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会社と健保が一体となった取り組みを強化します

疾患別
総医療費
54.3億円

循環器・内分泌
8.5億円

8.2億円

4.7億円4.2億円

3.4億円

18.6億円

6.7億円
歯科

その他

消化器
精神・
神経 新生物

呼吸器

メタボ関連
循環器：高血圧・脳梗塞
内分泌：糖尿病他

がん等
1位：胃がん　
2位：肺がんメンタル系

▼従業員の健康を経営課題
　として捉え、従業員の
　健康の維持・増進と会社の
　生産性向上を推進

事業所 日野健保

協働
（コラボヘルス）

▼データに基づいて事業所の
　健康状態の見える化実施
▼従来の健康事業を見直し
　参加しやすい
　「健康づくり事業」を推進

適用事業所TOP説明会開催 去る10月16日（火）に全適用事業所のTOP・経営層の皆様にご参集頂き、
説明会を開催いたしました。そこで、次の内容について、了解を頂きました。

展 開
健保が分析した、各社の
健康状態を展開

共 有
従業員・家族の健康が、
個人だけの問題ではなく
経営課題であること

課題解決に向けて
今後、各社・健保の協働
（コラボヘルス）で、
課題に当ること。

今後、各社・健保から色々な活動が展開されますので、積極的なご参加・提案をお願いいたします。

参考

健康宣言・
健康経営に
向けた動きへ

・特定健診・特定保健指導強化 
・＜新制度＞禁煙外来補助・・・・・・・・・・・・・・・詳細P3
・運動習慣の向上
（紙上ウオーキング、東京ウォーク参加費補助、
フィットネスクラブ　補助等）

日野健保加入者に多い疾病 18年度の予防施策（主要な「健康づくり事業」）

メタボ関連
循環器：高血圧・脳梗塞
内分泌：糖尿病他

がん等

メンタル系 メンタルヘルスカウンセリングサービス
　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細P13

・がん検診の受診強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細P6
・単独がん検診強化（<新規>胃がん・婦人科がん）

2017年度の日野自動車健保加入者疾患別医療費
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健康応援サイト「いきいきポータル」４月開始に向け、検討開始！！
加入者の方々の健康に関する情報が個人単位で閲覧できるページ開設を目指します！！

コンテンツが決まり次第、順次 ご案内する予定ですが
現時点で、予定しているコンテンツを紹介いたします！！

〈イメージ画面〉

いきいきポータル

健康づくり事業の
参加申込が
可能 個人の

通知書や
証明書の取得が

可能

登録や
閲覧・健康づくり事業の

参加等で
ポイントがもらえる

予定です！

健保からの
お知らせ！

医療費の
詳細が確認
できます！ 

経年での
健診結果の閲覧

可能

新企画
予告

けんぽインフォメーション
INFORMATION

詳しくは、Hi!いきいきけんぽ1月号・4月号で随時お知らせします！！
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医療機関の禁煙外来を受診し、禁煙を達成した方に、医療費の自己負担分を上限1万円まで補助する制度を開始します。

健保クラブ「禁煙」のお知らせ
2019年1月より、健保クラブも全面禁煙となりますので、ご承知おきください。

確実に

禁煙し
たい方

へ ＜新制度＞禁煙外来を利用して禁煙しましょう！
～禁煙外来で禁煙に成功した方へ上限１万円まで補助します～

タバコは、がんや心臓病、脳卒中などさまざまな病気の原因になり、周りの吸わない人の健康にも悪影響を及ぼします。
禁煙外来を利用して、楽に、確実に禁煙しましょう！

禁煙
外来って？

●治療のスケジュール・・・12週間で合計5回通院
●健康保険を適用して受けられる医療機関・・・インターネットで検索できます

スマホから検索

●日野自動車では「こころとからだの健康推進センター（各工場）」で健康保険を適用した禁煙外来を実施
しています。こちらで受診し、日野自動車の補助（禁煙補助薬代の半額（上限6,000円））を受け、更に
健保組合の補助を利用して実質無料となります。受けやすく、費用も掛からない「こころとからだの健康
推進センター（各工場）」の禁煙外来も是非ご利用下さい（日野自動車の補助適用については、健康推進セン
ターへお問合せください）

＜受診から補助を受けるまで＞ 

禁煙治療に保険が使える医療機関 検索

（参考）日野自動車 こころとからだの健康推進センター（各工場）で
受診時の自己負担額（目安）

（健康保険適用3割負担、日野自動車補助適用の場合）

禁煙に成功したら、「①補助金申請書」、「②領収書（コピー）」、「③禁煙外来終了証明書（コピー）」を健保組合へ提出する
（①は健保組合HPから印刷してください。（印刷等出来ない方は、健保組合にご連絡ください）②、③は医療機関が発行したものです）
（毎月15日までに申請を受付したものは、翌月の※給付日に給付します）
※給付日は、健保組合から事業主および任意継続者の方に振込む日です。実際の振込日は事業所に確認してください

自己負担額
3割費　用

医療費 14,000 6,000

32,000 14,000

計 46,000① ②

①+③=

20,000

③健保組合補助 10,000

差引き負担額 56,000 ②－③=10,000

健康保険組合負担額
7割

対象者 20歳以上の被保険者（本人）・被扶養者（家族）

制度開始日 2018年12月1日（2018年10月1日以降に受診を開始し、禁煙達成した際は、その費用も対象とします）

（円）

補助を適用した場合の自己負担額（目安）
（健康保険適用3割負担の場合）

（円）

医療機関の禁煙外来を受診する
（健康保険適用条件を確認の上、受診してください）1

2

調剤費
（禁煙補助薬）

自己負担額
3割費　用

医療費
28,000 12,000

計 28,000④ ⑤

⑥

12,000

日野自動車補助 6,000

⑦健保組合補助 6,000

差引き負担額

健康保険組合負担額
7割

調剤費
（禁煙補助薬）

④+⑦= 34,000 ⑤－⑥－⑦= 0
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～健康相談だより～～健康相談だより～～健康相談だより～～健康相談だより～

インフルエンザ予防接種の勧め

日野自動車（株） グローバル人財開発部
こころとからだの健康推進センター・日野 下城看護師

毎年冬になるとインフルエンザの流行が話題になります。
今年は早い時期からの感染の拡大がニュースにもなっています。

インフルエンザウイルスは口や鼻あるいは眼の粘膜から体の中に入ってくることから始ま

ります。体の中に入ったウイルスは次に細胞に侵入して増殖します。この状態を「感染」

といいます。

ウイルスが増えると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛み等のインフルエンザの

症状が出現します。この状態を「発病」といいます。

発病後、多くの方は１週間程度で回復しますが、中には肺炎や脳症等の重い合併症が現

れ、入院治療を必要とする方や死亡される方もいます。これをインフルエンザの「重症化」

といいます。

ワクチンは「感染」を完全に押さえる働きはありませんが、「発病」を抑える効果が一程度

認められています。そして、最も大きな効果は「重症化」を予防することです。

赤信号で交差点に侵入しても、必ず事故が起こるわけではありません。逆に、青信号で

交差点に侵入しても事故にあうことはあるわけです。ただし、青信号に従った方が、事

故にあう可能性が低くはなります。同様に、インフルエンザワクチンを接種したほうが、

発症する確率をさげ、重症化の予防ができることになります。

「かかってもすぐ効く薬があるから。」と言う方もいますが、実際に罹患してしまうと、

会社のルールとして、「発症後5日間、かつ解熱後2日間」は自宅療養期間と定められてい

ますので、お休みせざるをえなくなります。ワクチン接種が可能な方は検討されてはい

かがでしょうか？

インフルエンザワクチンは効果が出るまでには2、3週間を要しますので、本格的に流行す

る前に予防接種を受けておくことが推奨されています。

厚生労働省HP・インフルエンザワクチン効果と「必ずうつべき人と理由」

長谷川嘉哉医師より
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●申請書は同一保険証記号・番号ごとにまとめ、接種実績のある被保険者および被扶養者（満1歳～15歳（中学生まで））
分を1枚の申請書（対象者が多い場合は複数枚）にて、締切日までに1回限りでご申請ください。
●2回接種時でも補助金上限は2,000円/1人ですので、1回目で2,000円を超える場合は領収書は1枚のみ添付、1回
目が2,000円未満の場合は領収書を2枚添付してください。
●本申請書に記入された個人情報を接種医療機関へ開示し、接種事実等の確認をする場合があります。
●申請書に記載された個人情報については、補助金支給処理以外の目的には使用いたしません。

提出先

注意事項

日野自動車健康保険組合
（日野自動車㈱の方が社内便で提出する場合は、書留便などで確実に届く様にお願いします。〒A61）

領収証記載例
① 接種者の個人名（フルネーム）
② 受診内容（インフルエンザ予防接種代として）
③ 接種年月日
④ 医療機関名住所連絡先
⑤ 医療機関領収印
⑥ 支払金額

【領収証（原本）の必須項目】

①

②

③

④

⑤

⑥

インフルエンザ予防接種への補助について
2017年度の被保険者（本人）のインフルエンザ罹患者数は1，875名にもなりました。罹患した場合、健康を損なうだけ
でなく、所定の日数を休業しなければならず大きな損失となります。今年度も予防接種率向上策として被保険者にも補
助を拡大いたします。

今年も

被保険
者への

補助が

 あり
ます！

被保険者は外部医療機関での接種と、事業所での接種により申請方法が
異なりますので、お間違えのないようにご注意ください。

 2018年10月1日～2019年１月末日までの接種分

被保険者
（年齢制限なし）

＜事業所で接種した方＞

事業所接種

1人上限2,000円
（自己負担額が2,000円未満は実費補助）

・P15の申請書提出は不要です
・事業所の案内に則り接種を受けた方は、健保補助が適用されます

対象者 補助金額 補助申請方法

※給付日は健康保険組合から事業主及び任意継続者の方に振込む日です。事業主経由申請者への給付日は事業所へお問合せください。

被保険者
（年齢制限なし）

被扶養者
（満１歳～15 歳（中学生まで））

＜外部医療機関で接種した方＞
対象者 補助金額 補助申請方法 ※給付日申請締切日

1人上限2,000円
（接種費用が
2,000円未満は実費補助）

・P15の申請書に領収書を
　添付して健康保険組合まで
　提出してください

第１回

最終

12月14日

2月15日
4月11日
（予定）

2月7日
（予定）

補助対象者,補助金額、申請方法 

補助対象接種期間

・理研鍛造　　・国産機械　　・ジェイバス　　・ソーシン　　・トランテックス　　・福島製鋼
・明友機工　　・日野エンジニアリングアネックス

赤字は今年度新規実施予定の事業所

・日野トレーディング（本社・北陸営業部）　　・日野ヒューテックの内一部の事業所

今年度は以下の事業所で予防接種を実施する報告を受けています。（10月末日時点）
接種方法等の詳細は、各事業所へお問合わせください。　

その他：接種場所提供　（申請方法は、外部医療機関接種と同じ）

～健康相談だより～～健康相談だより～
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健康診断の予約はお済みですか？健診予約、まだ間に合います！

もしくは日野自動車健保組合の
ホームページをご覧ください。

＜ご家族向けの健診コース＞ 

コースの特徴

対　象

自己負担金

①～③について
専用WEBサイト「KENPOS」に
登録済みの方は健診機関選びと

受診券発行依頼がここからできます。

健診コース④のお問合せ先：日野自動車健康保険組合 
TEL：042‒586‒5941　受付時間 8：30～17：25　休業日 土曜、日曜、日野自動車の長期連休

健診コース①～③のお問合せ先：（株）イーウェル 健康サポートセンター
（施設型）TEL：0570‒057091（巡回型）0570‒057093　受付時間9：30～17：30　休業日：日曜､祝日､12/29～1/4

＼PCはこちら！／ 

＼スマホはこちら！／ 

１.健診コースを選ぶ 

日野健保の健診を受診されない40歳以上の方は、健康診断結果提出表（「健診のご案内」P23または、健保組合ホームページに
掲載）に健診結果（コピー）を添付して、健保組合へご提出下さい。ご提出頂いた方には、「クオカード500円分」を進呈致します。

・上表①～④の内1コースを選択（年度内に1コースのみ受診できます）

２.予約する ・①～③の予約方法は 
　Ⅰ/パソコン・スマホ利用　Ⅱ/ FAX・郵送利用　の2方法があります 
・④を選択した方は、健保組合（042‒586‒5941）に受診券発行依頼
　をしてください

３.受診する ・自己負担額は当日健診機関で精算

４.結果が届く ・結果は保管して毎年の変化を観察しましょう

・Ⅱの予約者→
　受診券発行依頼をする

（詳細は「健診のご案内」をご覧ください）＜申込から受診の流れ＞ 

日野健保　健診 検索

KENPOS 検索

①施設型
一般健診Ａ１コース

②巡回型
③人間ドック ④特定健診

30歳以上 35歳以上 40歳以上

基本項目＋
乳がん､子宮頸がん､ 
胃がん､肺がん､大腸がん

検診ができます

（補助35,000円）

4,000円 
（補助21,000円）

無料
（補助20,000円）
平均18,500円

（オプション除く）

（補助8,500円）

無料

基本項目のみ
（がん検診はありません）

健診機関オリジナルの検査
（乳がん､子宮頸がん検診は
オプション（別料金）です）

同左
（子宮頸がん検診は

ありません）

申込期限が近付くと、健診機関が混み合い、
希望の会場や日時での予約が難しくなります。

年内に是非ご受診ください！ 
お手元にない場合は、健保組合までご連絡ください。
ご送付いたします。

申込期限 受診期限

①、③
施設健診

‘19年3月10日まで ‘19年3月31日まで

②
巡回健診

会場により異なります ‘19年3月22日まで

④
特定健診

‘19年1月31日まで ‘19年1月31日まで

パート先等の勤務先で健診を受けられた方へ

申込方法は４月.５月に送付した
　　　　「健診のご案内」をご覧ください。

健保の
オススメ

きみどり色の
封筒が目印

ご家
族の方へ

（スマホにも対応）
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12月25日(火)消印まで
お早めにお申し込みください。 12月3日までの受付・ ・ ・ ・ ・ 12月下旬のお届け

12月25日までの受付・ ・ ・ ・ 1月下旬のお届け

ご 案 内家庭用常備薬斡旋の家庭用常備薬斡旋の

注意：今年度は購入金額の健保補助はありません。

納品予定 12月3日まで申込受付・・・・・12月下旬頃
12月25日まで申込受付・・・・1月下旬頃

申込締切日 2018年12月25日（火）消印まで
※厳守でお願いします。

送 料 購入金額が3,500円未満の場合は650円の送料をご負担ください。
3,500円以上は無料です。

支払方法 商品到着後、同封の振込用紙にてお近くのコンビニまたは郵便局
でお早めにお振込ください。振込手数料は白石薬品㈱が負担い
たします。

申込方法 申込書に、申込者の情報・商品お届け先の情報・申込数・金額・合
計金額をご記入のうえ、郵送またはFAXにてお申し込みください。

FAX：0120-117-072
※斡旋価格には消費税が含まれております。

個人情報に関する確約
1．弊社では常備薬品等の申込受付、商品の確実なお届けの為、申込書を通じてお客様の住所・氏名・電話番号等の情報を入手いたします。
2．弊社がお預かりした個人情報は、正確な事務取扱規範に従い、上記以外の目的で使用したり、第三者に提供したりすることは一切ないことを確約いたします。

当健康保険組合では、皆さまの健康維持、疾病予防の対策として、優良医薬品の斡旋を行っておりましたが、利用者の減少
により、今年度より補助金制度を廃止させていただきました。家庭常備薬の斡旋事業につきましても、今回をもちまして廃止
となります。今後、家庭常備薬の予算につきましては、健康改善に効果が出る事業への予算振替等を予定しております。
長年にわたり皆様にご利用いただきまして、どうもありがとうございました。

申し込んだ薬品が届きます。

※商品の内容をご確認ください。
振込用紙にてお支払いください。

￥ 振込み￥ 振込み

白石薬品㈱代金受理。

購入したい家庭常備薬等を選んで、
申込書に記入。

いずれか選択いずれか選択

申込書を封筒に組み立
てて投函してください。
（切手不要）

申込書を切り取って
送信してください
FAX：0120-117-072

FAXの場合 郵便の場合

投函前に、もう一度お申し込みの内容を
ご確認ください。

問合せ先 お申込み、商品のお届け内容、返品・交換に関するお問合せ
返品・交換は配送中の破損、お申込み商品とお届け内容が異なっ
ていた場合に限ります。
商品到着後、7日以内に白石薬品㈱までご連絡ください。
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-4 BECビル 405号室
白石薬品株式会社　東京支社　東京データセンター
TEL 03-6808-4641（平日9：00～17：00）
日野自動車健康保険組合 受付係

医薬品販売業者 ： 白石薬品株式会社 第二物流センター
〒567-0005 大阪府茨木市五日市1-10-28 5階　店舗管理者 ： 大辻 雅義
※お薬等掲載商品については白石薬品㈱までお気軽にご相談ください。
※医薬品は使用期限1年以上の商品を販売しております。

TEL：072-657-9131　月～金曜日 9：30～17：00
(祝日・お盆・年末年始を除く)

2 0 1 8

最終申込日

（注文取次先）



※パッケージの変更により実際の商品が写真と異なる場合がありますので、ご了承ください。

口 内 炎口 内 炎

解熱鎮痛薬解熱鎮痛薬

せき・のどせき・のど

胃 腸 薬胃 腸 薬

鼻 炎 薬鼻 炎 薬

感 冒 薬感 冒 薬

下痢・整腸下痢・整腸

冷 却 材冷 却 材

体 温 計体 温 計

かぜの諸症状の緩和
『ゲホゲホしたせき・た
ん・のどの痛み・熱がつ
らい人に。イブプロフェ
ン配合。15才から』

かぜの諸症状の緩和
『ゲホゲホしたせき・た
ん・のどの痛み・熱がつ
らい人に。イブプロフェ
ン配合。15才から』

★ルルカゼブロックIB★ルルカゼブロックIB
第一三共第一三共 30錠30錠

第②類医薬品
1,620円1,620円参考

価格
参考
価格 720円720円1

特

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み
だけでなくはれも抑えるトラネキ
サム酸配合。6才から』

かぜの諸症状の緩和『のどの痛み
だけでなくはれも抑えるトラネキ
サム酸配合。6才から』

ベンザエースA錠ベンザエースA錠
武田武田 50錠50錠

第②類医薬品
1,469円1,469円参考

価格
参考
価格 550円550円2

特

かぜの諸症状の緩和
『熱・痛みに効く2種
類の解熱鎮痛成分と
ビタミンC配合。5才
から』

かぜの諸症状の緩和
『熱・痛みに効く2種
類の解熱鎮痛成分と
ビタミンC配合。5才
から』

プレコールかぜ薬錠プレコールかぜ薬錠
第一三共第一三共 60錠60錠

第②類医薬品
2,160円2,160円参考

価格
参考
価格 480円480円3

特

かぜの諸症状の緩和『ゲホゲホした
せき・たんがつらい人に。ブロムヘキ
シン塩酸塩配合』

かぜの諸症状の緩和『ゲホゲホした
せき・たんがつらい人に。ブロムヘキ
シン塩酸塩配合』

★パブロンSα錠★パブロンSα錠
大正大正 70錠70錠

第②類医薬品
1,296円1,296円参考

価格
参考
価格 1,080円1,080円4

かぜの諸症状の緩和『つらい熱と
のどの痛みに効くイブプロフェン
配合。より速く溶けるクイックメル
ト錠。15才から』

かぜの諸症状の緩和『つらい熱と
のどの痛みに効くイブプロフェン
配合。より速く溶けるクイックメル
ト錠。15才から』

★バファリンかぜEX錠★バファリンかぜEX錠
ライオンライオン 18錠18錠

第②類医薬品
1,382円1,382円参考

価格
参考
価格 620円620円5

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く。胃にやさしく、眠くなる成分
を含まない。3才から』

かぜの諸症状の緩和『熱・痛みに
効く。胃にやさしく、眠くなる成分
を含まない。3才から』

新プレコールS顆粒新プレコールS顆粒
第一三共第一三共 24包24包

第②類医薬品
3,024円3,024円参考

価格
参考
価格 660円660円6

特

かぜの諸症状の緩和『熱、痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分配合。
7才から』

かぜの諸症状の緩和『熱、痛みに
効く2種類の解熱鎮痛成分配合。
7才から』

コンタック総合感冒薬EXコンタック総合感冒薬EX
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 18カプセル18カプセル

第②類医薬品
1,490円1,490円参考

価格
参考
価格 490円490円7

特

かぜの諸症状（せき、たん、のどの
痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、悪
寒、発熱など）の緩和

かぜの諸症状（せき、たん、のどの
痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、悪
寒、発熱など）の緩和

パブロンゴールドA<微粒>パブロンゴールドA<微粒>
大正大正 14包14包

第②類医薬品
1,382円1,382円参考

価格
参考
価格 850円850円8

特

かぜの諸症状の緩和。携帯に便利な
PTPシート入り『つらいのどの痛み・
熱、しつこい痰に。15才から』使用期
限:2019年12月

かぜの諸症状の緩和。携帯に便利な
PTPシート入り『つらいのどの痛み・
熱、しつこい痰に。15才から』使用期
限:2019年12月

★パブロンエースAX錠★パブロンエースAX錠
大正大正 36錠36錠

第②類医薬品
1,832円1,832円参考

価格
参考
価格 820円820円9

かぜの諸症状の緩和『鼻水、鼻づ
まり、熱、せき、痛みなどに。5才か
ら』

かぜの諸症状の緩和『鼻水、鼻づ
まり、熱、せき、痛みなどに。5才か
ら』

新ルルエース新ルルエース
第一三共第一三共 50錠50錠

第2類医薬品
1,112円1,112円参考

価格
参考
価格 390円390円10

特

感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛
などに『体がぞく
ぞく、かぜのひき
始めに定番の漢
方薬。1才から』

感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛
などに『体がぞく
ぞく、かぜのひき
始めに定番の漢
方薬。1才から』

葛根湯エキス顆粒DS葛根湯エキス顆粒DS
白石白石 12包12包

第2類医薬品
1,620円1,620円参考

価格
参考
価格 480円480円11

特

かぜの初期症状（発熱、さむけ、頭痛、
鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋
のこわばり）

かぜの初期症状（発熱、さむけ、頭痛、
鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋
のこわばり）

本草葛根湯シロップ本草葛根湯シロップ
本草製薬本草製薬 30mL×3本30mL×3本

第2類医薬品
1,404円1,404円参考

価格
参考
価格 560円560円12

肌にやさしい弱酸性・
10時間冷却。どこに
でもピタッと貼れる
『プルプルジェルでひ
んやり』

肌にやさしい弱酸性・
10時間冷却。どこに
でもピタッと貼れる
『プルプルジェルでひ
んやり』

冷却シート<大人用>冷却シート<大人用>
白金白金 18枚18枚

オープンオープン参考
価格
参考
価格 380円380円13

花粉などによるくしゃみ、鼻水、
鼻づまりに。皮膚のはれ、かゆみな
どに『1日2回。15才から』

花粉などによるくしゃみ、鼻水、
鼻づまりに。皮膚のはれ、かゆみな
どに『1日2回。15才から』

★アレジンAZ錠★アレジンAZ錠
第一薬品工業第一薬品工業 24錠24錠

第2類医薬品
1,296円1,296円参考

価格
参考
価格 480円480円14

花粉、ハウスダストなどによる
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどに
『1日2回。15才から』

花粉、ハウスダストなどによる
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどに
『1日2回。15才から』

★アスミン鼻炎薬★アスミン鼻炎薬
薬王製薬薬王製薬 20錠20錠

第2類医薬品
2,268円2,268円参考

価格
参考
価格 400円400円15

鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに。
4種の有効成分配
合『アレルギー性鼻
炎・急性鼻炎の症
状に。15才から』

鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに。
4種の有効成分配
合『アレルギー性鼻
炎・急性鼻炎の症
状に。15才から』

爽AL点鼻薬a爽AL点鼻薬a
第一三共第一三共 16mL16mL

第2類医薬品
1,382円1,382円参考

価格
参考
価格 440円440円16

特

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり。フェキソフェナジン塩
酸塩配合『眠くなりにくい。15才から』

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり。フェキソフェナジン塩
酸塩配合『眠くなりにくい。15才から』

★スカイブブロンHI★スカイブブロンHI
日野薬品工業日野薬品工業 30錠30錠

第2類医薬品
オープンオープン参考

価格
参考
価格 800円800円17

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり『症状の出始めから、1日
2回でずっと効く』

花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、
鼻水、鼻づまり『症状の出始めから、1日
2回でずっと効く』

★コンタック600ファースト★コンタック600ファースト
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 10カプセル10カプセル

第2類医薬品
1,188円1,188円参考

価格
参考
価格 750円750円18

特

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『胃にやさしく眠くなる成分を含ま
ない。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『胃にやさしく眠くなる成分を含ま
ない。15才から』

バファリンAバファリンA
ライオンライオン 16錠16錠

第②類医薬品
486円486円参考

価格
参考
価格 330円330円19

特

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『痛み・熱にすぐれた効き目のイブ
プロフェン配合。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『痛み・熱にすぐれた効き目のイブ
プロフェン配合。15才から』

★イブA錠★イブA錠
エスエスエスエス 24錠24錠

第②類医薬品
810円810円参考

価格
参考
価格 460円460円20

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『小粒で飲みやすい。イブプロフェ
ン配合。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに
『小粒で飲みやすい。イブプロフェ
ン配合。15才から』

★ノーシンピュア★ノーシンピュア
アラクスアラクス 20錠20錠

第②類医薬品
648円648円参考

価格
参考
価格 300円300円21

特

頭痛、肩こり痛、歯痛、生理痛、解熱
などに『イブプロフェン配合。胃にや
さしい。15才から』

頭痛、肩こり痛、歯痛、生理痛、解熱
などに『イブプロフェン配合。胃にや
さしい。15才から』

★イブクイック頭痛薬★イブクイック頭痛薬
エスエスエスエス 20錠20錠

第②類医薬品
1,296円1,296円参考

価格
参考
価格 790円790円22

頭痛、生理痛などの鎮痛、解熱に。
4種類の成分配合『速く効き、胃に
ソフト。7才から』

頭痛、生理痛などの鎮痛、解熱に。
4種類の成分配合『速く効き、胃に
ソフト。7才から』

新セデス錠新セデス錠
シオノギヘルスケアシオノギヘルスケア 10錠10錠

第②類医薬品
702円702円参考

価格
参考
価格 250円250円23

特

ブザーとLEDランプで検温終了を
はっきりお知らせ。快速15秒予測
検温

ブザーとLEDランプで検温終了を
はっきりお知らせ。快速15秒予測
検温

オムロン電子体温計 けんおんくんオムロン電子体温計 けんおんくん
オムロンオムロン MC-687MC-687

管理医療機器
オープンオープン参考

価格
参考
価格 1,750円1,750円24

のどの殺菌・消毒、
口臭の除去などに
『l-メントール配合
で爽やか。うすい
青色のうがい薬』

のどの殺菌・消毒、
口臭の除去などに
『l-メントール配合
で爽やか。うすい
青色のうがい薬』

新エスベナンうがい薬新エスベナンうがい薬
白石白石 100mL100mL

第2類医薬品
2,484円2,484円参考

価格
参考
価格 600円600円25

特

のどのあれ、痛み、はれ、
不快感、声がれなど
『ポピドンヨード配合、
患部に直接噴霧』

のどのあれ、痛み、はれ、
不快感、声がれなど
『ポピドンヨード配合、
患部に直接噴霧』

エスベナンのどスプレーエスベナンのどスプレー
白石白石 25mL25mL

第3類医薬品
1,026円1,026円参考

価格
参考
価格 450円450円26

特

せき、たん、のどの
炎症による声がれ・
のどのあれ・不快感
『水なしで飲む。の
ど、直接うるおう』

せき、たん、のどの
炎症による声がれ・
のどのあれ・不快感
『水なしで飲む。の
ど、直接うるおう』

龍角散ダイレクトスティック ミント龍角散ダイレクトスティック ミント
龍角散龍角散 12包12包

第3類医薬品
540円540円参考

価格
参考
価格 380円380円27

特

のどの炎症による痛み・はれ、口腔内の
殺菌・消毒など『殺菌成分と炎症を抑え
る成分のダブル処方。5才から』

のどの炎症による痛み・はれ、口腔内の
殺菌・消毒など『殺菌成分と炎症を抑え
る成分のダブル処方。5才から』

新ルルエーストローチ新ルルエーストローチ
第一三共第一三共 12錠12錠

指定医薬部外品
734円734円参考

価格
参考
価格 390円390円28

特

のどの殺菌・消毒、痛み・はれなどに
『炎症を抑える・殺菌のダブルの効き
目。さわやかな味。5才から』

のどの殺菌・消毒、痛み・はれなどに
『炎症を抑える・殺菌のダブルの効き
目。さわやかな味。5才から』

明治Gトローチ明治Gトローチ
明治明治 18錠18錠

指定医薬部外品
626円626円参考

価格
参考
価格 380円380円29

特

のどの炎症によるあれ・痛み・声がれ・
はれ・不快感、たん『4種の生薬配合。
シュガーレス』

のどの炎症によるあれ・痛み・声がれ・
はれ・不快感、たん『4種の生薬配合。
シュガーレス』

ルルのど飴 オレンジ味ルルのど飴 オレンジ味
第一三共第一三共 12粒12粒

指定医薬部外品
288円288円参考

価格
参考
価格 250円250円30

特

口内炎、舌炎に。消炎剤アズレン
スルホン酸ナトリウム配合『口腔
に塗って、痛みやしみるのをやわ
らげます』

口内炎、舌炎に。消炎剤アズレン
スルホン酸ナトリウム配合『口腔
に塗って、痛みやしみるのをやわ
らげます』

サトウ口内軟膏サトウ口内軟膏
佐藤佐藤 8g8g

第3類医薬品
839円839円参考

価格
参考
価格 480円480円31

胃もたれ、胃痛など『不規則な食生活や
夏バテなどで胃腸が不調な人に2種類の
漢方が効く。5才から』

胃もたれ、胃痛など『不規則な食生活や
夏バテなどで胃腸が不調な人に2種類の
漢方が効く。5才から』

大正漢方胃腸薬大正漢方胃腸薬
大正大正 12包12包

第2類医薬品
1,048円1,048円参考

価格
参考
価格 680円680円32

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など
『自然（生薬）の良さを生かして消化
を助ける粉薬。8才から』

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など
『自然（生薬）の良さを生かして消化
を助ける粉薬。8才から』

太田胃散<分包>太田胃散<分包>
太田胃散太田胃散 16包16包

第2類医薬品
637円637円参考

価格
参考
価格 400円400円33

胃のもたれ、不快感、胃痛など『消化を
助ける成分配合。さしこむような胃の痛
みにも効く。11才から』

胃のもたれ、不快感、胃痛など『消化を
助ける成分配合。さしこむような胃の痛
みにも効く。11才から』

第一三共胃腸薬<錠剤>第一三共胃腸薬<錠剤>
第一三共第一三共 50錠50錠

第2類医薬品
756円756円参考

価格
参考
価格 400円400円34

特

胃痛、もたれ（胃もたれ）、
胸やけ、胃酸過多、げっ
ぷ（おくび）、胃重、胃部
膨満感、胃部不快感

胃痛、もたれ（胃もたれ）、
胸やけ、胃酸過多、げっ
ぷ（おくび）、胃重、胃部
膨満感、胃部不快感

スクラート胃腸薬<錠剤>スクラート胃腸薬<錠剤>
ライオンライオン 36錠36錠

第2類医薬品
1,026円1,026円参考

価格
参考
価格 720円720円35

胃部不快感、胃弱、もたれ、
胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ
など『胃の運動を促進する
生薬成分配合。8才から』

胃部不快感、胃弱、もたれ、
胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ
など『胃の運動を促進する
生薬成分配合。8才から』

新キャベジンコーワS新キャベジンコーワS
興和興和 110錠110錠

第2類医薬品
918円918円参考

価格
参考
価格 750円750円36

特

飲み過ぎ、むかつき、二日酔い、胃痛、
胃部不快感など『胃がスーッとなる緑
の胃ぐすり。8才から』

飲み過ぎ、むかつき、二日酔い、胃痛、
胃部不快感など『胃がスーッとなる緑
の胃ぐすり。8才から』

サクロンGサクロンG
エーザイエーザイ 18包18包

第2類医薬品
1,404円1,404円参考

価格
参考
価格 760円760円37

特

軟便、下痢、食あたり、
水あたりなど『食べ物
や飲み物が原因のお
なかのトラブルに。
5才から』

軟便、下痢、食あたり、
水あたりなど『食べ物
や飲み物が原因のお
なかのトラブルに。
5才から』

正露丸正露丸
大幸大幸 50粒50粒

第2類医薬品
529円529円参考

価格
参考
価格 330円330円38

特



※パッケージの変更により実際の商品が写真と異なる場合がありますので、ご了承ください。

栄 養 剤栄 養 剤

女性保健薬女性保健薬

メタボリックメタボリック

絆 創 膏絆 創 膏

水 虫 薬水 虫 薬 皮 膚 用皮 膚 用

肩こり・
腰 痛 ・
筋 肉 痛

肩こり・
腰 痛 ・
筋 肉 痛

衛生用品・
雑 貨
衛生用品・
雑 貨

目 薬目 薬

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『正露丸の姉妹品。においを抑えた
白い錠剤。5才から』

軟便、下痢、食あたり、水あたりなど
『正露丸の姉妹品。においを抑えた
白い錠剤。5才から』

セイロガン糖衣Aセイロガン糖衣A
大幸大幸 24錠24錠

第2類医薬品
778円778円参考

価格
参考
価格 530円530円39

特

整腸、便秘、軟便、
腹部膨満感『3種
の乳酸菌が生きた
まま腸に届いて増
え、整腸に役立
つ。5才から』

整腸、便秘、軟便、
腹部膨満感『3種
の乳酸菌が生きた
まま腸に届いて増
え、整腸に役立
つ。5才から』

新ビオフェルミンS錠新ビオフェルミンS錠
大正大正 130錠130錠

指定医薬部外品
1,004円1,004円参考

価格
参考
価格 900円900円40

整腸（便通を整える）、腹部膨満感、
軟便、便秘
整腸（便通を整える）、腹部膨満感、
軟便、便秘

ヤクルトBL整腸薬S錠ヤクルトBL整腸薬S錠
ヤクルトヤクルト 27錠27錠

指定医薬部外品
685円685円参考

価格
参考
価格 490円490円41

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などの
ビタミンB1・B6・
B12の補給『目・
肩・腰が辛いと感
じたら。15才から』

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。
肉体疲労時などの
ビタミンB1・B6・
B12の補給『目・
肩・腰が辛いと感
じたら。15才から』

アリナミンEXプラスアリナミンEXプラス
武田武田 60錠60錠

第3類医薬品
2,354円2,354円参考

価格
参考
価格 1,950円1,950円42

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。肉体
疲労時などのビタミン
B1・B6・B12の補給『ビ
タミンB1・B6・B12主
薬製剤。7才から』

眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和。肉体
疲労時などのビタミン
B1・B6・B12の補給『ビ
タミンB1・B6・B12主
薬製剤。7才から』

ノイビタエースEXノイビタエースEX
第一三共第一三共 60錠60錠

第3類医薬品
2,484円2,484円参考

価格
参考
価格 1,000円1,000円43

特

滋養強壮、肉体疲労
などの場合の栄養
補給『6種のビタミン
と3種の生薬配合。
からだ全体が疲れて
いると感じたら。
15才から』

滋養強壮、肉体疲労
などの場合の栄養
補給『6種のビタミン
と3種の生薬配合。
からだ全体が疲れて
いると感じたら。
15才から』

キューピーコーワゴールドαキューピーコーワゴールドα
興和興和 90錠90錠

第3類医薬品
2,376円2,376円参考

価格
参考
価格 1,950円1,950円44

肌あれ、にきび、口内炎などの緩和、
肉体疲労時などのビタミンB2の補
給『肌あれ、疲れたときに。15才から』

肌あれ、にきび、口内炎などの緩和、
肉体疲労時などのビタミンB2の補
給『肌あれ、疲れたときに。15才から』

チョコラBBプラスチョコラBBプラス
エーザイエーザイ 60錠60錠

第3類医薬品
1,382円1,382円参考

価格
参考
価格 1,150円1,150円45

しみなどの色素沈着症、
全身倦怠など『代謝を助
けるアミノ酸L-システイ
ン配合。しみ・からだの
疲れに。7才から』

しみなどの色素沈着症、
全身倦怠など『代謝を助
けるアミノ酸L-システイ
ン配合。しみ・からだの
疲れに。7才から』

ハイチオールCプラスハイチオールCプラス
エスエスエスエス 60錠60錠

第3類医薬品
1,620円1,620円参考

価格
参考
価格 980円980円46

しみ、日やけによる色素沈着、肩こり、
冷え（ビタミンECの補給）など
しみ、日やけによる色素沈着、肩こり、
冷え（ビタミンECの補給）など

フルタイムECフルタイムEC
白石白石 32包32包

第3類医薬品
3,780円3,780円参考

価格
参考
価格 1,450円1,450円47

特

高血圧や肥満に伴う
便秘・のぼせ・むく
み・肩こり・動悸など
『おなかに溜まった
脂肪を落とす。15才
から』

高血圧や肥満に伴う
便秘・のぼせ・むく
み・肩こり・動悸など
『おなかに溜まった
脂肪を落とす。15才
から』

阪本漢法の防風通聖散錠阪本漢法の防風通聖散錠
阪本漢法製薬阪本漢法製薬 126錠126錠

第2類医薬品
2,700円2,700円参考

価格
参考
価格 1,380円1,380円48

更年期障害、生理不順、生理痛、
肩こり、冷え症などに。『生薬とビ
タミン・カルシウム配合。小さい糖
衣錠。15才から』

更年期障害、生理不順、生理痛、
肩こり、冷え症などに。『生薬とビ
タミン・カルシウム配合。小さい糖
衣錠。15才から』

命の母A命の母A
小林小林 252錠252錠

第2類医薬品
1,944円1,944円参考

価格
参考
価格 1,580円1,580円49

花粉やハウスダストによるアレルギー
などによる目のかゆみ・充血、目の疲
れ、眼病予防など『アレルギーなどによ
る目のかゆみに』

花粉やハウスダストによるアレルギー
などによる目のかゆみ・充血、目の疲
れ、眼病予防など『アレルギーなどによ
る目のかゆみに』

爽AL目薬爽AL目薬
第一三共第一三共 16mL16mL

第2類医薬品
1,706円1,706円参考

価格
参考
価格 290円290円50

特

目を酷使する人のつらい目の疲れ・
かすみなどに『じんわり冷たいさし
心地』

目を酷使する人のつらい目の疲れ・
かすみなどに『じんわり冷たいさし
心地』

スマイル40EXゴールドスマイル40EXゴールド
ライオンライオン 13mL13mL

第2類医薬品
972円972円参考

価格
参考
価格 580円580円51

目の疲れ・かすみ、目のかわきに
『超清涼感が持続する高機能目
薬!コンドロイチン、アミノ酸配合』

目の疲れ・かすみ、目のかわきに
『超清涼感が持続する高機能目
薬!コンドロイチン、アミノ酸配合』

スマイルPITドライアイスマイルPITドライアイ
ライオンライオン 13mL13mL

第3類医薬品
864円864円参考

価格
参考
価格 590円590円52

目の疲れ・かすみ、かわきなど
『すべてのコンタクトレンズを装着
したまま点眼できます』

目の疲れ・かすみ、かわきなど
『すべてのコンタクトレンズを装着
したまま点眼できます』

ティアリッチ目薬ティアリッチ目薬
第一三共第一三共 15mL15mL

第3類医薬品
648円648円参考

価格
参考
価格 270円270円53

特

目の疲れ、目のかすみなどに『酷使
した目にピンクの目薬。ビタミン
B12配合』

目の疲れ、目のかすみなどに『酷使
した目にピンクの目薬。ビタミン
B12配合』

OAリッチ目薬OAリッチ目薬
第一三共第一三共 16mL16mL

第3類医薬品
918円918円参考

価格
参考
価格 360円360円54

特

関節痛、腱鞘炎、肘の痛み、腰痛。
『インドメタシン配合』
（サイズ10cm×14cm）

関節痛、腱鞘炎、肘の痛み、腰痛。
『インドメタシン配合』
（サイズ10cm×14cm）

★サロンシップインドメタシンEX★サロンシップインドメタシンEX
久光製薬久光製薬 12枚12枚

第2類医薬品
1,728円1,728円参考

価格
参考
価格 690円690円55

腰痛、関節痛、肩こり痛、筋肉痛、
腱鞘炎、肘の痛み、打撲、捻挫など
（サイズ10㎝×14㎝）『インドメタ
シン配合』

腰痛、関節痛、肩こり痛、筋肉痛、
腱鞘炎、肘の痛み、打撲、捻挫など
（サイズ10㎝×14㎝）『インドメタ
シン配合』

★リフェンダID0.5%★リフェンダID0.5%
タカミツタカミツ 30枚30枚

第2類医薬品
2,916円2,916円参考

価格
参考
価格 750円750円56

肩こり、腰痛、筋肉痛など（サイズ
10㎝×14㎝）『超薄型のシップ。
肌に密着してはがれにくい』

肩こり、腰痛、筋肉痛など（サイズ
10㎝×14㎝）『超薄型のシップ。
肌に密着してはがれにくい』

パテックスうすぴたシップパテックスうすぴたシップ
第一三共第一三共 12枚12枚

第3類医薬品
1,058円1,058円参考

価格
参考
価格 420円420円57

特

肩こり、筋肉痛、腰痛
など『容器の首の部
分が曲がっているの
で塗りやすい』

肩こり、筋肉痛、腰痛
など『容器の首の部
分が曲がっているの
で塗りやすい』

アンメルツヨコヨコアンメルツヨコヨコ
小林小林 48mL48mL

第3類医薬品
756円756円参考

価格
参考
価格 360円360円58

特

腰痛、肩こり、筋肉痛など。消炎鎮痛
プラスター（サイズ6.2cm×4.2cm）
『痛みに浸透して効く!』

腰痛、肩こり、筋肉痛など。消炎鎮痛
プラスター（サイズ6.2cm×4.2cm）
『痛みに浸透して効く!』

ピタコリピタコリ
大協薬品工業大協薬品工業 140枚140枚

第3類医薬品
オープンオープン参考

価格
参考
価格 780円780円59

切り傷・すり傷など創傷面の殺菌
消毒および保護
（L:25mm×72mm、
M:19mm×72mm、
S:12mm×52mm）

切り傷・すり傷など創傷面の殺菌
消毒および保護
（L:25mm×72mm、
M:19mm×72mm、
S:12mm×52mm）

新カットバンA 3サイズ<大・中・小>新カットバンA 3サイズ<大・中・小>
祐徳祐徳 100枚100枚

第3類医薬品
1,080円1,080円参考

価格
参考
価格 390円390円60

特

傷を保護し痛みを
やわらげる。はがれ
にくく防水。ハイド
ロコロイドタイプ
（サイズ25mm×
60mm）『傷を早く
きれいに治す』

傷を保護し痛みを
やわらげる。はがれ
にくく防水。ハイド
ロコロイドタイプ
（サイズ25mm×
60mm）『傷を早く
きれいに治す』

カットバン リペアパッド ふつうサイズカットバン リペアパッド ふつうサイズ
祐徳祐徳 12枚12枚

管理医療機器
864円864円参考

価格
参考
価格 600円600円61

自然治癒力を高め、
傷を早く治します
（20mm×60mm）

自然治癒力を高め、
傷を早く治します
（20mm×60mm）

バンドエイドキズパワーパッドふつうサイズバンドエイドキズパワーパッドふつうサイズ
ジョンソン・エンド・ジョンソンジョンソン・エンド・ジョンソン 10枚10枚

管理医療機器
オープンオープン参考

価格
参考
価格 590円590円62

救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ
72㎜×19㎜）『水仕事などに』
救急絆創膏（防水タイプ）（サイズ
72㎜×19㎜）『水仕事などに』

防水救急ばんそう膏<Mサイズ>防水救急ばんそう膏<Mサイズ>
共立薬品工業共立薬品工業 70枚70枚

一般医療機器
1,080円1,080円参考

価格
参考
価格 320円320円63

特

救急絆創膏（防水タイプ、サイズ
22mm×70mm）
救急絆創膏（防水タイプ、サイズ
22mm×70mm）

バンドエイド ウォーターブロックバンドエイド ウォーターブロック
ジョンソン・エンド・ジョンソンジョンソン・エンド・ジョンソン 40枚40枚

一般医療機器
オープンオープン参考

価格
参考
価格 490円490円64

薬用成分・ヒアルロン酸配合。弱酸性の
きめ細かな泡。ナチュラル
フローラルの香り『手肌
をしっとり・清潔に』

薬用成分・ヒアルロン酸配合。弱酸性の
きめ細かな泡。ナチュラル
フローラルの香り『手肌
をしっとり・清潔に』

ファーマアクト薬用泡ハンドソープファーマアクト薬用泡ハンドソープ
熊野油脂熊野油脂 250mL250mL

医薬部外品
648円648円参考

価格
参考
価格 380円380円65

拭くだけで簡単に
除菌ができるアル
コール配合のウェッ
トティッシュです

拭くだけで簡単に
除菌ができるアル
コール配合のウェッ
トティッシュです

アルコール配合除菌ウエッティーアルコール配合除菌ウエッティー
和光堂和光堂 120枚120枚

778円778円参考
価格
参考
価格 720円720円66

二酸化塩素分子のチカラで空間中の
ウイルス除去や消臭に
※閉鎖空間で二酸化塩
素により「特定のウイル
ス・浮遊菌」の除去を確
認『気になる場所に』

二酸化塩素分子のチカラで空間中の
ウイルス除去や消臭に
※閉鎖空間で二酸化塩
素により「特定のウイル
ス・浮遊菌」の除去を確
認『気になる場所に』

クレベリンGクレベリンG
大幸大幸 150g150g

2,160円2,160円参考
価格
参考
価格 1,550円1,550円67

耳・口・鼻・おへそなどのお手入れに耳・口・鼻・おへそなどのお手入れに

ファミリーメンボーファミリーメンボー
ワイスワイス 200本200本

648円648円参考
価格
参考
価格 220円220円68

水虫、いんきんたむし、
ぜにたむし『水虫に1日1
回で効く!クリームタイ
プ』

水虫、いんきんたむし、
ぜにたむし『水虫に1日1
回で効く!クリームタイ
プ』

★マイキュロンEX8クリーム★マイキュロンEX8クリーム
万協製薬万協製薬 30g30g

第②類医薬品
オープンオープン参考

価格
参考
価格 980円980円69

水虫、いんきんたむし、
ぜにたむし『水虫に1日1
回で効く!液剤タイプ』

水虫、いんきんたむし、
ぜにたむし『水虫に1日1
回で効く!液剤タイプ』

★マイキュロンEX8液★マイキュロンEX8液
万協製薬万協製薬 30mL30mL

第②類医薬品
オープンオープン参考

価格
参考
価格 980円980円70

虫さされ、かゆみに
『スーッとしたここち
よい清涼感。虫ささ
れによるしつこいか
ゆみに効く』

虫さされ、かゆみに
『スーッとしたここち
よい清涼感。虫ささ
れによるしつこいか
ゆみに効く』

マキロンSかゆみどめ液マキロンSかゆみどめ液
第一三共第一三共 50mL50mL

第②類医薬品
842円842円参考

価格
参考
価格 390円390円71

特

湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみ、
あせもなど『強いかゆみ、湿疹・か
ぶれなどによる炎症を鎮める』

湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみ、
あせもなど『強いかゆみ、湿疹・か
ぶれなどによる炎症を鎮める』

新オイラックスHクリーム新オイラックスHクリーム
第一三共第一三共 10g10g

第②類医薬品
864円864円参考

価格
参考
価格 310円310円72

特

手指のあれ、ひじ・かかと
の角化症、老人の乾皮症
など『お肌なめらか。尿
素20%配合。伸びの良い
クリーム剤』

手指のあれ、ひじ・かかと
の角化症、老人の乾皮症
など『お肌なめらか。尿
素20%配合。伸びの良い
クリーム剤』

ニューウレアクリーム20%ニューウレアクリーム20%
第一三共第一三共 45g45g

第3類医薬品
1,296円1,296円参考

価格
参考
価格 590円590円73

特

切り傷、すり傷、創傷面の
殺菌・消毒など『シュパッ
と殺菌、シュパッと清潔』

切り傷、すり傷、創傷面の
殺菌・消毒など『シュパッ
と殺菌、シュパッと清潔』

マキロンSマキロンS
第一三共第一三共 40mL40mL

第3類医薬品
486円486円参考

価格
参考
価格 260円260円74

特

いぼ、皮膚のあれ。ハトムギ由来の
生薬ヨクイニンの抽
出エキス製剤。小
型。『飲んでめざめる
肌の底力!3才から』

いぼ、皮膚のあれ。ハトムギ由来の
生薬ヨクイニンの抽
出エキス製剤。小
型。『飲んでめざめる
肌の底力!3才から』

クラシエヨクイニンタブレットクラシエヨクイニンタブレット
クラシエ薬品クラシエ薬品 270錠270錠

第3類医薬品
2,160円2,160円参考

価格
参考
価格 1,200円1,200円76

特

ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

メンソレータム軟膏メンソレータム軟膏
ロートロート 35g35g

第3類医薬品
734円734円参考

価格
参考
価格 220円220円77

かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹、
じんましんなど『ベたつかず、白残
りしないクリーム』

かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹、
じんましんなど『ベたつかず、白残
りしないクリーム』

ムヒSムヒS
池田模範堂池田模範堂 6g6g

第3類医薬品
324円324円参考

価格
参考
価格 190円190円75

特



※パッケージの変更により実際の商品が写真と異なる場合がありますので、ご了承ください。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）について
平成29年1月より、従来の医療費控除の特例としてセルフメディケー
ション税制が始まりました。
詳しい内容につきましては、弊社ホームページ『セルフメディケーション
税制に関するQ&A』もしくは、右記相談窓口にてご確認ください。

お問い合せ窓口：白石薬品株式会社
TEL 072-622-8500（平日9：00～17：00）
★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。

第②類医薬品（指定第2類医薬品）は小児や高齢者、妊婦など禁忌事項に
該当する場合、重篤な副作用を生じる可能性があります。医薬品について
気になることがございましたら専門家へお問い合わせください。

医薬品をご購入される方へ

お問合せ先 ： (独)医薬品医療機器綜合機構
電　　　話 ： 0120-149-931（フリーダイヤル）
受 付 時 間 ： ［月～金］9時～17時（祝日・年末年始除く）
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

副作用被害救済制度お薬の詳しい情報はこちらから

白石薬品ＨＰへ
クリック

※一部紹介のないお薬もございます。

●ホームページから検索

特納品とは、健康保険組合・共済組合団体向けに、限定販売されている一流メーカーの商品です。
薬局やドラッグストアなどの一般市場では取り扱っておりません。市販のものと比べて割安となっております。・・・特納品

１個制限
商 品
１個制限
商 品

歯みがき歯みがき

禁煙対策禁煙対策

血 圧 計血 圧 計 マ ス クマ ス ク

肌あれ、ひび、あかぎれ、乾燥肌に。
ビタミンB2・B6・E、潤い成分配合。
『ちょっと手ごわい肌あれに』

肌あれ、ひび、あかぎれ、乾燥肌に。
ビタミンB2・B6・E、潤い成分配合。
『ちょっと手ごわい肌あれに』

メンタームメディカルクリームGメンタームメディカルクリームG
近江兄弟社近江兄弟社 145g145g

医薬部外品
1,512円1,512円参考

価格
参考
価格 380円380円78

化粧用油。馬油
（保湿成分）、酢酸
トコフェロール配
合『皮膚や髪に潤
いを与え、健やか
に保ちます』

化粧用油。馬油
（保湿成分）、酢酸
トコフェロール配
合『皮膚や髪に潤
いを与え、健やか
に保ちます』

ケアホース<馬油>ケアホース<馬油>
リブ・ラボラトリーズリブ・ラボラトリーズ 70mL70mL

2,160円2,160円参考
価格
参考
価格 580円580円79

歯周病（歯周炎・歯肉炎）の予防、
口臭防止。薬用成分含有
歯周病（歯周炎・歯肉炎）の予防、
口臭防止。薬用成分含有

ガムデンタルペースト・STタイプガムデンタルペースト・STタイプ
サンスターサンスター 65g65g

医薬部外品
270円270円参考

価格
参考
価格 180円180円80

特

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に
『9種類の薬用成分配合。歯と歯ぐき
をトータルケア』

歯槽膿漏、歯肉炎、歯石沈着の予防に
『9種類の薬用成分配合。歯と歯ぐき
をトータルケア』

クリーンデンタルFクリーンデンタルF
第一三共第一三共 50g50g

医薬部外品
994円994円参考

価格
参考
価格 500円500円81

特

白い歯・美しい口もとの
トータルケア『すがすがし
く落ちつきのあるフレー
バー』

白い歯・美しい口もとの
トータルケア『すがすがし
く落ちつきのあるフレー
バー』

薬用APホワイトペースト
リフレッシュミント

薬用APホワイトペースト
リフレッシュミント

サンスターサンスター 110g110g

医薬部外品
1,058円1,058円参考

価格
参考
価格 550円550円82

口臭・ネバつきを伴う歯肉炎・歯周炎の
予防など『生薬「当帰エキス」配合の塩
ハミガキ』

口臭・ネバつきを伴う歯肉炎・歯周炎の
予防など『生薬「当帰エキス」配合の塩
ハミガキ』

薬用ハミガキ生薬当帰の力薬用ハミガキ生薬当帰の力
サンスターサンスター 85g85g

医薬部外品
1,058円1,058円参考

価格
参考
価格 570円570円83

特

歯を白くする、タバコのヤニ除去、
口臭の防止、歯石の沈着を防ぐ
『つややかな白い歯に息スッキリ』

歯を白くする、タバコのヤニ除去、
口臭の防止、歯石の沈着を防ぐ
『つややかな白い歯に息スッキリ』

シルクスターホワイトエクストラミントシルクスターホワイトエクストラミント
第一三共第一三共 50g50g

医薬部外品
994円994円参考

価格
参考
価格 510円510円84

特

歯周病予防、口臭防止。
液体ハミガキ。ピリピリ
感の少ないノンアルコー
ルタイプ『液体だからす
みずみまで』

歯周病予防、口臭防止。
液体ハミガキ。ピリピリ
感の少ないノンアルコー
ルタイプ『液体だからす
みずみまで』

ガムデンタルリンス<ノンアルコールタイプ>ガムデンタルリンス<ノンアルコールタイプ>
サンスターサンスター 500mL500mL

医薬部外品
864円864円参考

価格
参考
価格 580円580円85

歯周病予防に。<内容:GUMデン
タルブラシ#191×6本>
歯周病予防に。<内容:GUMデン
タルブラシ#191×6本>

GUMデンタル6本パック <#191 M>GUMデンタル6本パック <#191 M>
サンスターサンスター 1パック1パック

1,944円1,944円参考
価格
参考
価格 1,180円1,180円86

4つの角を持つダイヤ毛（フッ素配合）で
歯面の歯垢を効
果的に除去するハ
ブラシ『フッ素配
合ダイヤ毛+黒の
特殊毛』

4つの角を持つダイヤ毛（フッ素配合）で
歯面の歯垢を効
果的に除去するハ
ブラシ『フッ素配
合ダイヤ毛+黒の
特殊毛』

デンタルプロ ブラックダイヤ超極細毛
レギュラー ふつう 6本パック

デンタルプロ ブラックダイヤ超極細毛
レギュラー ふつう 6本パック

デンタルプロデンタルプロ 1パック1パック

2,462円2,462円参考
価格
参考
価格 980円980円87

歯科医院推奨
歯ブラシ（固さ
＝ふつう）

歯科医院推奨
歯ブラシ（固さ
＝ふつう）

デンタルブラシ C-19Plusデンタルブラシ C-19Plus
J・H・PJ・H・P 1本1本

216円216円参考
価格
参考
価格 100円100円89

歯科医院推奨歯ブラシ
（固さ=ふつう）
歯科医院推奨歯ブラシ
（固さ=ふつう）

デンタルブラシ C-19Plus  4本パックデンタルブラシ C-19Plus  4本パック
J・H・PJ・H・P 1パック1パック

864円864円参考
価格
参考
価格 400円400円88

18,000回/分の高速
振動でつるつるみがき 
本体丸ごと水洗いOK

18,000回/分の高速
振動でつるつるみがき 
本体丸ごと水洗いOK

オムロン音波式電動歯ブラシオムロン音波式電動歯ブラシ
オムロンオムロン HT-B905-WHT-B905-W

オープンオープン参考
価格
参考
価格 1,480円1,480円90

コンパクトサイズの上腕式血圧計
（適応腕周:約22～32㎝）『日々の
健康管理に』

コンパクトサイズの上腕式血圧計
（適応腕周:約22～32㎝）『日々の
健康管理に』

オムロン上腕式血圧計オムロン上腕式血圧計
オムロンオムロン HEM-7131HEM-7131

管理医療機器
10,800円10,800円参考

価格
参考
価格 4,500円4,500円91

特

5層構造フィルターで
微粒子をしっかりガー
ドするマスク。サイズ:
17.5cm×9cm『かぜ・
花粉対策に』

5層構造フィルターで
微粒子をしっかりガー
ドするマスク。サイズ:
17.5cm×9cm『かぜ・
花粉対策に』

三次元マスク ふつうMサイズ ホワイト三次元マスク ふつうMサイズ ホワイト
興和興和 7枚7枚

オープンオープン参考
価格
参考
価格 390円390円92

PM2.5対応フィルター、花粉・ウィルスを
含む飛沫99%カットフィルター使用。
サイズ約17.5cm×9cm

PM2.5対応フィルター、花粉・ウィルスを
含む飛沫99%カットフィルター使用。
サイズ約17.5cm×9cm

サージカルマスクサージカルマスク
COCOROCOCORO 50枚50枚

オープンオープン参考
価格
参考
価格 500円500円93

禁煙時のイライラ・集中困難・
落ち着かないなどの症状の緩和
禁煙時のイライラ・集中困難・
落ち着かないなどの症状の緩和

★ニコチネルスペアミント★ニコチネルスペアミント
グラクソ・スミスクライングラクソ・スミスクライン 20個20個

第②類医薬品
1,880円1,880円参考

価格
参考
価格 1,380円1,380円94

使い捨てタイプ。吸うだけで
電源ONの簡単操作。1本で
約500回の吸引が可能。
安心の日本製

使い捨てタイプ。吸うだけで
電源ONの簡単操作。1本で
約500回の吸引が可能。
安心の日本製

電子PAIPO ONE
<ペパーミント>
電子PAIPO ONE
<ペパーミント>

マルマンマルマン 1本1本

オープンオープン参考
価格
参考
価格 1,500円1,500円95

電源ON/OFFは使いや
すく3回押し。リキッド
GOLD（モヒート）1本付。
安心の日本製

電源ON/OFFは使いや
すく3回押し。リキッド
GOLD（モヒート）1本付。
安心の日本製

電子パイポECO <グレー>電子パイポECO <グレー>
マルマンマルマン 1本1本

オープンオープン参考
価格
参考
価格 2,800円2,800円96

タバコのようにくわえてペパーミントと
ハーブの風味を楽しむパイポ。ニコチ
ン等を含まない

タバコのようにくわえてペパーミントと
ハーブの風味を楽しむパイポ。ニコチ
ン等を含まない

禁煙パイポ ペパーミント味禁煙パイポ ペパーミント味
マルマンマルマン 3本3本

324円324円参考
価格
参考
価格 290円290円97

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど
『アレルギー性鼻炎・急性鼻炎に。
15才から』

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど
『アレルギー性鼻炎・急性鼻炎に。
15才から』

プレコール鼻炎カプセルAプレコール鼻炎カプセルA
第一三共第一三共 12カプセル12カプセル

第②類医薬品
1,512円1,512円参考

価格
参考
価格 450円450円98

特

せき、たん『せきを鎮める成分にたんを
出しやすくする生薬配合』
せき、たん『せきを鎮める成分にたんを
出しやすくする生薬配合』

プレコールせき止め錠プレコールせき止め錠
第一三共第一三共 40錠40錠

第②類医薬品
2,916円2,916円参考

価格
参考
価格 750円750円99

特

頭痛、歯痛、生理痛、解熱など
『イブプロフェン・エテンザミドの
ダブルブロック処方。15才から』

頭痛、歯痛、生理痛、解熱など
『イブプロフェン・エテンザミドの
ダブルブロック処方。15才から』

★ナロンエース★ナロンエース
大正大正 24錠24錠

第②類医薬品
1,447円1,447円参考

価格
参考
価格 500円500円100
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注意事項：
医薬品を服用の際は、用法・用量を
必ずお守りください。

お　　願　　い
●郵送でのお申込みは、専用の組み立て式封筒を利用願います（切手不要）。
●宅配便にて配送いたしますので、確実に受け取りのできる住所をご記入ください。
●お申込みの際、ご記入もれがないかご確認ください。
●商品は充分に用意しておりますが、万一品切れの際は、ご容赦ください。

※FAX受付時、裏面送付・途切れ・その他不鮮明などにより、受付できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
医薬品販売店名：白石薬品株式会社

日野自動車健康保険組合

白石薬品株式会社： FAX 0120-117-072

右づめで枠内にていねいにご記入ください。

№98・99・100の商品は、厚生労働省の指導により、申込数が各1個に限られております。複数個お申込いただいた場合は、勝手
ながら1個に変更させていただきます。なお、数量の変更に伴い送料がかかる場合がございますのでご了承ください。
★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。

白石薬品株式会社： FAX 0120-117-072

勤 務 先 名

勤務先電話番号

部署名

（ ）

（ ）

氏 名
都　道
府　県

フ リ ガ ナ

住 所

受 取 人 氏 名

T E L

申
　
込
　
者

商
品
お
届
け
先

〒

必ずご記入ください。

家庭用常備薬等「お申込書」 ※お届け先は日本国内に限ります。マンション名・アパート名・部屋番号を必ずご記入ください。

NO. 数量 合 計品　　　　名 価格 NO. 数量 合 計品　　　　名 価格 NO. 数量 合 計品　　　　名 価格

①購入金額

②送　料

合計金額（①＋②）

円

円

無料　・　650円①が3,500円
以上は無料

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
方
向

注意：今年度は購入金額の健保補助はありません。

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
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

★ 720ルルカゼブロックIB
550ベンザエースA錠
480プレコールかぜ薬錠

★ 1,080パ ブ ロ ン S α 錠
★ 620バファリンかぜEX錠

660新プレコールS顆粒
490コンタック総合感冒薬EX
850パブロンゴールドA<微粒>

★ 820パブロンエースAX錠
390新 ル ル エ ー ス
480葛根湯エキス顆粒DS
560本草葛根湯シロップ
380冷却シート<大人用>

★ 480ア レ ジ ン A Z 錠
★ 400アスミン鼻 炎 薬

440爽 A L 点 鼻 薬 a
★ 800スカイブブロンHI
★ 750コンタック600ファースト

330バ フ ァ リ ン A
★ 460イ ブ A 錠
★ 300ノー シン ピュア
★ 790イブクイック頭痛薬

250新 セ デ ス 錠
1,750オムロン電子体温計 けんおんくん
600新エスベナンうがい薬
450エスベナンのどスプレー
380龍角散ダイレクトスティック ミント
390新ルルエーストローチ
380明 治 Gトロ ー チ
250ルルのど飴 オレンジ味
480サトウ口 内 軟 膏
680大正漢方胃腸薬
400太田胃散<分包>
400第一三共胃腸薬<錠剤>
720スクラート胃腸薬<錠剤>

750新キャベジンコーワS
760サ ク ロ ン G
330正 露 丸
530セイロガン糖衣A
900新ビオフェルミンS錠
490ヤクルトBL整腸薬S錠
1,950アリナミンEXプラス
1,000ノイビタエースEX
1,950キューピーコーワゴールドα
1,150チョコラBBプラス
980ハイチオールCプラス
1,450フ ル タ イム E C
1,380阪本漢法の防風通聖散錠
1,580命 の 母 A
290爽 A L 目 薬
580スマイル40EXゴールド
590スマイルPITドライアイ
270ティアリッチ目薬
360O A リッ チ 目 薬

★ 690サロンシップインドメタシンEX
★ 750リフェンダID0.5%

420パテックスうすぴたシップ
360アンメルツヨコヨコ
780ピ タ コ リ
390新カットバンA 3サイズ<大・中・小>
600カットバン リペアパッド ふつうサイズ
590バンドエイドキズパワーパッドふつうサイズ
320防水救急ばんそう膏<Mサイズ>
490バンドエイド ウォーターブロック
380ファーマアクト薬用泡ハンドソープ
720アルコール配合除菌ウエッティー
1,550ク レ ベ リ ン G
220ファミリーメンボー

★ 980マイキュロンEX8クリーム
★ 980マイキュロンEX8液

390マキロンSかゆみどめ液
310新オイラックスHクリーム
590ニューウレアクリーム20%
260マ キ ロ ン S
190ム ヒ S
1,200クラシエヨクイニンタブレット
220メンソレータム軟膏
380メンタームメディカルクリームG
580ケアホース<馬油>
180ガムデンタルペースト・STタイプ
500クリーンデンタルF
550薬用APホワイトペースト リフレッシュミント
570薬用ハミガキ生薬当帰の力
510シルクスターホワイトエクストラミント
580ガムデンタルリンス<ノンアルコールタイプ>
1,180GUMデンタル6本パック <#191 M>
980デンタルプロ ブラックダイヤ超極細毛レギュラー ふつう 6本パック
400デンタルブラシ C-19Plus  4本パック
100デンタルブラシ C-19Plus
1,480オムロン音波式電動歯ブラシ
4,500オムロン上腕式血圧計
390三次元マスク ふつうMサイズ ホワイト
500サージカルマスク

★ 1,380ニコチネルスペアミント
1,500電子PAIPO ONE<ペパーミント>
2,800電子パイポECO <グレー>
290禁煙パイポ ペパーミント味
450プレコール鼻炎カプセルA
750プレコールせき止め錠

★ 500ナ ロ ン エ ー ス



封筒の作り方
手順

申込書を
“キリトリ線”
で切り取ります。

❶
手順

申込欄が内側に
くるように真中
から2つ折りにして
はがれないよう
張り付けます。

❸
手順

Check

用紙の「のりしろ」に
のりを付けて
ください。

※両面テープでの貼り付けはご遠慮ください。

※のり付けする前に
もう一度、申込内容を
ご確認ください。

❷
手順

ポストに
投函してください。
（切手不要です）

❹申  込  書
申  込  書

料
金
受
取
人
払
郵
便

葛
西
局
承
認

1
3
4
8
7
9
0

0
7
3

差
出
有
効
期
間

2
0
2
0
年
8
月

1
9
日
ま
で

切
手
は
い
り
ま

せ
ん

白 石 薬 品 株 式 会 社 　 行

東 京 都 江 戸 川 区 臨 海 町 三 ー 六 ー 四

　 B E C ビ ル 四 〇 五 号 室

キ リ ト リ 線

山 折 り 線

薬 品 申 込 書 在 中
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0120-10-56-69

 

0120-10-56-69
https://t-pec.jp/websoudan/ 

 

Web 

14



キ
リ
ト
リ
線

2018年度インフルエンザ予防接種補助金申請書（外部医療機関で接種した方）

●申請書は同一保険証記号・番号ごとにまとめ、接種実績のある被保険者および被扶養者（満1歳～15歳（中学生まで））
分を1枚の申請書（対象者が多い場合は複数枚）にて、締切日までに1回限りでご申請ください。
●2回接種時でも補助金上限は2,000円/1人ですので、1回目で2,000円を超える場合は領収書は1枚のみ添付、1回
目が2,000円未満の場合は領収書を2枚添付してください。
●本申請書に記入された個人情報を接種医療機関へ開示し、接種事実等の確認をする場合があります。
●申請書に記載された個人情報については、補助金支給処理以外の目的には使用いたしません。

当申請書を使用する対象者はP5をご確認ください。

下記太枠内に記入し、領収証の原本（必須項目あり）を添付して申請してください。

＜インフルエンザ予防接種者リスト＞

2018年10月1日～2019年1月末日までの接種分

接種回数に拘わらず、1人上限2,000円（接種費用が2,000円未満は実費補助）

接種後、当申請書に領収証（原本）を添付して申請してください。

※給付日は健康保険組合から事業主及び
　任意継続者の方に振り込む日です。
　事業主経由該当者への給付日は事業所
　へ確認してください。

接種者氏名 接種日生年月日（年号はどちらかに○）健保
使用欄

健保
使用欄

被
保
険
者

被
扶
養
者（
満
１
歳
〜
１５
歳（
中
学
生
ま
で
））

－被保険者の保険証
記号・番号

被保険者
氏名

印

1回目 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

2回目

3. 昭和　　
年　　月　　日

4. 平成　　

4. 平成　　年　　月　　日

1回目 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日2回目4. 平成　　年　　月　　日

1回目 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日2回目4. 平成　　年　　月　　日

1回目 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日2回目4. 平成　　年　　月　　日

12月15日（健保必着）
12月14日（健保必着）

締切日 給付日※
申請締切日と
給付日

提出先

注意事項

日野自動車健康保険組合
（日野自動車㈱の方が社内便で提出する場合は、書留便などで確実に届く様にお願いします。〒A61）

① 接種者の個人名（フルネーム）
② 受診内容（インフルエンザ予防接種代として）
③ 接種年月日
④ 医療機関名住所連絡先
⑤ 医療機関領収印
⑥ 支払金額

【領収証（原本）の必須項目】

接種期間

補助金額

申請方法

①

②

③

④

⑤

⑥

4月11日（予定）
2月7日（予定）
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