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会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

ノーシン散剤
(8包)

解熱鎮痛剤
(15歳以上)

ノーシン錠
(16錠)

解熱鎮痛剤
(15歳以上)

ノーシンピュア
(24錠)

解熱鎮痛剤
(15歳以上)

小中学生用ノーシンピュア
(12T)

解熱鎮痛剤
(7才以上15歳未満)

カイベールＣ
(48T)

便秘治療薬

改源かぜカプセル 30cp かぜ薬

カイゲン感冒錠 30錠 かぜ薬

カイゲン咳止錠 40錠 鎮咳・去痰薬

カイゲンハンドシャワー 300mL 手指の消毒･洗浄剤

風神マスク(立体マスク)　7枚入 マスク

風神マスク(ガーゼ)
1枚入

マスク

セデス・ファースト 解熱鎮痛剤
指定第２類医薬品

タッチコレクトⅡ 入れ歯安定剤(のりタイプ）
管理医療機器

パイロンMX かぜぐすり
指定第２類医薬品

パイロンハイ かぜぐすり
指定第２類医薬品

レスフィーナ細粒「分包」 生薬製剤
第２類医薬品

ポポンBフレッシュ ビタミンB1主薬製剤
第3類医薬品

ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒（12包） ツムラの漢方かぜ薬

ツムラ漢方内服液葛根湯（30mL×3本 ） ツムラの漢方内服液

新ホルキスクール シップ（3類）

オムニード0.5％ID温感 シップ（2類）

トクホンハップ(冷)　6枚/袋 外用消炎鎮痛パップ剤

ハップ冷　ＩＤサンプル 2枚/袋　 外用消炎鎮痛パップ剤

ハップ温　ＩＤサンプル 2枚/袋 外用消炎鎮痛パップ剤

ロイヒフェルビ温８枚入　　　（注１） 鎮痛消炎テープ剤

ロイヒフェルビ温１６枚入　　　（注１） 鎮痛消炎テープ剤

テイコクファルマシア

ト ク ホ ン

ニチバン

アラクス

カイゲン

シオノギ

ツムラ



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

ザジテンAL点眼薬 10mL 抗アレルギー薬（点眼薬）

ボルタレンACローション 50g 外用鎮痛薬

ボルタレンACローション 50g 外用鎮痛薬

ボルタレンACゲル25g 外用鎮痛薬

ボルタレンACゲル50g 外用鎮痛薬

ボルタレンACゲル50g 外用鎮痛薬

ボルタレンACテープ（8枚入） 外用鎮痛薬

ユースキンI 鎮痒消炎剤

ユースキンI　ローション 鎮痒消炎剤

バファリン風邪細粒10包 風邪薬

バファリン顆粒10包 解熱鎮痛剤

キッズバファリン風邪シロップＰ 小児用風邪薬

キッズバファリン風邪シロップＳ 小児用風邪薬

グロンサン強力内服液 栄養ドリンク

スマイルコンタクトピュア 点眼薬

スマイルコンタクトクールフレッシュ 点眼薬

スマイルコンタクトドライテクト 点眼薬

ミルトン液1000ｍｌ 消毒液

クールワンかぜゴールド　４５錠 総合感冒薬

クールワンかぜゴールド　２７錠 総合感冒薬

　　　製　品　名 薬効群

ｻﾛﾝｼｯﾌﾟ温熱用具　直貼 医療用具

眼涼 目薬

フェイタス　７枚 外用鎮痛消炎剤

サロンパスＡｅ　40枚 外用鎮痛消炎剤

新コルゲン　うがいぐすり うがい薬

コルゲン液体かぜ薬 総合感冒薬
(麻黄湯製剤)

コルゲン鼻炎ソフトミニカプセル 鼻炎治療剤

興和

ユースキン

ライオン

杏林製薬

久光製薬

ノバルティスファーマ



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

キューピーコーワI B1主薬ビタミン剤

ぴったりふんわりマスク マスク

ぴたっとつかいきりマスク

N９５　マスク マスク

毛布(明細別途) 生活関連物資

衣類(明細別途)

タオル・シーツ(明細別途)

テピカうがい薬ＰＶミント（300ｍＬ） うがい薬

テピカうがい薬ＰＶいちご（300ｍＬ） うがい薬

ケンエーうがい薬キッズ（120ｍＬ） うがい薬

ケエバンＡ（１S　４０） 絆創膏

手ピカジェル（３００mL） 殺菌消毒薬

テピカマスクの除菌・消臭スプレー（ミント）（25mL） 殺菌消毒薬

ファミリアンハンドジェル 殺菌消毒薬

ファミリアンスリー 殺菌消毒綿

スメクタテスミン 下痢止め薬

ユンケルローヤルチャージ ミニドリンク剤

ユンケルジュニア ミニドリンク剤

ユンケルローヤル顆粒 滋養強壮剤

ハイウルソ細粒 胃腸薬

ストナシロップA小児用 かぜ薬

デリーナドライシャンプー 泡状清拭剤

ユンケル黄帝L40DCF ミニドリンク剤

サトウ快適フィットプリーツマスク 衛生用品

ストナアイビー（CVS） かぜ薬

おなかぴゆあ（20包） 便秘薬

柴胡桂枝湯（9包） かぜ薬・胃腸薬

一風飲トローチＫ「ｺﾀﾛｰ」 鎮咳去痰薬

漢方せき止めトローチ「麦門冬湯」 鎮咳去痰薬

新ジキニン顆粒 10包 総合感冒剤

ﾄﾞｯｸﾏﾝ 60錠 滋養強壮保健剤

小太郎漢方製薬

全薬工業

興和

健栄製薬

佐藤製薬



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

ﾄﾞｯｸﾏﾝG 60錠 滋養強壮保健剤

モアーロング 50mL 滋養強壮保健剤

ﾋﾟﾛｯﾄｸﾘｰﾑ 12g 皮膚外用剤

ﾐﾈﾗﾙｽｰﾊﾟｰ10 健康食品

ﾘﾘﾌｧｰｽ 健康食品

ｴｸｽﾋﾟｰﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ 外用石けん

ｱﾋﾟｯﾄｼﾞｪﾙ･S 110mL 皮膚保湿剤

ＰＢハンドジェル３６５ 殺菌消毒薬

Ｐハンドジェル３６５レモン 殺菌消毒薬

ヴイックスＭドロップレモン 飴・ドロップ

ヴイックスＶＲビン その他の風邪薬

パブロンＳ錠 総合感冒薬

パブロンＳ錠 総合感冒薬

パブロンＳ 総合感冒薬

ゼナＦ０－Ⅰ 部外品ミニドリンク剤

ゼナＦ０－ジンジャー 部外品ミニドリンク剤

ＤＢ歯医者さん150Ｕ 歯ブラシ

歯医者さん250かため 歯ブラシ

歯医者さん150Ｕかため 歯ブラシ

パブロンＳ小児液 総合感冒薬

①コサジン・ガークル「ＴＹ」　120ｍL うがい薬

②新タナベ総合感冒薬　24cap かぜ薬

③新タナベ胃腸薬顆粒　12包 胃腸薬

④新ラクトーンA　144錠 整腸薬

⑤タナベ目薬NE　15ｍL 目薬

⑥フルコートＦ軟膏　5ｇ 皮膚

⑦ベナパスA　12ｇ 皮膚

⑧タナベインドメタシンシップ　3枚 パップ剤

⑨タナベ脱臭抗菌マスク　3枚入 マスク

田辺三菱製薬

全薬工業

大正製薬



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

ﾏｲﾌｰﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ錠(36錠) かぜ薬

ﾛﾝﾀｰｾﾞﾘｽﾞﾑ(36包) 便秘薬

ﾋﾞﾀﾎﾙDX(100mL) ﾋﾞﾀﾐﾝ含有保健薬

ｶﾌﾟﾚVC1000(100mL) 清涼飲料水
(栄養機能食品)

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸL かぜ薬

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸS　 総合感冒薬

ｱﾘﾅﾐﾝEXプラス ビタミン剤
（B1B6B12主薬製剤）

ｱﾘﾅﾐﾝA ビタミン剤
（B１主薬製剤）

ｱﾘﾅﾐﾝＶ 栄養補給ドリンク

ｱﾘﾅﾐﾝR 栄養補給ドリンク

ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽA 総合感冒薬

ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽA 総合感冒薬

貼るｱｸﾃｰｼﾞL 外用鎮痛・消炎薬
（貼付薬）

貼るｱｸﾃｰｼﾞL 外用鎮痛・消炎薬
（貼付薬）

貼るｱｸﾃｰｼﾞL 外用鎮痛・消炎薬
（貼付薬）

ﾜｸﾅｶﾞ　ﾌｼﾞｺｰﾙW 総合かぜクスリ

ｾｷｾﾁﾝSP錠 鎮咳去痰薬

ﾌｼﾞﾋﾞﾄｰﾙ鼻炎薬S 鼻炎用内服薬

ﾉﾉﾝ錠 解熱鎮痛薬

ﾜｸﾅｶﾞ胃腸薬U 胃腸薬(制酸剤)

新ﾚﾌﾞﾒﾝﾄｰFN 外用殺菌消毒剤

ｵﾌﾟﾀｰﾅ目薬 目薬

新ﾉｲｶﾞﾝﾊｯﾌﾟﾎｯﾄ 消炎鎮痛ﾊｯﾌﾟ剤

新ﾉｲｶﾞﾝﾊｯﾌﾟｸｰﾙ 消炎鎮痛ﾊｯﾌﾟ剤

ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ ﾏｽｸ

コンタック葛根湯ドリンク
（45ml　×　2本）

感冒薬

コンタック総合かぜ薬　昼・夜タイプ
（18錠）

感冒薬

グラク ソ ・ ス ミ ス ク ラ イ ン

日本製薬工業

武田薬品

湧永製薬



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

アクアハブラシ　EXC　M ハブラシ

アクアブラシ　EXC　H ハブラシ

ｱｸｱﾊﾌﾞﾗｼ　M ハブラシ

ｱｸｱﾊﾌﾞﾗｼ　H ハブラシ

ｱｸｱﾊﾌﾞﾗｼ　S ハブラシ

お出かけ前ﾎﾟﾘﾃﾞﾝﾄ108錠 入歯洗浄剤

ｼｭﾐﾃｸﾄ110g ハミガキ

ｱｸｱﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾛﾃｸﾄ＋130g ハミガキ

アネトン咳止め顆粒16包 鎮咳去痰薬

バイシンアルメディモイスト 目薬（アレルギー用）

浅田飴 浅田飴ガードジェル 外皮消毒剤

イチジク製薬 イチジク浣腸　30ｇ２コ入 便秘薬

キンカン　55ｍｌ 鎮痛剤

キントリーゼ　50ｍｌ 殺菌消毒薬

ウエストン・Ｓ　５５錠 便秘薬

セシオン錠　１１０錠 かぜ薬

小児用ヒストミンせき止めシロップＳ 鎮咳去痰薬

ビタユニーバーモントＤ300　100ｍｌ 栄養内服液

サインエース内服液　50ｍｌ 栄養内服液

ＰＢサインエース内服液　50ｍｌ 栄養内服液

サンテビオ 目薬

サンテマイペースＣＬ 目薬

サンテパッソ 目薬

サンテＡＬクールⅡ 目薬

サンテ抗菌目薬 目薬

正露丸　50Ｐ 止しゃ薬

セイロガン糖衣Ａ　120Ｔ 止しゃ薬

小林薬品工業

参天製薬

大幸薬品

グラク ソ ・ ス ミ ス ク ラ イ ン

ジ ョンソン＆ジョンソン

金冠堂



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

新プレコールうがい薬　25ｍｌ うがい薬

バリエールウイルス対策マスクＭ　１枚 マスク

ウイルス防御マスク標準　３枚 マスク

爽ＡＬマスク　5枚 マスク

キシロＡ軟膏 殺菌消毒剤

ルルアタックＥＸ顆粒　6包 感冒薬

ルルアタックＥＸ顆粒　12包 感冒薬

プレコール持続性ファアミリー錠36錠 感冒薬

カコナールＶ顆粒　6包 感冒薬

カコナールＶ顆粒　10包 感冒薬

プレコール持続性鼻炎カプセルＬＸ　20ＣＰ　 花粉症薬

プレコール持続性鼻炎カプセルＬＸ　40ＣＰ　 花粉症薬

エージー鼻炎カプレット　24錠 花粉症薬

パテックスフェルビナク35　　７枚 鎮痛・消炎薬

パテックスフェルビナク35　　14枚 鎮痛・消炎薬

パテックスフェルビナク35　　21枚 鎮痛・消炎薬

プレコール持続性カプセル　12ＣＰ 感冒薬

パテックスフェルビナク5　　　７枚 鎮痛・消炎薬

ルルうがい薬　　20ｍｌ うがい薬

ルル滋養内服液　ミントプラス ビタミン剤

ルルうがい薬　　20ｍｌ うがい薬

ルル滋養内服液　ミントプラス ビタミン剤

丹平製薬 コンジスイ薬用フレッシュエア 医薬部外品

ビタシー 滋養強壮ドリンク

グロンビターデラックスＫ 滋養強壮ドリンク

ピュアテクトボディソープ 化粧品

新ミヤリサンアイジ整腸薬 整腸薬

ミヤリッチ 止しゃ薬

常盤薬品

ミヤリサン製薬

第一三共ヘルスケア



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

薬用ハンドジェル 医薬部外品

バリエールホワイトマスク 衛生雑貨

アズセグローチ 口腔殺菌・消毒薬

レナンメディカルドロップ 口腔殺菌・消毒薬

若甦内服液G ビタミン含有保健薬

小児用ツーランシロップ（48mL） かぜ薬

タイムコール去たん錠（30錠） 鎮咳去痰薬

イブアウター　４H 外用消炎鎮痛

イブアウター　８H 外用消炎鎮痛

イブアウターパップ　６H 外用消炎鎮痛

イブアウターゲル　２５ｇ 外用消炎鎮痛

イブアウターゲル　５０ｇ 外用消炎鎮痛

ST漢方　葛根湯 総合感冒薬

ST漢方　小青竜湯 総合感冒薬

ST漢方　麻黄湯 総合感冒薬

リラッセ　45錠 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤（肩こり・痛み）

リラッセ　90錠 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤（肩こり・痛み）

ｴｽﾌｧｲﾄGEH　45T ﾋﾞﾀﾐﾝ剤（肉体疲労）

ｴｽﾌｧｲﾄGEH　90T ﾋﾞﾀﾐﾝ剤（肉体疲労）

スズレックス顆粒Ｓ 風邪薬

スズレックスＤ 風邪薬

ガノン顆粒ＫＡ 風邪薬

セフールせき止め錠 鎮咳去たん薬

喘妙錠Ａ（64錠） 鎮咳去たん薬

喘妙鼻炎錠Ｓ 鼻炎薬

アスゲンうるおい点眼薬 目薬

ベロリチンＥＸ点眼薬 目薬

エスエス製薬

ホーユー

日新薬品工業

日東薬品工業



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

こどもアナクールシロップ かぜ薬

アナクールエース かぜ薬

アナクール鼻炎錠 かぜ薬

アネミンローション 皮膚用薬

コリミジンＡ坐剤　12個 坐剤

コリミジンＡ坐剤　24個 坐剤

モラールアレギー 目薬

レバンローヤルＦ 滋養強壮ドリンク

ニッスイガロール 胃腸薬

イストサン胃腸ゴールド液 胃腸薬

コフチンのどスプレー 口腔咽喉薬

甘草のど飴（缶入り） のど飴

マッキンZ 40mL 殺菌消毒剤

ガーゼマスク　1枚入
（風合いｺｯﾄﾝｶﾞｰｾﾞﾏｽｸ）

雑貨

ロートアルガードコンタクト 目薬

ママはぐこどもマスク マスク

ママはぐ薬用ふわピカ消毒液
泡タイプ

手指消毒剤

ママはぐ消毒ジェル 手指消毒剤

ママはぐ薬用ハンドソープ
ゼリータイプ

ハンドソープ

ママはぐハンドソープ
泡タイプ

ハンドソープ

ママはぐハンドソープ
泡タイプ（詰め替え用）

ハンドソープ

ママはぐ　うがい薬 うがい薬

ママはぐ　うがい薬
スイートフルーツ味

うがい薬

ママはぐ　うがい薬
スイートフルーツ味（コップ付）

うがい薬

アルガード
抗アレルギーカプセル

抗アレルギー薬

セピーAZのどスプレー 呼吸器官用薬(口腔、咽頭薬）

セピーＩＰかぜゴールド顆粒 中枢神経系用薬（感冒薬）

セピーＩＰかぜゴールド錠 中枢神経系用薬（感冒薬）

セピーせき止め液Ｌ 呼吸器官用薬（鎮咳・去痰薬）

玉川衛材

ロート製薬

ゼリア新薬工業

日水製薬

米田薬品



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

ストマオフ糖衣錠 消化器官用薬(胃腸薬)

ストマクールA細粒 消化器官用薬(胃腸薬)

ペロット下痢止め 消化器官用薬（下痢止め）

ウィズワンプラス 消化器官用薬（便秘薬）

ウィズワン(ZP) 消化器官用薬（便秘薬）

プレバリンαクリーム 外皮用薬（皮膚用薬）

インドメホットパス 外皮用薬（鎮痛消炎剤）

エナジカン 医薬部外品（滋養強壮薬）

マスデントジェル 薬用歯磨き剤

コンドロハイ900ゼリー ビタミン剤

アポスティーモイスチャーリップ 化粧品

モイスベール 化粧品

アシノンＺ錠 消化器官用薬(胃腸薬)　第1類医薬品

アシノンＺ胃腸内服液 消化器官用薬(胃腸薬)　第1類医薬品

のどぬーるスプレーEX１５ｍｌ 咽頭薬

のどぬーるスプレー１５ｍｌ 咽頭薬

セキピタンスプレー 咳止め

アイボンとろーり目薬 目薬

アイボンとろーりクール目薬 目薬

ラナケインＳ かゆみ止め

アイボン５００ｍｌ 洗眼薬

アイボンミニ 洗眼薬

アイボンＷビタミンミニ 洗眼薬

イントウェル 咽頭薬

しょうが湯　　１包 食品

ワカ末止しゃ薬錠　２４Ｔ 胃腸薬(下痢止)

葛根湯　ＫＩＤＳ 風邪薬（漢方）

奥田家下呂膏ＩＤ液 外用消炎鎮痛薬

白光（白の下呂膏） 外用消炎鎮痛薬

小林製薬

クラシエ薬品

奥田又右衛門膏本舗

ゼリア新薬工業



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

イソジンうがい薬　50ｍｌ うがい薬

イソジンウイルス立入禁止マスク マスク

イソジン泡ハンドウオッシュ 外用殺菌消毒薬

エコルネ　30錠 解熱鎮痛薬

ハミノン漢方便秘薬 下剤

パスタイムＦＸ　35枚 鎮痛消炎剤

パスタイムＦＸ温感　35枚 鎮痛消炎剤

パスタイムＡ　60枚 鎮痛消炎剤

パスタイムＨ　20枚 鎮痛消炎剤

カユピタッククリーム20　65g 乾燥性皮膚治療薬

ブラッドバン　Ｓサイズ　500回 パッド付絆創膏

カットバンモイスト　Ｍ8枚 救急絆創膏

カットバンモイスト　Ｍ16枚 救急絆創膏

カットバンモイスト　Ｌ6枚 救急絆創膏

カットバンモイスト　2サイズ　12枚 救急絆創膏

新カットバンＡ　2サイズ　16枚 救急絆創膏

新カットバンＡ　2サイズ　22枚 救急絆創膏

ｶｯﾄﾊﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞｻｲｽﾞ　Ｍサイズ　10枚 救急絆創膏

チョコラBBピュア　１３０錠 第３類医薬品（ビタミン剤）

チョコラBBジュニア　８０錠 第3類医薬品（ビタミン剤）

チョコラBBローヤルT　１１２錠 第3類医薬品（ビタミン剤）

ゼノールテープ３５温　８枚入り 外用鎮痛消炎剤

ゼノールテープ３５温　１６枚入り 外用鎮痛消炎剤

大鵬かぜ内服液＜ふうねつ＞(１箱＝30ml×3本） かぜ薬（漢方製剤）

ウチダ和漢薬 大甘丸 便秘薬

葛根湯　12包 かぜ薬

加味根　12包 かぜ薬

妙煎　12包 かぜ薬

センナダイオウ錠 便秘薬

建林松鶴堂

堀井薬品

祐徳薬品工業

エーザイ

大鵬薬品

明治製菓



会社名 　 　 　 製 　 品 　 名 薬効群

救心カプセル(10cap) 強心薬

救心内服液(30ml) 強心薬

救心感冒薬(10包) かぜ薬

ホスロールＳ(12包) 漢方薬(催眠鎮静薬)

ノイ・ホスロール(12包) 漢方薬(鎮静薬)

カルテパハイパップ　　　12枚入り 外用鎮痛消炎薬

胃腸薬チェロ10包 胃腸薬

手指のキンクリア35ｍｌ 指定医薬部外品　　手指の消毒液

ノロキンクリア布製品用300ｍｌ
一般品　　　　　　　　衣類の除菌
剤

ノロキンクリア　　　　　　    ｷｯﾁﾝ・水回り用300ｍｌ
一般品　　　　　　　　水廻り用の
除菌剤

松浦薬業 麻黄湯　１２包 かぜ薬

フジ ッ クス 3Aアクアマグ　　　　　　　　　　（酸化マグネシウム錠） 便秘解消

防ぎマスク マスク

アール９０ 雑貨（エタノール87.50%）

ウエスト薬用石鹸 医薬部外品

ニッポーキズスプレー 殺菌消毒薬

オードムーゲ 医薬部外品

若甦内服液Ｇ ビタミン含有保健薬

救心製薬

ダンヘルスケア

日邦薬品工業




