
円680 税込 円490 税込 円600 税込 円280 税込

円250 税込 円280 税込 円330 税込 円760 税込 円480 税込

円480 税込 円310 税込 円530 税込円1,000 税込 円440 税込

円420 税込 980 円税込 2,730 円税込

円1,180 税込 円710 税込 円800 税込 円2,980 税込円690 税込円660 税込

円1,630 税込 円2,340 税込 円2,140 税込 円1,080 税込

㋱ 税込 1,650 円㋱ 税込 1,650 円 ㋱ 税込 1,760 円㋱ 税込 1,760 円 ㋱ 税込 1,650 円㋱ 税込 1,650 円 ㋱ 税込 495 円㋱ 税込 495 円

㋱ 税込 473 円㋱ 税込 473 円 ㋱ 税込 638 円㋱ 税込 638 円 ㋱ 税込 880 円㋱ 税込 880 円 ㋱ オープン㋱ オープン ㋱ 税込 1,045 円㋱ 税込 1,045 円

㋱ 税込 638 円㋱ 税込 638 円 ㋱ 税込 770 円㋱ 税込 770 円 ㋱ 税込 1,012 円㋱ 税込 1,012 円㋱ 税込 2,200 円㋱ 税込 2,200 円 ㋱ 税込 880 円㋱ 税込 880 円

㋱ 税込 1,100 円㋱ 税込 1,100 円 ㋱ 税込 1,650 円㋱ 税込 1,650 円 ㋱ 税込 2,860 円㋱ 税込 2,860 円

㋱ 税込 1,188 円㋱ 税込 1,188 円 ㋱ 税込 1,445 円㋱ 税込 1,445 円 ㋱ 税込 1,078 円㋱ 税込 1,078 円 ㋱ 税込 4,268 円㋱ 税込 4,268 円㋱ 税込 1,100 円㋱ 税込 1,100 円㋱ 税込 1,320 円㋱ 税込 1,320 円

㋱ 税込 3,300 円㋱ 税込 3,300 円 ㋱ 税込 3,080 円㋱ 税込 3,080 円 ㋱ 税込 2,618 円㋱ 税込 2,618 円 ㋱ 税込 1,598 円㋱ 税込 1,598 円

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3類医薬品

第2類医薬品 第3類医薬品 医薬部外品第3類医薬品 一般医療機器

第2類医薬品 第2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 指定医薬部外品指定医薬部外品第3類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品

医療機器届出番号/
41B2X00001000017
医療機器届出番号/
41B2X00001000017

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 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 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

せき・のどの炎症・たんに　シュガーレスド
ロップ
せき・のどの炎症・たんに　シュガーレスド
ロップ

殺菌成分CPC配合　
口腔内の殺菌・消毒・
洗浄、口臭の除去

殺菌成分CPC配合　
口腔内の殺菌・消毒・
洗浄、口臭の除去

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

胃酸過多・胸やけ・
胃痛・胃重に
胃酸過多・胸やけ・
胃痛・胃重に

食べすぎ・飲みすぎ　不快な胃腸症状の
改善に
食べすぎ・飲みすぎ　不快な胃腸症状の
改善に

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 肩のこり・筋肉
痛・腰痛などに　
血行を促進し、
コリ固まった筋肉
をじわっとほぐす

肩のこり・筋肉
痛・腰痛などに　
血行を促進し、
コリ固まった筋肉
をじわっとほぐす

白い歯＋口臭ケア白い歯＋口臭ケア
肌あれ・いぼに　
飲みやすい小粒錠
肌あれ・いぼに　
飲みやすい小粒錠

高い通気性で肌に優しく、水に強い高い通気性で肌に優しく、水に強い

結膜炎・ものもらい・目のかゆみに結膜炎・ものもらい・目のかゆみに 乾いたお肌にうるおいを　
ヘパリン類似物質配合
乾いたお肌にうるおいを　
ヘパリン類似物質配合

体の内側から　
しみ・そばかす対策薬
体の内側から　
しみ・そばかす対策薬

湿疹、皮膚炎などの皮膚トラブルに
すぐれた抗炎症作用をもつステロイ
ド外用薬

湿疹、皮膚炎などの皮膚トラブルに
すぐれた抗炎症作用をもつステロイ
ド外用薬

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

ご自宅でフッ素ケア　すすぐだけで
ムシ歯にまけない強い歯に
ご自宅でフッ素ケア　すすぐだけで
ムシ歯にまけない強い歯に

疲労の回復・予防に疲労の回復・予防に手指・皮膚の洗浄・消毒手指・皮膚の洗浄・消毒目の洗浄・
眼病予防に　
コンタクトを
外した後に

目の洗浄・
眼病予防に　
コンタクトを
外した後に

脂肪を分解・
燃焼して減らす
脂肪を分解・
燃焼して減らす

おなかの脂肪を落とす　肥満症・むくみ、
便秘などに
おなかの脂肪を落とす　肥満症・むくみ、
便秘などに

1日2回の服用で更年期などの脂肪を落とす
肥満症・常習便秘などに
1日2回の服用で更年期などの脂肪を落とす
肥満症・常習便秘などに

血中中性脂肪・食後の血糖値が気になる方に 
顆粒タイプで手軽に飲める　1日1回2本を
目安に飲み物に溶かしてお召し上がりください

血中中性脂肪・食後の血糖値が気になる方に 
顆粒タイプで手軽に飲める　1日1回2本を
目安に飲み物に溶かしてお召し上がりください

ルルカゼブロックα カッコン湯エキス顆粒S 葛根湯エキス顆粒Sクラシエ バファリンＡ

固形浅田飴クールＳ ルルうがい薬a 龍角散鼻炎朝夕カプセル 新キャベジンｺｰﾜS クラシエ和漢胃腸薬G

ストッパ下痢止めEX アンメルツヨコヨコ シルクスターホワイト  
エクストラミント

ヨクイニンタブレット カットバン優

ペパール抗菌 ウルーノHPクリーム トランシーノ  ホワイトCクリア

リンデロンVsクリーム アレルビ クリニカ  フッ素メディカルコート リポビタンtb手ピカジェルアイボンｗプレミアム

「クラシエ」漢方防風通聖
散料エキスＥＸ錠

ナイシトールGa ビスラットゴールドb イヌリンでケア習慣

15才から 4才から 2才から 15才から

5才から 15才から 8才から 11才から

15才から 3才から

7才から

15才から 4才から 15才から

15才から 15才から 15才から
▼軽税 8％

㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕

㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕

㊕㊕ ㊕㊕ ㊕㊕㊕㊕ ㊕㊕

㊕㊕

㊕㊕

「COCOAR」
アプリを左記
QRコードから
ダウンロード

無料 !

￥0

iPhone/Android

アプリを起動し、
ARマークのある
商品にスマホを
かざしてスキャン！

AR AR

AR

20と23の商品にはアンケートが用意
されています。お答えいただいた方に
抽選で感染対策アイテムをプレゼント！
※アンケート内容は同一です。
※アンケートの回答はお1人様1回限りです。

円800 税込
㋱ 税込 1,078 円
㋱ 税込 1,078 円第3類医薬品

4才から

ご自宅でフッ素ケア　すすぐだけで
ムシ歯にまけない強い歯に

ご自宅でフッ素ケア　すすぐだけで
ムシ歯にまけない強い歯に

クリニカ  フッ素メディカルコート

ライオン/250mL
ライオン/250mL

20 歯 科
AR

商品の詳細動画が閲覧できます！

第一三共/30錠第一三共/30錠 第一三共/10包第一三共/10包 クラシエ/10包クラシエ/10包 ライオン/16錠ライオン/16錠

浅田飴/24錠浅田飴/24錠 第一三共/25mL第一三共/25mL 龍角散/10カプセル龍角散/10カプセル 興和/110錠興和/110錠 クラシエ/27錠クラシエ/27錠

ライオン/6錠（6回分）ライオン/6錠（6回分） 小林/48mL小林/48mL 第一三共/50g第一三共/50gクラシエ/270錠クラシエ/270錠 祐徳/3サイズ40枚祐徳/3サイズ40枚

テイカ/15mLテイカ/15mL テイカ/60gテイカ/60g 第一三共/120錠第一三共/120錠

シオノギ/5gシオノギ/5g 皇漢堂/14錠皇漢堂/14錠 ライオン/250mLライオン/250mL 大正/90錠大正/90錠健栄/300mL健栄/300mL小林/500mL小林/500mL

クラシエ/168錠クラシエ/168錠 小林/168錠小林/168錠 小林/140錠小林/140錠 本草/20本入り本草/20本入り

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

か ぜ

止しゃ薬 消炎薬 歯 科肌 絆創膏

せ き の ど 鼻 炎

解熱・鎮痛

胃腸薬

目 薬

かゆみ 鼻 炎

メタボリック 機能性表示食品*

栄養剤除 菌洗 眼

肌 栄養剤

医療用成分配合医療用成分配合

歯 科

家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等家庭用常備薬等
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76号76号

㊕（＝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。

このマークがついている商品は、セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得控除制度）対象商品です。　※㋱はメーカー希望小売価格です。
　＊機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。 ▼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。


