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医薬品

商品名 分類 メーカ名 備考

ロキソニンＳパップ7枚 要指導 第一三共ヘルスケア
ロキソニンＳテープ14枚 要指導 第一三共ヘルスケア
ロキソニンＳテープ7枚 要指導 第一三共ヘルスケア 肩に貼るのにちょうどよいサイズ
アクチビア軟膏　２ｇ 第１類 GSK 口唇ヘルペスかなと思ったら
ガスター10S錠 6錠 第１類 第一三共ヘルスケア 胃の不快症状に
ニコチネルパッチ20　14枚 第１類 GSK 禁煙補助
ニコチネルパッチ10　14枚 第１類 GSK 禁煙補助
バポナ殺虫プレートR1枚 第１類 アース製薬
バポナﾊｰﾌ殺虫プレート1枚 第１類 アース製薬
バポナミニ殺虫プレート1枚 第１類 アース製薬
ロキソニンＳ　１２錠 第１類 第一三共ヘルスケア 頭痛、生理痛に
ロキソニンＳプラス　１２錠 第１類 第一三共ヘルスケア 胃にやさしい成分をプラス
アネトンせき止めZ錠48錠 指定第２類 タケダ
オイラックスＡ10g 指定第２類 第一三共
ｷｯｽﾞﾊﾞﾌｧﾘﾝかぜｼﾛｯﾌﾟS120ML 指定第２類 ライオン 生後3か月からOK
グ・スリーP6錠 指定第２類 第一三共
ノーシン散剤8包 指定第２類 アラクス
ブテナロックＶａクリーム15g 指定第２類 久光製薬
ブテナロックＶａ液15ml 指定第２類 久光製薬
フルコートｆ軟膏5g 指定第２類 田辺三菱
ﾎﾞﾗｷﾞﾉｰﾙA注入軟膏2g10ｲﾚ 指定第２類 天藤製薬
ルルアタックＥＸ12錠 指定第２類 第一三共
新ﾙﾙAｺﾞｰﾙﾄﾞDX30錠 指定第２類 第一三共
アレグラFX14錠 第２類 サノフィ
イチヂク浣腸30g2ｲﾚ 第２類 イチヂク製薬
AGアレルカットＭ13ｍｌ 第２類 第一三共
AGノーズアレルカットＭ15ml 第２類 第一三共
ｸｰﾙﾜﾝ去たんｿﾌﾄｶﾌﾟ24ｶﾌﾟｾﾙ 第２類 キョーリン製薬
クロマイ-N軟膏6g 第２類 第一三共
小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾁｭｱﾌﾞﾙ12錠 第２類 ライオン
スクラート胃腸薬36錠 第２類 ライオン
ストッパ下痢止めEX12錠 第２類 ライオン
新セルベール整胃21錠 第２類 エーザイ
タケダ漢方便秘薬65錠 第２類 武田
トラベルミンファミリー6錠 第２類 エーザイ
ブスコパンA錠20錠 第２類 エスエス製薬
ボルタレンEXテープ14枚 第２類 グラクソスミスクライン
ボルタレンＡＣゲル50g 第２類 GSK
ボルタレンＡCﾛｰｼｮﾝ50g 第２類 GSK
ロート製薬抗菌目薬i0.5ml×20 第２類 ロート製薬
ウェルウォッシュアイ　10ｍｌ 第３類 参天製薬
太田胃酸整腸薬160錠 第３類 太田胃散
錠剤ミルマグLX120錠 第３類 MGファーマ
ソフトサンティア5ml4ｲﾚ 第３類 参天製薬
ｿﾌﾄｻﾝﾃｨｱひとみｽﾄﾚｯﾁ5ml4ｲﾚ 第３類 参天製薬
チョコラBBプラス60錠 第３類 エーザイ
トラフル軟膏6g 第３類 第一三共
南天のど飴缶54錠 第３類 常盤薬品工業
のびのびサロンシップFα冷16枚 第３類 久光製薬
のびのびサロンシップFH温16枚 第３類 久光製薬
白色ワセリン50g 第３類 日興製薬
パブロンうがい薬ＡＺ30ml 第３類 大正製薬
ペラックＴ錠18錠 第３類 第一三共
明治うがい薬50ml 第３類 明治
ユースキンi65g 第３類 ユースキン
ユースキンiローション130ml 第３類 ユースキン

医療機器・衛生用品

商品名 メーカ名 備考

ｱｰﾑｲﾝ腕挿入式ES-P2020ZZ テルモ
ｱｰﾑｲﾝ腕挿入式ES-P2020ZZ アダプター テルモ
アルウェッティＯｎｅ2Ｅ－100包 スズラン 酒精綿
FCガーゼ1ｍ 1枚 白十字
FC関節用ソフト包帯手の平・手首用1枚入 白十字
FC関節用ソフト包帯ひじ・うで用1枚入 白十字
FC関節用ソフト包帯ひざ太もも用1枚入 白十字
FC高吸収パッドS6枚 白十字
FC高吸収パッドM5枚 白十字
FC高吸収パッドL4枚 白十字
FC伸縮包帯S手・手首1個入 白十字
FC伸縮包帯Lひじ・足首1個入 白十字
FC防水ワンタッチパッドS6枚 白十字
FC防水ワンタッチパッドM5枚 白十字
FC防水ワンタッチパッドL6枚 白十字
ＦＣマスクスーパーＡ1枚 白十字
キズパワーパット普10枚 ジョンソン＆ジョンソン
キズパワーパット大6枚 ジョンソン＆ジョンソン
キズパワーパット指水10枚 ジョンソン＆ジョンソン
ケアリーヴM30枚 ニチバン
ケアリーヴ3種36枚 ニチバン
清潔ﾊﾟｯｸに入った滅菌ガーゼS12枚 玉川衛材ｹｱﾊｰﾄ
清潔ﾊﾟｯｸに入った滅菌ガーゼM10枚 玉川衛材ｹｱﾊｰﾄ
清潔ﾊﾟｯｸに入った滅菌ガーゼL8枚 玉川衛材ｹｱﾊｰﾄ
手ピカジェルプラス300ml 健栄製薬 手指消毒
電子体温計C205 テルモ
ドライノーズスプレー20ｍｌ 日本臓器製薬
熱さまシート大人6枚 小林製薬
熱さまシートこども6枚 小林製薬
ＢＭＣフィットマスク小50枚 BMC
ＢＭＣフィットマスク普50枚 BMC
ﾌｲｯﾃｨｰ７ＤＡＹＳﾏｽｸＥＸ小7枚　 玉川衛材
ﾌｲｯﾃｨｰ７ＤＡＹＳﾏｽｸＥＸ普7枚 玉川衛材
ﾌｲｯﾃｨｰ７ＤＡＹＳﾏｽｸＥＸ大7枚 玉川衛材
不織布ﾏｽｸミッキー＆ﾐﾆｰ5枚 日本マスク
不織布ﾏｽｸﾌﾟﾘﾝｾｽ5枚 日本マスク
ホワイトテープＷ129　12mm ニチバン
ホワイトテープＷ259　25mm ニチバン
マイクロポア1533EP　12.5mm ３M
マイクロポア1533EP-1 25mm ３M
メロリンガーゼ10×10　10枚入れ S＆N
メロリンガーゼ10×10　5枚入れ S＆N
メロリンガーゼ10×10　1枚 S＆N
メロリンガーゼ20×10　5枚入れ S＆N
メロリンガーゼ20×10　1枚 S＆N
らくらく点眼 川本産業 点眼補助具

低刺激性スキンケアノブ製
品 商品名 メーカ名 備考

ノブAアクネソープ ノブ
ノブAアクネフォーム ノブ
ノブAアクネローション ノブ
ノブＡアクネジェル ノブ
ノブソープＤ ノブ
ノブリキッドソープＤ ノブ
ノブフォーミングソープＤ ノブ
ノブヘアーシャンプーＤＳ ノブ
ノブヘアーシャンプーＭ ノブ
ノブヘアーコンディショナーＤ ノブ
ノブＵＶシールドＥＸ ノブ
ノブＵＶローションＥＸ ノブ
ノブＵＶミルクＥＸ ノブ
ノブＵＶスティックＥＸ ノブ
ノブスキンクリームＤ ノブ
ノブⅢクレンジングクリーム ノブ
ノブⅢウォッシングクリーム ノブ
ノブⅢフェイスローションＬ ノブ
ノブⅢフェイスローションＲ ノブ
ノブⅢフェイスローションＥＸ ノブ
ノブⅢバリアコンセントレイト ノブ
ノブⅢミルキィローション ノブ
ノブⅢモイスチュアクリーム ノブ

食品・その他

商品名 メーカ名 備考

エクエル 大塚製薬 女性特有のお悩みに
FCオブラート袋50枚 白十字
OS-1　500ｍｌ 大塚製薬
OS-1ゼリー　200ｇ 大塚製薬
オキュバイド+ルテイン90粒 ボシュロム
おくすり飲めたね6本ぶどう 龍角散
おくすり飲めたね6本いちご 龍角散
おくすり飲めたね100gチョコ 龍角散 抗生剤に混ぜても苦み出にくい
お薬ポケット
オロナミンC　120ｍｌ 大塚製薬
カルシウムウエハースバニラ20枚入れ 中新製菓
ｶﾛﾘｰﾒｲﾄﾌﾞﾛｯｸ　チョコ2本 大塚製薬
ｶﾛﾘｰﾒｲﾄﾌﾞﾛｯｸ　ﾁｰｽﾞ2本 大塚製薬
ｸﾘｰﾑ玄米ブラン　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ アサヒグループ食品
ｸﾘｰﾑ玄米ブラン　ｶｶｵ アサヒグループ食品
ｸﾘｰﾑ玄米ブラン　ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ アサヒグループ食品
国光オブラート100枚 国光オブラート
減塩コンソメ ライフプロモート 塩分43%カット
減塩中華だし ライフプロモート アレルギー特定7品目を含まない
濃ーいブルーベリー84ｇ アサヒグループ食品
C1000レモン　100ｍｌ ハウスウェルネスフーズ
ソイジョイアーモンド＆チョコレート 大塚製薬
ソイジョイブルーベリー 大塚製薬
ソイジョイクリスピーホワイトマカダミア 大塚製薬
ソイジョイクリスピーミックスベリー 大塚製薬
ソイジョイクリスピーバナナ 大塚製薬
生しぼりしょうが湯 協和 国産原料のみ使用
生しぼりしょうが湯入り甘酒 協和 今話題の甘酒
はちみつ黒糖のど飴120ｇ アサヒグループ食品
フルーツのど飴　糖類0　84ｇ アサヒグループ食品
ＰＲＥＭＩＵＭ減塩ソース ライフプロモート 塩分55%カット
ＰＲＥＭＩＵＭケチャップ食塩無添加 ライフプロモート 新潟県産トマト使用の減塩ケチャップ
抹茶くず湯 協和 すっきりとした甘さ
メイバランスｍｉｎｉカップ125ｍｌ白桃ﾖｰｸﾞﾙﾄ 明治
メイバランスｍｉｎｉカップ125ｍｌﾏｽｶｯﾄﾖｰｸﾞﾙﾄ 明治
メイバランスｍｉｎｉカップ125ｍｌﾊﾞﾅﾅ 明治
ラカントカロリーゼロ48ｇ深み抹茶味 サラヤ
らくらく服用ゼリーｽﾃｨｯｸ6本 龍角散
リポビタンD　100ｍｌ 大正製薬
和風だしの素 ライフプロモート おいしく減塩できます

高度管理医療機器

血糖測定器（メーカー：ジョンソンエンドジョンソン、ニプロ、アークレイ他） 随時取り寄せ
医療材料（フォーリーカテーテルトレイキット等） 随時取り寄せ

体外診断用医薬品

血糖測定試験紙（メーカー：ジョンソン&ジョンソン、ニプロ、アークレイ、ロシュ、三和化学） 随時取り寄せ
ウロペーパー（栄研化学、ＳＩＥＭＥＮＳ） 随時取り寄せ

管理医療機器

血糖測定用穿刺針(メーカー：ジョンソン&ジョンソン、ニプロ、アークレイ、ロシュ、三和化学)随時取り寄せ

その他
東邦薬品のe健康ショップに加盟しているので、OTC他、日用品、食品購入の受け取り薬局として指定可能

現在加盟は千秋店とセンターのみ

西長岡センター薬局　一般用医薬品・医療機器一覧表（五十音順）


