 久光製薬 ブテナロックＬパウダーゲル　１５Ｇ

4987188188255 久光製薬 ブテナロックＶＲ　爽快パウダーゲル　２０ｇ

4987241142590 ロート製薬 メンソレータムエクシブＷきわケアジェル　１５ｇ

4987072034897 小林製薬 タムチンキパウダーインジェル　１５ｇ

4987241158799 ロート製薬 メンソレータム　ＡＤボタニカル乳液　１３０ｇ

4987241158805 ロート製薬 やわらか素肌オイル　４５ｍｌ

4987241117369 ロート製薬 メンソレータムＡＰ薬用保湿ローション　１２０ｇ

4987241117376 ロート製薬 メンソレータムＡＰローション　１５ｇ

4987241124329 ロート製薬 メンソレータムＡＤクリームｍジャー　９０ｇ

4987241124336 ロート製薬 メンソレータムＡＤクリームｍジャー　１４５ｇ

4987241124350 ロート製薬 メンソレータムＡＤスプレー　１００ｍｌ

4987241155231 ロート製薬 メンソレータムＡＤボタニカル　９０ｇ

4987241162772 ロート製薬 ジンマート錠　１４錠

4987241172931 ロート製薬 メンソレータムカユピットｂ　１５ｇ

4987300042106 エスエス製薬 スキンセーフＡＰクリーム　１５ｇ

4987353040609 ユースキン製薬 ユースキンＩ　１１０ｇ

4987353040708 ユースキン製薬 ユースキンＩ　ローション　１３０ｍｌ

4987415049502 資生堂薬品 イハダ　プリスクリードｉ　６ｇ

4987426002015 池田模範堂 ムヒソフトＧＸ　１００ｇ

4987426002022 池田模範堂 ムヒソフトＧＸクリーム　１５０ｇ

4987426002039 池田模範堂 ムヒソフト乳状液　１２０ｍｌ

4901957130016 玉川衛材 フェミルテ　クリーム　５ｇ

4903301255338 ライオン メソッド　ＷＯクリーム　２５ｇ

4903301301417 ライオン メソッド　ＷＯクリーム　１２ｇ

4903301301424 ライオン メソッド　ＣＬローション　５０ｍｌ

4903301301431 ライオン メソッド　ＡＳ軟膏　６ｇ

4903301301455 ライオン メソッド　ＡＳクリーム　６ｇ

4903301301530 ライオン メソッド　ＡＳローション　１２ｇ

4903301301547 ライオン メソッドプレミアム　ＡＳ軟膏　６ｇ

4903301301554 ライオン メソッドプレミアム　ＡＳクリーム　６ｇ

4903301319375 ライオン メソッドシート　７枚

4903301319382 ライオン メソッドＵＦクリーム　１２ｇ

4954097804101 廣貫堂 フェミノン軟膏　２０Ｇ（Ｎ）

4987072007921 小林製薬 フェミニーナ軟膏Ｓ　　３０Ｇ

4987072009550 小林製薬 フェミニーナ軟膏Ｓ　　１５Ｇ

4987072059876 小林製薬 フェミニーナＵＰ　１５ｇ

4987072065945 小林製薬 フェミニーナミスト　３０ｍｌ　

4987241123414 ロート製薬 メンソレータム　フレディメディカルクリームｎ２２ｇ

4987241123421 ロート製薬 メンソレータム　フレディメディカルジェルｎ２２ｇ

4987316006321 佐藤製薬 エンペキュア　２０ｇ

4987426001650 池田模範堂 デリケア　クリーム　３５ｇ

4987426001827 池田模範堂 デリケアＭｓ　１５ｇ

4987426002459 池田模範堂 デリケアエムズ　３５ｇ

4987426002787 池田模範堂 バストップケア　１５ｇ



商品コード メーカー 商品名

4961248007052 三宝製薬 パルモアー　８ｇ

4962307091258 協和薬品工業 ラカナウＳクリーム　２０ｇ

4987072061879 小林製薬 フェミニーナ膣カンジタ錠　６錠　　　（１類）

4987241116263 ロート製薬 メンソレータム　フレディＣＣ膣錠　６錠　（１類）

4987241116553 ロート製薬 フレディＣＣクリーム　１０ｇ　　　（１類）

4987306016583 大正製薬 メディトリート　６個入り　（１類）

4987306016590 大正製薬 メディトリートクリーム　１０ｇ　（１類）

4987316006222 佐藤製薬 エンペシドＬ　６錠　　　　　　　（１類）

4987316006239 佐藤製薬 エンペシドＬ６Ｔ　（新）　１類

4987316006246 佐藤製薬 エンペシドＬクリーム　１０ｇ　（１類）

4987246601337 グラクソ・スミスクライン アクチビア軟膏　２ｇ　　（１類）

4987306062047 大正製薬 ヘルペシアクリーム　２ｇ　（１類）

4987316004051 佐藤製薬 アラセナＳ　２ｇ（１類）

4987316004068 佐藤製薬 アラセナＳクリーム　２ｇ　（１類）

4987072032077 小林製薬 フェミニーナジェル　１５ｇ

4944525360019 東光クリエート ピナクール液　　５０ｍｌ　　（Ｎ）

4962307090954 協和薬品工業 スクミントＥＸ液Ｎ　４０ＭＬ

4962307090961 協和薬品工業 スクミントＥＸゲルＮ　２０Ｇ

4987037671440 奥田製薬 ＰＶＡアルファＥＸ液　４０ｍｌ（Ｎ）

4987037671457 奥田製薬 ＰＶＡアルファＥＸゲル　２０ｇ（Ｎ）

4987062441001 金冠堂 キンカン　２０ｍｌ

4987062442008 金冠堂 キンカンノアール　２０ｍｌ

4987062451000 金冠堂 キンカン　５０ｍｌ

4987062461009 金冠堂 キンカン　１００ｍｌ

4987062513005 金冠堂 キンカンソフトかゆみ止め　５０ｍｌ

4987062521000 金冠堂 キンカンクールプラス　５０ＭＬ

4987067224401 興和新薬 プチウナプチブルー　１２ｍｌ

4987067224500 興和新薬 プチウナプチピンク　１２ｍｌ

4987067231003 興和新薬 新ウナクール　３０ｍｌ

4987067231102 興和新薬 新ウナクール　５５ｍｌ

4987067295005 興和新薬 ウナエースＧ　１５ｇ

4987067295302 興和新薬 ウナエースＬ　３０ｍｌ

4987067295401 興和新薬 ウナクールα　３０ｍｌ

4987067295500 興和新薬 ウナクールα　５５ｍｌ

4987067804603 興和新薬 ウナクールパンチ　３０ｍｌ

4987067804702 興和新薬 ウナクールパンチ　５０ｍｌ

4987067810802 興和新薬 ウナジェル　１５ｇ

4987067818402 興和新薬 ウナエースＧ　１５ｇ

4987067818501 興和新薬 ウナエースＬ　３０ｍｌ

4987081018383 第一三共ヘルスケア アレルギールクリーム　２０ｇ

4987081018406 第一三共ヘルスケア アレルギールジェル　２０Ｇ

4987107606518 第一三共ヘルスケア マキロンパッチエース　２４枚

4987107606648 第一三共ヘルスケア マキロンかゆみ止め液　５０ｍｌ

4987107611352 第一三共ヘルスケア マキロンかゆみどめ液Ｐ　４０ｍｌ

4987107620514 第一三共ヘルスケア マキロン　かゆみどめパッチＰ　４８枚

4987107620521 第一三共ヘルスケア マキロンパッチエース（Ｆ）　２４枚

4987373073939 テイコクファルマケア ケアルラパッチかゆみ止めパッチ　３６枚

4987373078866 テイコクファルマケア ケアルラかゆみ止めパッチクール（Ｎ）　３６枚

4987426001056 池田模範堂 ムヒベビー　１５ｇ

4987426001803 池田模範堂 液体ムヒベビー　４０ｍｌ

4987426002084 池田模範堂 液体ムヒアルファＥＸ　３５ｍｌ

4987426002091 池田模範堂 液体ムヒＳ　５０ｍｌ

4987426002138 池田模範堂 ムヒアルファ　ＥＸ　１５ｇ



商品コード メーカー 商品名

4987426110000 池田模範堂 ムヒＳ　１８ｇ

4987426300128 池田模範堂 ムヒパッチＡ　３８枚

4987426300227 池田模範堂 ムヒパッチＡ　７６枚

4987774263113 第一三共ヘルスケア オイラックスＡ　１０ｇ

4987774263120 第一三共ヘルスケア オイラックスＡ　２０ｇ

4987774263137 第一三共ヘルスケア オイラックスＡ　３０ｇ

4987426002640 池田模範堂 ポケムヒＳ　１５ｍｌ

4987426002657 池田模範堂 ポケムヒＳハローキティ　１５ｍｌ

4974042300243 滋賀県製薬 ラスターゴールド１２　１５ｍｌ（Ｎ）

4974042300298 滋賀県製薬 新ラスター目薬ＲＶ　１５ｍｌ　（Ｎ）

4987103042587 ゼリア新薬工業 エーゼットアルファ　１０ｍｌ

4987123144605 アリナミン製薬株式会社 マイティア　アイテクト　１５ｍｌ　

4987188161074 久光製薬 眼涼　１０ＭＬ

4987188161159 久光製薬 眼涼１２　　１５ｍｌ

4987241100644 ロート製薬 ロートクリア　１３ｍｌ　　　　　　　

4987306002005 大正製薬 アイリスガードＰ　１５ｍｌ

4987910711072 アリナミン製薬株式会社 マイティアアイテクトＥＸ　１５ｍｌ

4987103044581 ゼリア新薬工業 ビュークリアＨｉ４０　１０ｍｌ

4987103045519 ゼリア新薬工業 サフィオＥＸ４０　１０ｍｌ

4987103051763 ゼリア新薬工業 サフィオＥＸ４０　１２ｍｌ

0470100002752 ゼリア新薬工業 サフィオＡＣ　１２ｍｌ×２

4950055501235 オフテクス ティアーレＡＬショット　０．５ＭＬ＊１８本

4987037730024 奥田製薬 新アイジーＡＬ　１５ｍｌ　（Ｎ）（Ｑ）

4987084305916 参天製薬 サンテＦＸ　ＡＬ　１２ｍｌ

4987084316752 参天製薬 サンテＦＸ　ＡＬ企画品　１２ｍｌ

4987103046110 ゼリア新薬工業 サフィオＡＣ　１０ｍｌ

4987103051770 ゼリア新薬工業 サフィオＡＣ　１２ｍｌ

4987107615619 第一三共ヘルスケア エージーアイズアレルカットＳ　１３ｍｌ

4987123702560 アリナミン製薬株式会社 マイティアアルピタットＥＸα　１５ｍｌ

4987123702577 アリナミン製薬株式会社 マイティアアルピタットＮ　ＥＸα　１５ｍｌ

4987123703635 アリナミン製薬株式会社 マイティアアルピタットＥＸα　１５ｍｌ

4987123703642 アリナミン製薬株式会社 マイティアアルピタットＮＥＸ　１５ｍｌ

4987241134731 ロート製薬 ロートアルガードクリアマイルドＥＸ　１３ｍｌ

4987241144396 ロート製薬 ロート　アルガードクリアブロックＺ　１３ＭＬ

4987241144402 ロート製薬 ロート　アルガードクリアマイルドＺ　１３ＭＬ

4987443323360 ノバルティスファーマ ザジテンＡＬ点眼薬　１０ｍｌ　

4987067250806 興和新薬 アイフリーコーワＡＬ　１０ｍｌ

4987123700191 アリナミン製薬株式会社 マイティアアイテクト　アルピタット　１５ｍｌ

4987123701075 アリナミン製薬株式会社 マイティア　アイテクトアルピタットＮ　１５ｍｌ

4987188161142 久光製薬 眼涼アルファーストＥＸ　１０ｍｌ

4987241127702 ロート製薬 ロートアルガードクリアブロックＥＸ　１３ｍｌ

4987084302779 参天製薬 ヒアレインＳ　５ｍｌ×２本（要指導）

4987084311764 参天製薬 ヒアレインＳ　５ｍｌ×１本　（要指導）

4974042202912 滋賀県製薬 ラスター抗菌目薬ＥＸ　１５ｍｌ（Ｎ）

4987103043966 ゼリア新薬工業 ＡＺ抗菌目薬　１０ｍｌ

4987103046127 ゼリア新薬工業 サフィオ抗菌　１０ｍｌ

4987103051787 ゼリア新薬工業 サフィオ抗菌　１２ｍｌ

4987188161098 久光製薬 新　眼涼抗菌　１０ｍｌ

4974042300304 滋賀県製薬 ラスターこどもソフト１５ｍｌ（Ｎ）

4987188161173 久光製薬 こどもロビンアイプラス　キティ　１０ｍｌ

4987188161180 久光製薬 こどもロビンアイプラス　男の子　１０ｍｌ

4987107626769 第一三共ヘルスケア トラフルダイレクトａ　１２枚

4987107626776 第一三共ヘルスケア トラフルダイレクトａ　２４枚



商品コード メーカー 商品名

4962307130087 協和薬品工業 オノフェ　口内炎軟膏　５ｇ

4987107612458 第一三共ヘルスケア トラフルダイレクト　１２枚

4987107619501 第一三共ヘルスケア トラフル軟膏ＰＲＯクイック　５ｇ

4987107620538 第一三共ヘルスケア トラフルダイレクト　２４枚

4987279112602 ブリストル・マイヤーズ 口内炎治療薬　ケナログＡ口腔用軟膏　５ｇ

4987306019485 大正製薬 口内炎軟膏大正クイックケア　５ｇ

4987306019508 大正製薬 口内炎パッチ大正クイックケア　１０枚

4987316004044 佐藤製薬 アフタッチＡ　１０錠　　　

4987306038936 大正製薬 大正トンプク＜歯痛　頭痛＞　　　６包

4987261000313 サンスター エフコート　２５０ｍｌ（要指導）

4987261000375 サンスター エフコート　メディカルクール香味　２５０ｍｌ

4987261000382 サンスター エフコート　フルーツ香味　２５０ｍｌ

4987210113019 摩耶堂製薬 摩耶堂　ネオ雲仙湯（ねおうんぜんとう）２０袋

4987210113033 摩耶堂製薬 摩耶堂　ネオ雲仙湯（ねおうんぜんとう）１袋

4987210120031 摩耶堂製薬 摩耶堂　ネオ快気湯（ねおかいきとう）１袋

4987210320011 摩耶堂製薬 摩耶堂　快気散（かいきさん）　９３包

4987210329014 摩耶堂製薬 摩耶堂　雲仙散（うんぜんさん）　９３包

4987045049040 クラシエ薬品 葛根湯加川きゅう辛夷　９６錠

4987045049224 クラシエ薬品 独活葛根湯エキス錠　４８錠

4987045050091 クラシエ薬品 小青竜湯エキス顆粒　２４包

4987045050305 クラシエ薬品 クラシエ薬品　麻杏甘石湯　１４４錠

4987045068102 クラシエ薬品 クラシエ漢方　葛根湯エキス錠　２４０錠

4987045068461 クラシエ薬品 クラシエ漢方　五虎湯エキス顆粒Ａ　１０包

4987045108112 クラシエ薬品 クラシエ漢方　葛根湯加川きゅう辛夷　１８０Ｔ

4987045108297 クラシエ薬品 クラシエ漢方　　小青竜湯　１８０Ｔ

4987045109201 クラシエ薬品 麻杏ヨク甘湯　１８０錠

4987045129292 クラシエ薬品 ベルエムピＳ　１９２錠

4987138390011 ツムラ ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒Ａ　２０包

4987138390028 ツムラ ツムラ漢方　葛根湯加川キュウ辛夷エキス顆粒　２０包

4987138390196 ツムラ ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒　２０包

4987138390271 ツムラ ツムラ漢方　麻黄湯エキス顆粒　２０包

4987138390622 ツムラ ツムラ漢方　防風通聖散エキス顆粒　２０包

4987061045484 救心製薬 痛効散　２０包

4987061045491 救心製薬 痛効散　４０包

4987241134434 ロート製薬 新ロート小青竜湯錠Ⅱ　８０錠

4987241137510 ロート製薬 和漢箋　ガチラック３６錠

4987241141531 ロート製薬 和漢箋　ロート防風通聖散錠Ｔ　１１２錠

4987241141548 ロート製薬 和漢箋　ロート防風通聖散錠Ｔ　２２４錠

4987241149735 ロート製薬 和漢箋　ガチラック１６８錠

4987241149872 ロート製薬 和漢箋　新ロート防風通聖散錠満量　６０錠

4987241149889 ロート製薬 和漢箋　新ロート防風通聖散錠満量　３６０錠

4987241159147 ロート製薬 新ロート防風通聖散錠ＺⅡ　５０錠

4987241159154 ロート製薬 新ロート防風通聖散錠ＺⅡ　２１０錠

4987067276509 興和新薬 レディガード　２０錠　

4987067276608 興和新薬 レディガード　６０錠　　　　　　　　（１類）

4987117614008 大鵬薬品工業 バップフォーレディ　７錠　（要指導）

4987045100239 クラシエ薬品 コッコアポプラスＡ錠　３３６錠

4987045100314 クラシエ薬品 コッコアポＥＸ錠　６０錠

4987045100338 クラシエ薬品 コッコアポＥＸ錠　３１２錠

4987045108426 クラシエ薬品 クラシエ薬品　防風通聖散エキスＺ錠　３３０錠

4987072026373 小林製薬 ナイシトールＧ　１６８錠

4987072026380 小林製薬 ナイシトールＧ　３３６錠

4987072027431 小林製薬 ナイシトールＧ　８４錠　



商品コード メーカー 商品名

4987072037058 小林製薬 ナイシトール８５ａ　２８０錠

4987072037065 小林製薬 ナイシトール８５ａ　１４０錠

4987072037072 小林製薬 ナイシトール８５ａ　５０錠

4987072039663 小林製薬 ナイシトールＺ　３１５錠

4987072044261 小林製薬 ナイシトールＺ　１０５錠

4987072044278 小林製薬 ナイシトールＺ　４２０錠

4987072056400 小林製薬 ナイシトールＺａ　１０５錠

4987072056417 小林製薬 ナイシトールＺａ　３１５錠

4987072056424 小林製薬 ナイシトールＺａ　４２０錠

4987072056431 小林製薬 ナイシトールＧａ　８４錠

4987072056448 小林製薬 ナイシトールＧａ　１６８錠

4987072056455 小林製薬 ナイシトールＧａ　３３６錠

4987076404832 阪本漢法製薬 アンラビリＳＳ　３６０錠

4987076505072 阪本漢法製薬 アンラビリＧＯＬＤ　２６４錠

4987107007360 第一三共ヘルスケア ユンゲオール３　１８０ｃｐ

4987138468109 ツムラ ツムラ漢方　防風通聖散　４８包

4987241145379 ロート製薬 新ロート防風通聖散錠満量　２６４錠

4987438064506 ジェーピーエス製薬 ＪＰＳ防風通聖散エキス錠Ｎ　２５２錠

4987188175309 久光製薬 コレストン　８４ｃｐ

4987188175316 久光製薬 コレストン　１６８ｃｐ

4987188175323 久光製薬 コレストン　４２Ｐ

4987300057018 エスエス製薬 コレステガード　９０カプセル

4987072034491 小林製薬 シジラック　８４錠

4987438034011 ジェーピーエス製薬 麻黄附子細辛湯　錠剤　１００錠

4987438060263 ジェーピーエス製薬 越婢加朮湯エキス錠　２６０錠

4987438064964 ジェーピーエス製薬 ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス錠Ｎ　２００錠

4903301261025 ライオン クリニカフッ素メディカルコート２５０ｍｌ

4987261000405 サンスター エフコート　フルーツ香味　２５０ｍｌ

4987261000412 サンスター エフコート　メディカルクール香味　２５０ｍｌ


