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342 Y6179 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 ユニシア 降圧剤 PTP100錠 ¥3,410 ¥3,113 ¥2,830 83% ¥580
342 Y7645 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 フオイパン 膵疾患治療剤 PTP100錠 ¥810 ¥735 ¥668 82% ¥142
342 Y8035 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「YＤ」 レミニール 抗認知症剤 PTP56錠 ¥3,102 ¥2,219 ¥2,017 65% ¥1,085
343 Y7491 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 カルナクリン、サークレチン 血管拡張剤 PTP100錠 ¥590 ¥480 ¥436 74% ¥154
343 Y8073 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「YＤ」 アドナ 止血剤 PTP100錠 ¥590 ¥532 ¥484 82% ¥106
343 Y6484 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 アーチスト 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,008 ¥916 91% ¥94

WEB限定 Y8478 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アーチスト 降圧剤 PTP100錠 ¥1,400 ¥1,291 ¥1,174 84% ¥226
WEB限定 Y8183 カルベジロール錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アーチスト 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥935 ¥850 84% ¥160

343 Y6485 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 アーチスト 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,008 ¥916 91% ¥94
WEB限定 Y8534 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ムコダイン 鎮咳剤・去痰剤・呼吸障害改善剤PTP100錠 ¥570 ¥518 ¥471 83% ¥99
WEB限定 Y8535 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 ムコダイン 鎮咳剤・去痰剤・呼吸障害改善剤PTP100錠 ¥690 ¥673 ¥612 89% ¥78

343 Y7543 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 ムコダイン 鎮咳剤 去痰剤 PTP100錠 ¥790 ¥789 ¥717 91% ¥73
WEB限定 Y8479 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,160 ¥1,074 ¥976 84% ¥184

343 Y6497 カンデサルタン錠２ｍｇ「サワイ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥930 ¥845 84% ¥165
WEB限定 Y8480 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥935 ¥850 84% ¥160

343 Y6498 カンデサルタン錠４ｍｇ「サワイ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
343 Y6095 カンデサルタン錠４ｍｇ「サンド」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥887 ¥806 80% ¥204
343 Y7738 カンデサルタン錠４ｍｇ「ニプロ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242
343 Y6893 カンデサルタン錠４ｍｇ「日新」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥960 ¥873 86% ¥137
344 Y7153 カンデサルタン錠４ｍｇ「日新」 ブロプレス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,414 ¥1,242 ¥1,129 80% ¥285

WEB限定 Y8481 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,700 ¥1,581 ¥1,437 85% ¥263
344 Y6096 カンデサルタン錠８ｍｇ「サンド」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,700 ¥1,492 ¥1,356 80% ¥344
344 Y7739 カンデサルタン錠８ｍｇ「ニプロ」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,700 ¥1,421 ¥1,292 76% ¥408
344 Y6894 カンデサルタン錠８ｍｇ「日新」 ブロプレス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,700 ¥1,618 ¥1,471 87% ¥229

WEB限定 Y8284 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 ドラール 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥2,930 ¥2,450 ¥2,227 76% ¥703
WEB限定 Y8285 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 ドラール 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥3,820 ¥3,349 ¥3,045 80% ¥775
WEB限定 Y8286 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ドラール 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥3,630 ¥3,035 ¥2,759 76% ¥871
WEB限定 Y8287 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 ドラール 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥4,530 ¥3,971 ¥3,610 80% ¥920
WEB限定 Y8289 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 セロクエル 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥3,170 ¥2,999 ¥2,726 86% ¥444
WEB限定 Y8290 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 セロクエル 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥2,470 ¥2,336 ¥2,124 86% ¥346
WEB限定 Y8291 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 セロクエル 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥5,920 ¥5,600 ¥5,091 86% ¥829
WEB限定 Y8292 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 セロクエル 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥4,190 ¥3,963 ¥3,603 86% ¥587
WEB限定 Y8288 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 セロクエル 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141

344 Y6509 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 フェロミア 造血剤 PTP100錠 ¥570 ¥569 ¥517 91% ¥53
WEB限定 Y8293 グラマリール錠２５ｍｇ 先発品 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥1,710 ¥1,533 ¥1,394 82% ¥316
WEB限定 Y8294 グラマリール錠５０ｍｇ 先発品 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥2,170 ¥1,946 ¥1,769 82% ¥401

344 Y7280 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 クラリス、クラリシッド 抗菌剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,100 ¥1,909 83% ¥401
344 Y7281 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 クラリス、クラリシッド 抗菌剤 PTP500錠 ¥11,550 ¥10,500 ¥9,545 83% ¥2,005
344 Y6133 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリス、クラリシッド 抗菌剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,186 ¥1,987 86% ¥323
344 Y7632 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 クラリス、クラリシッド 抗菌剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,186 ¥1,987 86% ¥323
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344 Y6512 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「サワイ」 クラリス、クラリシッド 抗菌剤 PTP100錠 ¥1,570 ¥1,485 ¥1,350 86% ¥220
WEB限定 Y8295 クラリス錠２００ 先発品 抗菌剤 PTP100錠 ¥5,630 ¥5,575 ¥5,068 90% ¥562
WEB限定 Y8296 クリノリル錠５０ 先発品 鎮痛剤 PTP100錠 ¥960 ¥861 ¥783 82% ¥177

345 Y7869 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 オイグルコン 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
WEB限定 Y8184 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アマリール 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥980 ¥835 ¥759 77% ¥221
WEB限定 Y8185 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 アマリール 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥810 ¥736 73% ¥274

345 Y6185 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 アマリール 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥869 ¥790 78% ¥220
WEB限定 Y8297 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 リーゼ 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥830 ¥694 ¥631 76% ¥199

345 Y7560 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 リーゼ 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥570 ¥476 ¥433 76% ¥137
WEB限定 Y8298 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥2,091 ¥1,901 86% ¥309
WEB限定 Y8502 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥1,665 ¥1,514 69% ¥696

345 Y7712 クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒロ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,200 ¥1,003 ¥912 76% ¥288
345 Y7964 クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒロ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP140錠 ¥1,680 ¥1,323 ¥1,203 72% ¥477
345 Y6981 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サンド」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥1,823 ¥1,657 75% ¥553
345 Y6895 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,200 ¥1,197 ¥1,088 91% ¥112

WEB限定 Y8299 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥5,230 ¥4,948 ¥4,498 86% ¥732
345 Y7713 クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒロ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥3,030 ¥2,533 ¥2,303 76% ¥727
345 Y7965 クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒロ」 プラビックス 抗血栓剤 PTP140錠 ¥4,242 ¥3,546 ¥3,224 76% ¥1,018
345 Y6172 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サンド」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥5,230 ¥4,315 ¥3,923 75% ¥1,307
346 Y6896 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 プラビックス 抗血栓剤 PTP100錠 ¥3,030 ¥3,023 ¥2,748 91% ¥282
325 Y6310 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「日新」 インタール 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,729 ¥1,725 ¥1,568 91% ¥161
325 Y7902 ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 ニゾラール 抗真菌剤 10g×10本 ¥1,710 ¥1,710 ¥1,555 91% ¥155
346 Y6533 ケトチフェンカプセル１ｍｇ「サワイ」 ザジテン 抗アレルギー剤 PTP100カプセル ¥590 ¥590 ¥536 91% ¥54

WEB限定 Y8300 ケトチフェンカプセル１ｍｇ「日医工」 ザジテン アレルギー疾患治療剤 PTP100カプセル ¥590 ¥503 ¥457 77% ¥133
325 Y7968 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 ザジテン 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥2,201 ¥2,023 ¥1,839 84% ¥362
325 Y6311 ケトチフェン点眼液０．０５％「日新」 ザジテン 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,374 ¥1,371 ¥1,246 91% ¥128
325 Y7986 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 モーラス 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥861 ¥755 ¥686 80% ¥175
325 Y7987 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 モーラス 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,049 ¥954 80% ¥243
346 Y6237 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 先発品 抗菌剤 PTP100カプセル ¥5,470 ¥5,280 ¥4,800 88% ¥670
325 Y7827 ゲンタシン軟膏０．１％ 先発品 抗菌剤 10g×10本 ¥1,100 ¥1,088 ¥989 90% ¥111
326 Y7900 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 ゲンタシン 抗菌剤 10g×10本 ¥640 ¥640 ¥582 91% ¥58

2 / 2 ページ


