
ケンポマイポータルから1年中
常備薬の申し込みが簡単にできます！

備えて安心な常備薬や商品が多数ございます！

禁煙商品も購入できます！
（No.211〜213)

家庭用常備薬品等販売のご案内

※�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。

　このたび、皆さまの疾病予防及び健康管理の一環として家庭用常備薬等の中から、特に
利用頻度の高い商品をご案内しますので、ご希望の方は下記の要領でお申し込みください。

フジクラ健康保険組合の皆さまへ

申 込 方 法

①健康保険組合ホームページ ②ケンポマイポータルへログイン

③ケンポマイポータルのトップ画面
　　　　　　　　　　　　　　こちらをクリック

④常備薬サイトのトップ画面

納 品 日 申し込み内容確認後、宅配便にて1週間〜2週間程度でお送りいたします。

送 料 500円。但し、同一送付先に申し込む場合、申込金額4,000円以上は無料になります。

支 払 方 法 全額自己負担です。振込用紙を同封いたしますので、郵便局またはコンビニエンスストアで
商品到着後15日以内にお振込みください。「クレジット決済」も選択可能です。

商品問合せ先

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：伊豆原優子
〒462−0011　名古屋市北区五反田町178−5
TEL：0120−170−228　営業時間：9時〜12時、13時〜16時（土日祝休日除く）
※店舗の管理及び運営に関する事項につきましては、別紙をご確認ください。

そ の 他

計算いただいた合計金額に誤りがあった場合は「数量」を優先いたします。
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。
転売目的でのご購入と判断させていただいた場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。

ログインID・パスワード
が不明の方は、健保
へお問合せください。

※個人情報の保護について　
　フジクラ健康保険組合とあまの創健は、今回のお申
し込みに関するあなたの個人情報をこの事業のみに
使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

クレジットカードの支払い選択可能！

Visa　MasterCard
JCB　AmericanExpress
DinersClub
日本国外で発行されたクレジットカードにつきましては、

ご利用いただけない場合がございます。



ぜひ
ご注文

ください！！

円530 税込円530 税込円550 税込円550 税込 円480 税込円480 税込

円1,640 税込円1,640 税込
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円650 税込円650 税込 円380 税込円380 税込 円390 税込円390 税込 円1,070 税込円1,070 税込

㋱ 税込 1,430 円㋱ 税込 1,430 円㋱ 税込 1,650 円㋱ 税込 1,650 円 ㋱ 税込 1,650 円㋱ 税込 1,650 円

㋱ 税込 3,300 円㋱ 税込 3,300 円

㋱ 税込 1,320 円㋱ 税込 1,320 円 ㋱ 税込 2,200 円㋱ 税込 2,200 円

㋱ 税込 1,100 円㋱ 税込 1,100 円

㋱ 税込 4,268 円㋱ 税込 4,268 円

㋱ 税込 1,430 円㋱ 税込 1,430 円

㋱ 税込 1,445 円㋱ 税込 1,445 円 ㋱ 税込 1,408 円㋱ 税込 1,408 円 ㋱ 税込 1,738 円㋱ 税込 1,738 円 ㋱  税込 1,320 円㋱  税込 1,320 円
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第3類医薬品 第3類医薬品 指定医薬部外品
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第3類医薬品第2類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品

15才から15才から 2才から
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7才から15才から 15才から
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ロキテクトゲルロキテクトゲルルルカゼブロックαルルカゼブロックα 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」
漢方防風通聖散料エキスＥＸ錠
「クラシエ」
漢方防風通聖散料エキスＥＸ錠

アイボン
wプレミアム
アイボン
wプレミアム

ヨクイニンタブレットヨクイニンタブレット

アイビットE40アイビットE40

リポビタンDXリポビタンDX

アイカフーンアイカフーン

アレルビアレルビ 爽AL点鼻薬a爽AL点鼻薬a 爽AL目薬爽AL目薬 ペラックT錠ペラックT錠

すぐれた
鎮痛消炎効果のある
ロキソプロフェン
ナトリウム水和物を
配合　
のびが良く塗りやすい
ゲルタイプ

すぐれた
鎮痛消炎効果のある
ロキソプロフェン
ナトリウム水和物を
配合　
のびが良く塗りやすい
ゲルタイプ

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 体力中等度以上の方に　かぜのひきはじめ・頭痛・肩こりに体力中等度以上の方に　かぜのひきはじめ・頭痛・肩こりに

体力充実して、
腹部に皮下脂肪が
多く便秘がちな方に　
脂肪を分解・
燃焼して減らす

体力充実して、
腹部に皮下脂肪が
多く便秘がちな方に　
脂肪を分解・
燃焼して減らす

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

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

目の疲れ・目のかすみ（目やにの多いときなど）に目の疲れ・目のかすみ（目やにの多いときなど）に

（販売名：リポビタンtb）　
疲労の回復・予防に
（販売名：リポビタンtb）　
疲労の回復・予防に

目のかゆみ・結膜充血　すっきりとしたさし心地目のかゆみ・結膜充血　すっきりとしたさし心地

鼻のアレルギー症状による鼻みず・
鼻づまり・くしゃみなどに
鼻のアレルギー症状による鼻みず・
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 目のかゆみ・結膜充血に目のかゆみ・結膜充血に のどの痛み・はれに　
トラネキサム酸
配合

のどの痛み・はれに　
トラネキサム酸
配合

使用期限
2024年5月

テイカ/25gテイカ/25g第一三共ヘルスケア/30錠第一三共ヘルスケア/30錠 クラシエ/10包クラシエ/10包

クラシエ/168錠クラシエ/168錠

小林/500mL小林/500mL クラシエ/270錠クラシエ/270錠

テイカ/15mLテイカ/15mL

大正/90錠大正/90錠

テイカ/15mLテイカ/15mL

皇漢堂/14錠皇漢堂/14錠 第一三共ヘルスケア/16mL第一三共ヘルスケア/16mL 第一三共ヘルスケア/16mL第一三共ヘルスケア/16mL 第一三共ヘルスケア/18錠第一三共ヘルスケア/18錠10 11 12 13

1 2 3

4 5 6

7 8 9

健康応援特別価格特集健康応援特別価格特集
うれしい

特別価格！！

早めに
対策しないと… 花粉アレルギー対策花粉アレルギー対策

㊕（＝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。

消炎薬消炎薬かぜかぜ

鼻炎鼻炎 目薬目薬 のどのど

メタボリックメタボリック

洗眼洗眼 肌肌 栄養剤栄養剤

目薬目薬

家庭用常備薬等販売のご案内家庭用常備薬等販売のご案内

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。 80号80号


