
1. 店舗の管理及び運営に関する事項（許可の内容等）
■【店舗の外観】 ■【一般用医薬品の陳列状況】

■【許可の区分】店舗販売業
■【開設許可証記載事項】／【店舗開設者】株式会社あまの創健／【店舗名称】あまの創健
【許可番号】名店舗第266号／【店舗所在地】名古屋市北区五反田町178－5  
【有効期間】令和2年5月30日～令和8年5月29日　■【店舗管理者名】森博樹
■【店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等】
薬剤師：森博樹（販売・情報提供・相談）
登録販売者：吉野和哉・柳敏之・井手智恵子（保管・陳列・販売・情報提供・相談）
■【現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名】
薬剤師：森博樹　登録販売者：吉野和哉・柳敏之・井手智恵子
■【取り扱う一般用医薬品の区分】
第1類医薬品・第2類医薬品（指定第2類医薬品）・第3類医薬品
■【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」「登録販売者」と記した名札を着用
■【営業時間・営業時間で相談できる時間】
月～金曜日  9：00 ～12：00、13：00 ～16：00（休業日：土日祝）

■【営業時間外で相談できる時間】時間外での相談・医薬品購入・譲受はございません。
■【営業時間外で医薬品の購入申込時間】インターネット受付時間  24時間
インターネット受付後の販売時間　月～金曜日  9：00 ～12：00、13：00 ～16：00（休業日：土日祝）
■【通常相談時及び緊急時の連絡先】e-mail：amano.kusuri@amano-s.co.jp　TEL：0120－170－228　FAX：0120－947－654
2. 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
■【要指導・第１類～第３類の定義及び解説】

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）

一
般
用
医
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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（指定第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）

■【要指導・第１類～第３類の表示や情報提供等に関する解説】

区　　分 表　　示 対応する専門家 情　報　提　供

要指導医薬品 要指導医薬品
薬剤師

購入者が使用者本人であることを確認した上で対面で書面を用いて行います。
※当店舗では要指導医薬品の取り扱いはございません。

第1類医薬品 第1類医薬品 書面を用いた情報提供を行います。

第2類（指定第2類）医薬品
第２類医薬品
指定第２類医薬品
第②類医薬品
第2類医薬品

薬剤師または
登録販売者

薬剤師また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。
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。

第3類医薬品 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。

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。
■【指定第２類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示】
指定第２類医薬品は「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。
指定第２類医薬品は小児や妊婦、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までお問い合わせください。
■【一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説】
薬効別に第1類・第2類・指定第2類・第3類医薬品のリスク区分ごとに分類。
■【副作用被害救済制度の解説】
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。　
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構　救済制度相談窓口　
TEL：0120-149-931　9：00 ～17：00（月～金/祝日・年末年始を除く） 
■【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
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19000182（09）号
■【その他必要な事項】
所轄保健所：名古屋市中保健センター　環境薬務室　TEL：052-265-2256
■【特定販売を行う一般用医薬品の使用期限】
医薬品は全て有効使用期限100日以上の商品を販売いたします。
■【特定販売方法の概要】
インターネット、電話、カタログによる特定販売
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“ セルフメディケーション税制 ” 「スイッチOTC医薬品」の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合に適用され、
確定申告により所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。

【対象商品】
本申込書では写真面に税制対象マーク　　　　　､
ついている「スイッチＯＴＣ医薬品」が対象となります。
弊社にて医薬品を購入いただく場合、納品書に「スイッチOTC医薬品」である
ことを明示し購入合計金額に「スイッチOTC医薬品」合計金額を併記します。

【その他注意点】
・申請の際、健康診断や予防接種等の証明書（領収書、結果表等）が必要と
なります。

・本税制の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることは出来
ません。

2020年12月
住友生命健康保険組合

平素は、保健事業にご協力を賜り誠にありがとうございます。
加入者の皆様の疾病予防、健康管理の一環で実施しております家庭用常備薬の斡旋を、

今回よりWEBにて実施いたします。各自お持ちのパソコン・スマートフォンでの申し込みとなりますので、
下記の案内をご覧の上、お申し込みください。

購入金額3,000円（税込）未満の場合は、別途400円を各自でご負担いただきます。送　料

令和2年12月10日（木）から12月25日（金）まで申込期間

令和3年1月末～2月上旬頃、ご指定の住所にお送りします。（但し、日本国内に限ります）
商品が欠品した際、キャンセルまたは代替品とさせていただくことがありますので
あらかじめご了承願います。

商品納品

クレジット決済または、商品に同封の振込用紙（郵便振替・コンビニ）をご利用ください。
（振込手数料は業者負担）

お支払い

〈 インターネット（パソコン・スマートフォン）での申し込みについてのご案内 〉
以下URLよりログイン用ＩＤとパスワードを取得してからお申し込みください。
別途全社通知にて、「家庭用常備薬ＩＤ取得および申込手順」を
ご案内しますので、ご確認の上、お申し込みください。

URL：https://www2.kenkoujin.jp/assen/users/sign_in/red
ログイン用ＩＤを取得する際の暗証番号は一律「2535」です。
ログイン用ID取得の際、「webinfo@amano-s.co.jp」のドメインからメールが届きます。
　注文完了後には「amano.kusuri@amano-s.co.jp」のドメインからメールが届きます。
　※ドメインの指定受信およびドメイン拒否の設定をされている場合は、お手数ですがドメイン解除をお願いします。

問い合わせ先

斡旋事業に関することは、TEL:06-6251-0990　平日9：00～17：00(土日祝除く)
あまの創健　大阪営業所　　担当：村上、永井

薬に関することは、TEL：0120-170-228　平日9：00～12：00、13：00～16：00(土日祝除く)
あまの創健　店舗販売業　許可番号　名店舗第266号　管理薬剤師：森 博樹

QRコードはこちら▶

申込方法

被保険者の皆様
へ

『『家家庭庭用常備用常備薬薬薬薬』』の斡の斡の斡旋旋旋ののおお知知ららせせ『家庭用常備薬』の斡旋のお知らせ
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290 290 590 590 1,400 1,400 400 400 350 350 

930 930 490 490 360 360 290 290 400 400 

350 350 310 310 420 420 160 160 920 920 

530 530 720 720 560 560 540 540 380 380 

390 390 490 490 730 730 700 700 590 590 

430 430 870 870 540 540 320 320 430 430 

330 330 650 650 440 440 320 320 340 340 

 ㋱ 税込 580 円 ㋱ 税込 880 円  ㋱ オープン  ㋱ オープン ㋱ 税込 437 円

㋱ 税込 2,464 円 ㋱ 税込 1,012 円 ㋱ 税込 462 円 ㋱ 税込 440 円 ㋱ 税込 550 円

 ㋱ オープン ㋱ 税込 396 円  ㋱ オープン  ㋱ オープン ㋱ 税込 1,320 円

㋱ 税込 1,496 円 ㋱ 税込 1,650 円  ㋱ オープン ㋱ 税込 3,080 円 ㋱ 税込 770 円

㋱ 税込 1,133 円 ㋱ 税込 1,760 円 ㋱ 税込 1,540 円 ㋱ 税込 1,430 円 ㋱ 税込 836 円

㋱ 税込 550 円 ㋱ 税込 1,870 円 ㋱ 税込 792 円  ㋱ オープン ㋱ 税込 1,540 円

㋱ 税込 880 円 ㋱ 税込 1,445 円 ㋱ 税込 1,408 円  ㋱ オープン ㋱ 税込 495 円

この商品は原則
一人1個のご注文と
させていただきます

この商品は原則
一人1個のご注文と
させていただきます

指定医薬部外品 医薬部外品

医薬部外品 医薬部外品 医薬部外品 医薬部外品 医薬部外品

第②類医薬品

第②類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品

第2類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品 指定医薬部外品 第②類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品

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

高濃度アルコール
74％で除菌
レモングラスの香
りでアロマ効果

高濃度アルコール
74％で除菌
レモングラスの香
りでアロマ効果

エタノール70％配合　
水がなくても使用可能　
保湿成分配合

エタノール70％配合　
水がなくても使用可能　
保湿成分配合

きちんと殺菌　
バイ菌から手肌を守る
薬用泡ハンドソープ

きちんと殺菌　
バイ菌から手肌を守る
薬用泡ハンドソープ

柔らかポリウレタン素材　
息がしやすく隙間をつくらない
柔らかポリウレタン素材　
息がしやすく隙間をつくらない

歯槽膿漏・歯肉炎・歯石沈着の予防に歯槽膿漏・歯肉炎・歯石沈着の予防に

歯槽膿漏・歯肉炎・歯石沈着の予防に歯槽膿漏・歯肉炎・歯石沈着の予防に
ミラクルキャッチハブラシ
（ふつう）とステインクリア
ペースト（40g）を組み合わ
せたソフトケース仕様  ケー
スカラー：ブルー、ピンク、
グリーン、パープル

ミラクルキャッチハブラシ
（ふつう）とステインクリア
ペースト（40g）を組み合わ
せたソフトケース仕様  ケー
スカラー：ブルー、ピンク、
グリーン、パープル

シャリッとした使用感
のシャイニーホワイト成
分が、清掃剤とともにス
テインをきめ細かく落
とし、白くつややかな歯
にします

シャリッとした使用感
のシャイニーホワイト成
分が、清掃剤とともにス
テインをきめ細かく落
とし、白くつややかな歯
にします

歯周病菌と毒素を
殺菌、除去して、歯
周病を予防する
（低刺激・ノンアル
コールタイプ）

歯周病菌と毒素を
殺菌、除去して、歯
周病を予防する
（低刺激・ノンアル
コールタイプ）

コンパクトなヘッドで細かい部分も無理
なく届く
コンパクトなヘッドで細かい部分も無理
なく届く

歯ぐきにやさしいゴ
ムタイプの歯間ブ
ラシで歯周病・歯槽
膿漏・虫歯の原因と
なる食ベカス・歯垢
を除去

歯ぐきにやさしいゴ
ムタイプの歯間ブ
ラシで歯周病・歯槽
膿漏・虫歯の原因と
なる食ベカス・歯垢
を除去

家族全員で使って貰える
クレパス風ハブラシ
家族全員で使って貰える
クレパス風ハブラシ

やさしく舌の汚れを除去やさしく舌の汚れを除去 かぜの諸症状(せき・たん・のどの痛み・
くしゃみ・鼻みず・発熱・頭痛)の緩和に
かぜの諸症状(せき・たん・のどの痛み・
くしゃみ・鼻みず・発熱・頭痛)の緩和に

のどの痛み・ハレを
抑えるトラネキサム
酸配合のかぜ薬

のどの痛み・ハレを
抑えるトラネキサム
酸配合のかぜ薬

のどの痛み・発熱・鼻水・せきに効くのどの痛み・発熱・鼻水・せきに効く かぜのもっともつらい症状の発熱・のど
の痛みに確かな効き目
かぜのもっともつらい症状の発熱・のど
の痛みに確かな効き目

眠くなる成分を含まないかぜ薬眠くなる成分を含まないかぜ薬 生薬配合感冒薬　風邪の症状の緩和に生薬配合感冒薬　風邪の症状の緩和に

かぜの諸症状の緩和にかぜの諸症状の緩和に お湯に溶かして服用　
ひきはじめのかぜ・肩こりに
お湯に溶かして服用　
ひきはじめのかぜ・肩こりに

かぜのひきはじめ・
頭痛・肩こりに
かぜのひきはじめ・
頭痛・肩こりに

かぜの初期症状・頭痛・鼻かぜにかぜの初期症状・頭痛・鼻かぜに
かぜのひきはじめ
で、発熱して体が
ゾクゾクし、寒気
がとれないような
症状に効果があり
ます

かぜのひきはじめ
で、発熱して体が
ゾクゾクし、寒気
がとれないような
症状に効果があり
ます

お子さまの熱や痛みを緩和する　
胃にやさしい解熱鎮痛薬
お子さまの熱や痛みを緩和する　
胃にやさしい解熱鎮痛薬 すぐれた鎮咳作用をもつ

4種の有効成分配合
すぐれた鎮咳作用をもつ
4種の有効成分配合

せき・たん・のどの炎症による声がれせき・たん・のどの炎症による声がれ
のどの殺菌・のどの痛み・はれ・声がれな
どの不快な症状に
のどの殺菌・のどの痛み・はれ・声がれな
どの不快な症状に

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎等の緩和に急性鼻炎・アレルギー性鼻炎等の緩和に

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎・鼻みず・く
しゃみに
急性鼻炎・アレルギー性鼻炎・鼻みず・く
しゃみに

鼻のアレルギー症状による鼻水・鼻づま
り・くしゃみなどに
鼻のアレルギー症状による鼻水・鼻づま
り・くしゃみなどに

鼻づまり・鼻水など
のアレルギー症状
の緩和に

鼻づまり・鼻水など
のアレルギー症状
の緩和に

痛み・熱に効く　眠くなりにくく飲みや
すい糖衣錠
痛み・熱に効く　眠くなりにくく飲みや
すい糖衣錠

早く効いて胃にやさしい　頭痛・歯痛・
生理痛などに
早く効いて胃にやさしい　頭痛・歯痛・
生理痛などに

※ケースカラーは
　選べません

※色の指定はできません
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ルルうがい薬a
携帯用除菌スプレー RAKU  RAKU  

プレミアムハンドジェル
キレイキレイ薬用泡
ハンドソープつめかえ用  
大型サイズ

ピュアアイマスク

クリーンデンタルF  
2Pセット

クリーンデンタルF オーラツーミー  
トラベルセット  ソフトケース

オーラツープレミアム  
ステインクリアペースト

ガム・デンタルリンス
ノンアルコールタイプ

プロキシデント歯ブラシ  
〈歯科医院専売品〉#1666P

やわらか歯間ブラシ
SS-M

デンタルプロクレパス風
ハブラシ

デンタルプロ 
舌ブラシ パブロンSα〈錠〉

ベンザエースA錠 ルルカゼブロックα コンタック総合感冒薬EX 新プレコールS顆粒 改源

新ルルエース カッコン湯エキス顆粒S 葛根湯エキス錠クラシエ ツムラ漢方内服液葛根湯
葛根湯KIDS  

小児用バファリンCⅡ
プレコールせき止め錠A

固形浅田飴クールS
明治Gトローチ プレコール鼻炎カプセルA

龍角散鼻炎朝夕カプセル アレルビ 爽AL点鼻薬a
イブ〈糖衣錠〉

バファリンA
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「「家家家庭庭庭用用常常常備備備薬薬薬」」」」薬」薬薬」薬薬」薬販販売売一一覧覧覧覧覧表表表「家庭用常備薬」販売一覧表
第一三共/25mL

プローデント/50mL ワールドキューブ/500mL ライオン/450mL プロダクト・イノベーション/3枚入（グレー）

第一三共/50g×2・ハブラシ2本
第一三共/50g サンスター サンスター/プレミアムミント100g サンスター/250mL

プローデント/3本組 小林/20本 デンタルプロ/ふつう5本組 デンタルプロ/1本
大正/75錠

武田/50錠 第一三共/30錠 グラクソ・スミスクライン/18カプセル 第一三共/24包 カイゲン/9包

第一三共/50錠 第一三共/10包 クラシエ/50錠 ツムラ/30mL×3本
クラシエ/9包

ライオン/16錠
第一三共/40錠

浅田飴/40錠
明治/18個 第一三共/12カプセル

龍角散/10カプセル 皇漢堂/14錠 第一三共/16mL
エスエス/20錠

ライオン/16錠

季節商品

歯　科

か　ぜ

小児用

せ　き の　ど 鼻　炎

解熱・鎮痛



円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円 円円 円円

200 200 540 540 640 640 770 770 1,000 1,000 

370 370 1,490 1,490 900 900 890 890 980 980 

600 600 1,140 1,140 2,140 2,140 1,880 1,880 980 980 

1,610 1,610 420 420 260 260 680 680 720 720 

390 390 430 430 1,470 1,470 600 600 180 180 

430 430 380 380 1,300 1,300 730 730 420 420 

390 390 370 370 400 400 710 710 530 530 

930 930 310 310 560 560 480 480 330 330 

㋱ 税込 715 円 ㋱ 税込 902 円 ㋱ 税込 715 円 ㋱ 税込 1,320 円 ㋱ 税込 1,078 円

 ㋱ オープン ㋱ 税込 1980 円 ㋱ 税込 2,530 円 ㋱ 税込 2,420 円 ㋱ 税込 1,430 円

㋱ 税込 935 円 ㋱ 税込 1,408 円 ㋱ 税込 2,420 円 ㋱ 税込1,980 円 ㋱ 税込 1,650 円

㋱ 税込 1,650 円 ㋱ 税込 880 円 ㋱ 税込 1,100 円 ㋱ 税込 1,078 円 ㋱ 税込 1,027 円

㋱ 税込 550 円 ㋱ 税込 660 円 ㋱ 税込 3,465 円 ㋱ 税込 1,980 円 ㋱ 税込 296 円

㋱ 税込 1,078 円 ㋱ 税込 825 円 ㋱ 税込 2,310 円  ㋱ オープン ㋱ 税込 770 円

㋱ 税込 1,100 円 ㋱ 税込 649 円 ㋱ 税込 770 円 ㋱ 税込 1,430 円 ㋱ 税込 1,078 円

㋱ 税込 1,023 円 ㋱ 税込 539 円 ㋱ 税込 792 円 ㋱ 税込 638 円 ㋱ 税込 748 円

この商品は原則
一人1個のご注文と
させていただきます

第②類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品 第②類医薬品

第②類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品

第3類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品

第3類医薬品 第3類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品

第3類医薬品 第3類医薬品 管理医療機器 第2類医薬品 第2類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品

指定医薬部外品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品

第②類医薬品

頭痛・発熱・生理痛に速く効き、胃にソフト頭痛・発熱・生理痛に速く効き、胃にソフト イブプロフェンとエテンザミド配合で
頭痛・生理痛に速く効く
イブプロフェンとエテンザミド配合で
頭痛・生理痛に速く効く

頭痛・生理痛などの鎮痛、悪寒・発熱時
の解熱
頭痛・生理痛などの鎮痛、悪寒・発熱時
の解熱

つらい頭痛・生理痛にしっかり速く効くつらい頭痛・生理痛にしっかり速く効く つらい頭痛に　速効・すぐれた効き目つらい頭痛に　速効・すぐれた効き目

小粒でのみやすく  生理痛・頭痛によく効く小粒でのみやすく  生理痛・頭痛によく効く
13種類の生薬と
ビタミン類などが
更年期の諸症状
に穏やかに効いて
いきます

13種類の生薬と
ビタミン類などが
更年期の諸症状
に穏やかに効いて
いきます

肩こり・腰痛・眼精疲労に肩こり・腰痛・眼精疲労に
眼精疲労、腰痛・
肩こり、肉体疲労に
眼精疲労、腰痛・
肩こり、肉体疲労に

にきび、肌あれ、口内炎ににきび、肌あれ、口内炎に

肌あれやにきびを
改善し、キメの整っ
たクリアな肌へと導
きます

肌あれやにきびを
改善し、キメの整っ
たクリアな肌へと導
きます

肌あれ・にきび・口内炎・疲れたときに肌あれ・にきび・口内炎・疲れたときに 滋養強壮・肉体疲労時
の栄養補給に
滋養強壮・肉体疲労時
の栄養補給に

胃腸障害時の栄養
補給・滋養強壮に
胃腸障害時の栄養
補給・滋養強壮に

代謝を改善、シミや
そばかす、疲れに効く
代謝を改善、シミや
そばかす、疲れに効く

酷使して蓄積してい
く疲れ、本気で悩む
すべての目の症状
に応える、高機能眼
科用薬

酷使して蓄積してい
く疲れ、本気で悩む
すべての目の症状
に応える、高機能眼
科用薬

目のかすみ、目の
疲れ、結膜充血、
目のかゆみに

目のかすみ、目の
疲れ、結膜充血、
目のかゆみに

OA機器などによる
目の疲れ・充血に
OA機器などによる
目の疲れ・充血に

4つの成分が、もの
もらい・結膜炎の目
を正常化　いつで
も清潔使い切り　
小さなお子様にも
安心、防腐剤未使用

4つの成分が、もの
もらい・結膜炎の目
を正常化　いつで
も清潔使い切り　
小さなお子様にも
安心、防腐剤未使用

目のかすみ・つかれに目のかすみ・つかれに

３つの成分を配合、
さらに防腐剤を含ま
ないコンタクト目薬

３つの成分を配合、
さらに防腐剤を含ま
ないコンタクト目薬

コンタクトレンズ
を装着している
ときの不快感、目
のかわき、目の疲
れ、目のかすみ

コンタクトレンズ
を装着している
ときの不快感、目
のかわき、目の疲
れ、目のかすみ

肩・腰・関節・筋肉
などの痛みに
肩・腰・関節・筋肉
などの痛みに

肩・腰・ひざの痛みに肩・腰・ひざの痛みに 肩こり・腰痛・筋肉痛・
しもやけなどに
肩こり・腰痛・筋肉痛・
しもやけなどに

肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛に　
はがれにくいシップ
肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛に　
はがれにくいシップ

肩こり・腰痛に肩こり・腰痛に
血行をよくしてコリをほぐす血行をよくしてコリをほぐす 胃酸過多・胸やけ・

胃痛・胃重に
胃酸過多・胸やけ・
胃痛・胃重に

胃のもたれ・不快感に　のんで爽やか胃のもたれ・不快感に　のんで爽やか

のみすぎ・食べすぎ・
胸やけ・胃痛に
のみすぎ・食べすぎ・
胸やけ・胃痛に

飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に 胃のもたれ・不快感に　スーッととけて
効く細粒胃腸薬
胃のもたれ・不快感に　スーッととけて
効く細粒胃腸薬

胃の痛み・胸やけ・飲みすぎに胃の痛み・胸やけ・飲みすぎに ストレスが胃に来たら　ストレスなどに
よる神経性胃炎や慢性胃炎を改善する
胃腸薬

ストレスが胃に来たら　ストレスなどに
よる神経性胃炎や慢性胃炎を改善する
胃腸薬

3種の乳酸菌が小腸か
ら大腸まで　腸の調子
を整える

3種の乳酸菌が小腸か
ら大腸まで　腸の調子
を整える

軟便・下痢・食あた
り・水あたり・はき
下しなど

軟便・下痢・食あた
り・水あたり・はき
下しなど

軟便・下痢・食あたり・水あたり・
はき下しなど
軟便・下痢・食あたり・水あたり・
はき下しなど

突発性の下痢に　すばやく溶ける突発性の下痢に　すばやく溶ける
乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の
予防及び緩和
乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の
予防及び緩和

㊕

㊕ ㊕

㊕

㊕ ㊕

㊕ ㊕ ㊕ ㊕

㊕ ㊕

㊕ ㊕ ㊕

新セデス錠 ナロンエースT バファリンルナｉ イブクイック頭痛薬 バファリン  プレミアム

ノーシンピュア
女性薬命の母A ノイビタエースEX

ヘルビタFXプラスa ヘルビタBBトーイ

ハイチオールBクリア チョコラBBプラス キューピーコーワゴールドa ヘパリーゼプラスⅡ ハイチオールCプラス2

Vロートプレミアム
スマイル40EX ロートOA目薬 抗菌アイリス使いきり アイリス50

スマイルコンタクト
ピュア

Newマイティア
CLク－ル-s ハリワンFb50EG

パテックス液ID サロンパスAe

パテックス
うすぴたシップ

新フジパップ温感
ピップエレキバン130 新キャベジンｺｰﾜS

第一三共胃腸薬〔錠剤〕

パンシロン（細粒） 太田胃散〈分包〉 第一三共胃腸薬〔細粒〕a サクロンG 太田漢方胃腸薬Ⅱ

新ビオフェルミンS錠 正露丸
セイロガン糖衣A ストッパ下痢止めEX

ソラシドン

医療機器認証番号/
22100BZX00218000
医療機器認証番号/
22100BZX00218000
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46 47 48 49 50

51
52 53 54 55

56 57
58

59 60

61 62
63 64

65

66 67 68 69 70

71 72
73 74

75

㊕ ㊕（＝特納品）とは皆さまが加入する団体のみで販売されている医薬品等で、市販はされておりません。市販の医薬品等に比べお求めやすい価格になっています。
シオノギ/10錠 大正/24錠 ライオン/20錠 エスエス/20錠 ライオン/20錠

アラクス/20錠
小林/252錠 第一三共/60錠

米田薬品/60錠 米田薬品/80錠

エスエス/30錠 エーザイ/60錠 興和/90錠 ゼリア新薬/60錠 エスエス/60錠

ロート/15mL
ライオン/15mL ロート/15mL 大正/18本入 大正/14mL

ライオン/12mL 武田/15mL
共立/32枚

第一三共/40mL 久光/20枚

第一三共/12枚 第一三共/6枚
共立/30粒 興和/110錠

第一三共/50錠

ロート/22包 太田/16包 第一三共/12包 エーザイ/18包 太田/14包

大正/130錠 大幸/50粒
大幸/24錠 ライオン/6錠（6回分）

天野/10錠

女性保健薬 栄養剤

目　薬

消炎薬

磁気治療器 胃腸薬

整腸薬 止しゃ薬 酔　止



円円1,470 1,470 円円520 520 円円320 320 円円500 500 円円250 250 

円円340 340 円円400 400 円円760 760 円円1,320 1,320 円円360 360 

円円260 260 円円370 370 円円840 840 円円220 220 円円620 620 

円円530 530 円円300 300 円円300 300 円円370 370 円円300 300 

円円400 400 円円400 400 円円820 820 円円140 140 円円200 200 

円円1,680 1,680 

円円290 290 円円430 430 円円490 490 円円600 600 

円円3,850 3,850 円円5,080 5,080 

㋱ 税込 2,200 円 ㋱ 税込 1,540 円 ㋱ 税込 880 円 ㋱ 税込 605 円 ㋱ 税込 506 円

㋱ 税込 1,320 円 ㋱ 税込 611 円 ㋱ 税込 979 円 ㋱ 税込 1,980 円 ㋱ 税込 524 円

㋱ 税込 550 円 ㋱ 税込 550 円 ㋱ 税込 1,320 円 ㋱ 税込 495 円 ㋱ 税込 935 円

 ㋱ オープン ㋱ 税込 528 円 ㋱ 税込 1,100 円  ㋱ オープン ㋱ 税込 605 円

㋱ 税込 990 円 ㋱ 税込 990 円 ㋱ 税込 1,210 円  ㋱ オープン  ㋱ オープン

㋱ 税込 2,750 円

㋱ 税込 370 円  ㋱ オープン  ㋱ オープン ㋱ 税込 702 円

㋱ 税込 5,500 円 ㋱ 税込 11,000 円

第②類医薬品 第2類医薬品 第②類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品

第3類医薬品 第3類医薬品 指定医薬部外品 医薬部外品 医薬部外品

第2類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品 第3類医薬品 第2類医薬品

管理医療機器 一般医療機器 一般医療機器 一般医療機器 一般医療機器

管理医療機器 管理医療機器

▼軽税 8％ ▼軽税 8％

ジュクジュクした患部の
水虫・たむしに
ジュクジュクした患部の
水虫・たむしに

かさかさタイプの患部
のみずむし・たむしに
かさかさタイプの患部
のみずむし・たむしに しっしん・かぶれ・かゆみにしっしん・かぶれ・かゆみに かゆみ・かぶれ・虫さされ　べたつかず、

白残りしないクリーム
かゆみ・かぶれ・虫さされ　べたつかず、
白残りしないクリーム

貼るだけ　虫さされ・かゆみ・しもやけに貼るだけ　虫さされ・かゆみ・しもやけに

あれた肌をみずみずし
く、なめらかにする
あれた肌をみずみずし
く、なめらかにする

肌あれ、やけど、カミ
ソリ負け、すり傷、虫
さされ、打撲傷など

肌あれ、やけど、カミ
ソリ負け、すり傷、虫
さされ、打撲傷など

ひび・あかぎれ・しもや
けを治す　最後まで使
いきれる幅広チューブ
タイプ

ひび・あかぎれ・しもや
けを治す　最後まで使
いきれる幅広チューブ
タイプ

ビタミンC誘導体※が
集中的に角質層まで
浸透　メラニンの生成
を抑えしみ・そばかす
を防ぐ　※L-アスコル
ビン酸　2-グルコシド

ビタミンC誘導体※が
集中的に角質層まで
浸透　メラニンの生成
を抑えしみ・そばかす
を防ぐ　※L-アスコル
ビン酸　2-グルコシド

唇にぬるとキュートな
ピンク色に変わる薬
用リップ　軽いメイク
やオフの日にぴったり
落ちにくく、色持ちに
優れています
UVカットSPF12

唇にぬるとキュートな
ピンク色に変わる薬
用リップ　軽いメイク
やオフの日にぴったり
落ちにくく、色持ちに
優れています
UVカットSPF12

ひび・しもやけ・吹出物などにひび・しもやけ・吹出物などに
ひび、あかぎれ、切りきず、しもやけ、や
けど、ぢ、打身
ひび、あかぎれ、切りきず、しもやけ、や
けど、ぢ、打身

貼っていても気になら
ないパッチタイプの口
内炎・舌炎治療薬

貼っていても気になら
ないパッチタイプの口
内炎・舌炎治療薬

キズの殺菌消毒に　
皮膚修復成分配合
キズの殺菌消毒に　
皮膚修復成分配合

ウオノメ・たこ・イボに　
3～4日で貼り替え
ウオノメ・たこ・イボに　
3～4日で貼り替え

かさぶたの代わりと
なってキズを早くきれ
いに治す　完全防水

かさぶたの代わりと
なってキズを早くきれ
いに治す　完全防水

ひび・あかぎれの保護
をストレスフリーに　
ひび・あかぎれを保護
し、極薄フィルムが曲
げ伸ばし時の不快感
を軽減させます

ひび・あかぎれの保護
をストレスフリーに　
ひび・あかぎれを保護
し、極薄フィルムが曲
げ伸ばし時の不快感
を軽減させます

水やバイ菌をブロック　
完全防水の極薄タイプ
水やバイ菌をブロック　
完全防水の極薄タイプ 目立ちにくい色　はがれにくい形　

水に強い
目立ちにくい色　はがれにくい形　
水に強い

伸縮性があるので関
節部にピッタリ　1枚
ずつ滅菌済包装して
いるため衛生的

伸縮性があるので関
節部にピッタリ　1枚
ずつ滅菌済包装して
いるため衛生的

高い冷却効果が
8時間持続
高い冷却効果が
8時間持続

高い冷却効果が
8時間持続
高い冷却効果が
8時間持続 やわらか冷却ジェルまくら　冷凍庫に

入れても凍らない
やわらか冷却ジェルまくら　冷凍庫に
入れても凍らない

目・耳・鼻・歯ぐきの手入れに目・耳・鼻・歯ぐきの手入れに
ガーゼ、シップの固定にガーゼ、シップの固定に

使いやすくて、すば
やく測れる約20秒
スピード予測検温

使いやすくて、すば
やく測れる約20秒
スピード予測検温

息リフレッシュ・
口臭が気になる方に
息リフレッシュ・
口臭が気になる方に

シアバター＆ココナッツ
オイル配合で指先まで
しっとり　ローズの香り

シアバター＆ココナッツ
オイル配合で指先まで
しっとり　ローズの香り

赤ちゃんから大人まで使
えるやわらかワセリン　
皮膚・口唇を保護します
無香料、無着色、パラベ
ンフリー

赤ちゃんから大人まで使
えるやわらかワセリン　
皮膚・口唇を保護します
無香料、無着色、パラベ
ンフリー

さっと水に溶けて
スポーツ時の水分
とイオンのすみや
かな補給に

さっと水に溶けて
スポーツ時の水分
とイオンのすみや
かな補給に

コンパクトで収納しやすいＡ4サイズ　
お手入れ簡単なフラットデザイン
コンパクトで収納しやすいＡ4サイズ　
お手入れ簡単なフラットデザイン

カフぴったり巻きチェック、血圧値レベル
表示、不規則脈波・体動お知らせ
メモリ60回×1人

カフぴったり巻きチェック、血圧値レベル
表示、不規則脈波・体動お知らせ
メモリ60回×1人

㊕ ㊕ ㊕

㊕

㊕

㊕

ダマリングランデX
(クリーム)

ピロエースW液
新オイラックスHクリーム ムヒS

マキロンかゆみどめパッチ

ニューウレアクリーム
20%

メンターム ユースキン  チューブ ケシミンクリームｊ
口紅がいらない薬用リップ
ほんのりピンクUV 

オロナインH軟膏
「間宮」アロエ軟膏a 口内炎パッチ大正A マキロンs

イボコロリ
絆創膏ワンタッチ

バンドエイド 
キズパワーパッド  
ふつうサイズ

FCストップバン  レギュラー 防水救急ばんそう膏 バンドエイド  肌色タイプ
スタンダードサイズ

ウレタン素材の
傷あてパッド

冷えピタ  大人用
冷えピタ  子供用 熱さまひんやり

やわらかアイス枕 FCファミリー綿棒
ケアハート
包帯どうしがくっつく
自着包帯M

電子体温計  けんおんくん

噛むブレスケア
（レモンミント）

メンタームシアココ
ハンドクリームローズ

メンターム  ワセリン ポカリスエット1L用  
粉末

体重体組成計カラダスキャン
オムロン  上腕式血圧計

医療機器届出番号 /
13B2X00023000161
医療機器届出番号 /
13B2X00023000161

医療機器認証番号/
225ADBZI00048000
医療機器認証番号/
225ADBZI00048000

医療機器届出番号/
29B2X10005000006
医療機器届出番号/
29B2X10005000006

医療機器届出番号/
13B1X00204C00017
医療機器届出番号/
13B1X00204C00017

医療機器届出番号/
29B2X10005000222
医療機器届出番号/
29B2X10005000222

製品サイズ：30×110×14mm　
重量：約18g（電池含む）
医療機器認証番号/
225ACBZX00050000

製品サイズ：30×110×14mm　
重量：約18g（電池含む）
医療機器認証番号/
225ACBZX00050000 製品サイズ：

210×285×28mm
製品サイズ：
210×285×28mm

製品サイズ：
約W107×H79×D141mm
重さ：約280g（電池含まず）
電源：単3乾電池4個
医療機器認証番号 /
225AABZX00105000

製品サイズ：
約W107×H79×D141mm
重さ：約280g（電池含まず）
電源：単3乾電池4個
医療機器認証番号 /
225AABZX00105000
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※㋱はメーカー希望小売価格です。　◆販売価格は、消費税を含んでおります。

※㋱はメーカー希望小売価格です。 ◆販売価格は、消費税を含んでおります。
※薬を使用する前に、薬の外箱や添付文書の記載事項をよく読んでください。
※メーカーの都合により容量・商品パッケージを変更されることもあります。
※印刷の都合上、色・大きさ等に若干の相違が生じる場合があります。あらかじめご了承願います。

※指定第2類医薬品（「指定第2類医薬品」または「第②類医薬品」と表示されています）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は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。

▼軽税 8％ このマークがついている商品は、軽減税率対象（消費税8％）の商品・カテゴリーです。

大正/15ｇ
第一三共/12mL

第一三共/10g 池田/18g
第一三共/24枚入

第一三共/45g
近江/40g ユースキン/80g 小林/30g

近江/3.5g

大塚/20g
小林/15g 大正/10パッチ 第一三共/40mL

横山/Mサイズ12枚

Ｊ＆Ｊ/10枚 白十字/20枚入（0.007mm） 共立/1サイズ70枚 Ｊ＆Ｊ/1サイズ50枚 共立/Mサイズ6枚入

ライオン/12枚+4枚
ライオン/12枚+4枚 小林/冷却ジェル

白十字/200本
玉川衛材/4cm×4.5m

オムロン/MC-681 オムロン/HBF-912
オムロン/HEM-7131

小林/25粒
近江/75ｇ 近江/60g 大塚/74ｇ×5袋

水　虫

体温計

かゆみ 虫さされ

肌 リップ

外傷薬 絆創膏

冷却雑貨 衛生材料

その他

健康用品




