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330 Y6919 アカルボース錠１００ｍｇ「YＤ」 グルコバイ 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥1,660 ¥1,598 ¥1,453 88% ¥207
330 Y7605 アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」 グルコバイ 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥1,660 ¥1,550 ¥1,409 85% ¥251
330 Y7604 アカルボース錠５０ｍｇ「日医工」 グルコバイ 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥950 ¥851 ¥774 81% ¥176
330 Y7855 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 バイアスピリン 抗血栓剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
330 Y6068 アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ−グルタミン配合顆粒「クニヒロ」 マーズレン 消化性潰瘍治療剤 0.67g×600包 ¥2,613 ¥2,220 ¥2,018 77% ¥595
330 Y7383 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 カロナール 鎮痛剤 PTP100錠 ¥620 ¥590 ¥536 86% ¥84
330 Y7384 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 カロナール 鎮痛剤 PTP1000錠 ¥6,200 ¥5,900 ¥5,364 87% ¥836
330 Y7385 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 カロナール 鎮痛剤 PTP100錠 ¥720 ¥685 ¥623 87% ¥97
330 Y7577 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 カロナール 鎮痛剤 PTP100錠 ¥820 ¥780 ¥709 86% ¥111
325 Y7240 アダパレンゲル０．１％「YＤ」 ディフェリンゲル 皮膚科用剤 15g×10本 ¥4,560 ¥2,662 ¥2,420 53% ¥2,140
330 Y6354 アテノロール錠５０ｍｇ「サワイ」 テノーミン 降圧剤 PTP100錠 ¥590 ¥580 ¥527 89% ¥63
331 Y8072 アドナ錠３０ｍｇ 先発品 止血剤 PTP100錠 ¥940 ¥939 ¥854 91% ¥86
331 Y7924 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,420 ¥2,289 ¥2,081 86% ¥339
331 Y6359 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,420 ¥2,415 ¥2,195 91% ¥225
331 Y6078 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,760 ¥1,545 ¥1,405 80% ¥355
331 Y6947 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP500錠 ¥8,800 ¥7,725 ¥7,023 80% ¥1,777
331 Y7510 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,760 ¥1,587 ¥1,443 82% ¥317
331 Y6881 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,250 ¥989 ¥899 72% ¥351
331 Y6882 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP140錠 ¥1,750 ¥1,385 ¥1,259 72% ¥491
331 Y6355 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,250 ¥1,247 ¥1,134 91% ¥116
331 Y6094 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,250 ¥1,097 ¥997 80% ¥253
332 Y7509 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 リピトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥911 ¥828 82% ¥182
332 Y6950 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 アリミデックス 抗悪性腫瘍剤 PTP30錠 ¥2,223 ¥1,912 ¥1,738 78% ¥485
332 Y7906 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥2,160 ¥1,858 ¥1,689 78% ¥471
332 Y7485 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242
332 Y6174 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,124 ¥1,022 80% ¥258
332 Y6961 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP500錠 ¥6,400 ¥5,618 ¥5,107 80% ¥1,293
332 Y7486 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,070 ¥973 76% ¥307
334 Y7225 アムロジピン錠１０ｍｇ「YＤ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥2,160 ¥1,378 ¥1,253 58% ¥907
334 Y7180 アムロジピン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥445 ¥405 40% ¥605
334 Y7407 アムロジピン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP500錠 ¥5,050 ¥1,910 ¥1,736 34% ¥3,314
332 Y7721 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥780 ¥709 70% ¥301
332 Y6063 アムロジピン錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥410 ¥373 37% ¥637
332 Y7178 アムロジピン錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥4,480 ¥4,073 40% ¥6,027
333 Y7479 アムロジピン錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 ﾊﾞﾗ500錠 ¥5,050 ¥2,220 ¥2,018 40% ¥3,032
333 Y6376 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
333 Y6097 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥887 ¥806 80% ¥204
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333 Y7482 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242
333 Y7722 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,101 ¥1,001 78% ¥279
333 Y6064 アムロジピン錠５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥445 ¥405 40% ¥605
333 Y7179 アムロジピン錠５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥4,480 ¥4,073 40% ¥6,027
333 Y7480 アムロジピン錠５ｍｇ「クニヒロ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 ﾊﾞﾗ500錠 ¥5,050 ¥1,770 ¥1,609 32% ¥3,441
333 Y6381 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,211 ¥1,101 86% ¥179
333 Y6098 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥887 ¥806 80% ¥204
334 Y6968 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP500錠 ¥5,050 ¥4,433 ¥4,030 80% ¥1,020
334 Y7483 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 ノルバスク、アムロジン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,070 ¥973 76% ¥307
334 Y6395 アラセプリル錠２５ｍｇ「サワイ」 セタプリル 降圧剤 PTP100錠 ¥980 ¥906 ¥824 84% ¥156
334 Y6277 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「テバ」 アルファロール、ワンアルファ 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥590 ¥560 ¥509 86% ¥81
334 Y8095 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「日医工」 アルファロール、ワンアルファ 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥590 ¥503 ¥457 77% ¥133
334 Y6278 アルファカルシドールカプセル１μｇ「テバ」 アルファロール、ワンアルファ 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥690 ¥689 ¥626 91% ¥64
334 Y8096 アルファカルシドールカプセル１μｇ「日医工」 アルファロール、ワンアルファ 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥690 ¥626 ¥569 82% ¥121
335 Y7568 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 コンスタン、ソラナックス 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥570 ¥569 ¥517 91% ¥53
335 Y6409 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 ザイロリック 痛風・高尿酸血症治療剤 PTP100錠 ¥780 ¥738 ¥671 86% ¥109
335 Y7574 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 ザイロリック 痛風・高尿酸血症治療剤 PTP100錠 ¥780 ¥666 ¥605 78% ¥175
335 Y7181 アロプリノール錠１００ｍｇ「日新」 ザイロリック 痛風・高尿酸血症治療剤 PTP100錠 ¥780 ¥550 ¥500 64% ¥280
335 Y6415 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 ムコソルバン、ムコサール 鎮咳剤 去痰剤 PTP100錠 ¥1,820 ¥1,816 ¥1,651 91% ¥169
335 Y6057 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」 ムコソルバン、ムコサール 鎮咳剤 去痰剤 PTP100錠 ¥570 ¥350 ¥318 56% ¥252
335 Y7376 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」 ムコソルバン、ムコサール 鎮咳剤 去痰剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥3,050 ¥2,773 49% ¥2,927
335 Y7540 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 ムコソルバン、ムコサール 鎮咳剤 去痰剤 PTP100錠 ¥570 ¥476 ¥433 76% ¥137
335 Y6417 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワイ」 エパデール 抗血栓剤 PTP500カプセル ¥7,100 ¥7,100 ¥6,455 91% ¥645
335 Y7500 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日医工」 エパデール 抗血栓剤 PTP100カプセル ¥1,420 ¥1,187 ¥1,079 76% ¥341
336 Y7728 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 エパデール 抗血栓剤 84包 ¥3,066 ¥3,017 ¥2,743 89% ¥323
336 Y7729 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 エパデール 抗血栓剤 420包 ¥15,330 ¥15,000 ¥13,636 89% ¥1,694
336 Y6420 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 エパデール 抗血栓剤 84包 ¥3,066 ¥3,066 ¥2,787 91% ¥279
336 Y6421 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 エパデール 抗血栓剤 420包 ¥15,330 ¥15,330 ¥13,936 91% ¥1,394
375 Y6874 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 アイトロール 狭心症治療剤 PTP100錠 ¥770 ¥750 ¥682 89% ¥88
336 Y6191 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 イトリゾール 抗真菌剤 PTP28錠 ¥5,550 ¥4,871 ¥4,428 80% ¥1,122
336 Y6190 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 イトリゾール 抗真菌剤 PTP56錠 ¥5,695 ¥4,995 ¥4,541 80% ¥1,154
336 Y7545 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 セロクラール 脳卒中治療剤 PTP100錠 ¥570 ¥476 ¥433 76% ¥137
336 Y7546 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 セロクラール 脳卒中治療剤 PTP100錠 ¥590 ¥493 ¥448 76% ¥142
336 Y8027 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「YＤ」 ウリトス 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥2,840 ¥1,906 ¥1,733 61% ¥1,107
336 Y8028 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「YＤ」 ウリトス 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥2,840 ¥1,556 ¥1,415 50% ¥1,425
337 Y7448 イルアミクス配合錠ＨＤ「サワイ」 アイミクス 降圧剤 PTP100錠 ¥3,720 ¥3,711 ¥3,374 91% ¥346
337 Y7731 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ニプロ」 アバプロ、イルベタン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,930 ¥1,660 ¥1,509 78% ¥421

2 / 4 ページ



掲載
ページ

商品CD 商品名 他社品 分類 包装単位 新包装薬価
販売価格
（税込）

販売価格
（税抜）

対薬価率 薬価差益

337 Y7730 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ニプロ」 アバプロ、イルベタン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,120 ¥964 ¥876 78% ¥244
337 Y7646 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ウルソ 胆道疾患治療剤 PTP100錠 ¥660 ¥551 ¥501 76% ¥159
337 Y8084 ｴｷｾﾒｽﾀﾝ錠25mg「ﾏｲﾗﾝ」 25mg/錠 PTP 14錠×2『医薬品』 アロマシン 抗悪性腫瘍剤 PTP28錠 ¥4,883 ¥4,800 ¥4,364 89% ¥519
337 Y8029 エゼチミブ錠１０ｍｇ「YＤ」 ゼチーア 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥3,610 ¥3,456 ¥3,142 87% ¥468
337 Y7549 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥590 ¥400 ¥364 62% ¥226
337 Y6118 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥640 ¥410 ¥373 58% ¥267
337 Y7552 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 PTP1000錠 ¥6,400 ¥3,124 ¥2,840 44% ¥3,560
337 Y7553 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 ﾊﾞﾗ500錠 ¥3,200 ¥1,562 ¥1,420 44% ¥1,780
338 Y6119 エチゾラム錠１ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥650 ¥430 ¥391 60% ¥259
338 Y7555 エチゾラム錠１ｍｇ「クニヒロ」 デパス 抗不安剤・睡眠剤 PTP1000錠 ¥6,500 ¥4,000 ¥3,636 56% ¥2,864
338 Y6445 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 レニベース 降圧剤 PTP100錠 ¥1,460 ¥1,460 ¥1,327 91% ¥133
338 Y6443 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 レニベース 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,000 ¥909 90% ¥101
338 Y6444 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 レニベース 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,000 ¥909 90% ¥101
338 Y7258 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「日新」 レニベース 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥710 ¥645 64% ¥365
338 Y7259 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「日新」 レニベース 降圧剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥7,000 ¥6,364 63% ¥3,736
338 Y7261 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「YＤ」 エバステル 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,850 ¥2,452 ¥2,229 78% ¥621
338 Y7263 エバスチン錠１０ｍｇ「YＤ」 エバステル 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,850 ¥2,452 ¥2,229 78% ¥621
338 Y6923 エパルレスタット錠５０ｍｇ「YＤ」 キネダック 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥2,980 ¥1,901 ¥1,728 58% ¥1,252
339 Y7534 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「YＤ」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,410 ¥1,213 ¥1,103 78% ¥307
339 Y7536 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,200 ¥2,175 ¥1,977 90% ¥223
339 Y7532 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,200 ¥2,081 ¥1,892 86% ¥308
339 Y7535 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「YＤ」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,110 ¥1,815 ¥1,650 78% ¥460
339 Y6452 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,770 ¥2,620 ¥2,382 86% ¥388
339 Y7533 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 アレジオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,770 ¥2,620 ¥2,382 86% ¥388
339 Y7370 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ミオナール 筋弛緩剤 PTP100錠 ¥590 ¥406 ¥369 63% ¥221
339 Y8031 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「日医工」 エディロール 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥2,090 ¥1,959 ¥1,781 85% ¥309
339 Y8032 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日医工」 エディロール 骨・カルシウム代謝剤 PTP100カプセル ¥2,960 ¥2,774 ¥2,522 85% ¥438
340 Y7431 エレトリプタン錠２０ｍｇ「YＤ」 レルパックス 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP10錠 ¥2,142 ¥1,843 ¥1,675 78% ¥467
340 Y7430 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日新」 レルパックス 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP10錠（患者さん用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）¥2,142 ¥1,980 ¥1,800 84% ¥342
340 Y6456 エンペラシン配合錠 セレスタミン 副腎皮質ステロイド PTP100錠 ¥570 ¥568 ¥516 91% ¥54
340 Y6457 エンペラシン配合錠 セレスタミン 副腎皮質ステロイド PTP1000錠 ¥5,700 ¥5,700 ¥5,182 91% ¥518
340 Y6084 オキサトミド錠３０ｍｇ「クニヒロ」 セルテクト 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥590 ¥430 ¥391 66% ¥199
340 Y7977 オゼックス錠１５０ 先発品 抗菌剤 PTP100錠 ¥6,480 ¥5,346 ¥4,860 75% ¥1,620
325 Y6306 オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 タリビット 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,950 ¥1,840 ¥1,673 86% ¥277
340 Y6462 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 オメプラール、オメプラゾン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,040 ¥2,035 ¥1,850 91% ¥190
340 Y7611 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 オメプラール、オメプラゾン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,040 ¥1,896 ¥1,724 85% ¥316
340 Y6463 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 オメプラール、オメプラゾン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥3,150 ¥3,143 ¥2,857 91% ¥293
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340 Y7612 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 オメプラール、オメプラゾン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥3,150 ¥2,928 ¥2,662 85% ¥488
341 Y7598 オランザピン錠１０ｍｇ「YＤ」 ジプレキサ 抗精神病剤 PTP100錠 ¥4,970 ¥3,554 ¥3,231 65% ¥1,739
341 Y7596 オランザピン錠２．５ｍｇ「YＤ」 ジプレキサ 抗精神病剤 PTP100錠 ¥1,370 ¥980 ¥891 65% ¥479
341 Y7597 オランザピン錠５ｍｇ「YＤ」 ジプレキサ 抗精神病剤 PTP100錠 ¥2,890 ¥2,010 ¥1,827 63% ¥1,063
325 Y7899 オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ケナログ ⻭科・口腔用剤 5g×1本 ¥320 ¥311 ¥283 89% ¥37
341 Y7170 オルメサルタン錠２０ｍｇ「YＤ」 オルメテック 降圧剤 PTP100錠 ¥1,620 ¥1,150 ¥1,045 65% ¥575
341 Y7242 オルメサルタン錠２０ｍｇ「YＤ」 オルメテック 降圧剤 PTP500錠 ¥8,100 ¥5,450 ¥4,955 61% ¥3,145
341 Y6474 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥992 ¥902 89% ¥108
341 Y7889 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
341 Y6475 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,190 ¥1,164 ¥1,058 89% ¥132
341 Y6072 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥680 ¥618 61% ¥392
342 Y6471 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,008 ¥916 91% ¥94
342 Y7272 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「YＤ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,060 ¥912 ¥829 78% ¥231
342 Y6073 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥790 ¥718 71% ¥292
342 Y7377 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP500錠 ¥5,050 ¥3,670 ¥3,336 66% ¥1,714
342 Y6472 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,190 ¥1,187 ¥1,079 91% ¥111
342 Y6186 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,190 ¥1,165 ¥1,059 89% ¥131
342 Y7530 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 アレロック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,060 ¥1,003 ¥912 86% ¥148
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