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346 Y8085 ザガーロカプセル０．１ｍｇ 先発品 皮膚科用剤 PTP30カプセル ─ ¥9,280 ¥8,436 ─ ─
346 Y8086 ザガーロカプセル０．５ｍｇ 先発品 皮膚科用剤 PTP30カプセル ─ ¥9,280 ¥8,436 ─ ─

WEB限定 Y8301 サクコルチン配合錠 セレスタミン 副腎皮質ステロイド PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
WEB限定 Y8313 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「Ｓｔ」 フランドル 狭心症治療剤 PTP100カプセル ¥590 ¥503 ¥457 77% ¥133
WEB限定 Y8302 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 アザルフィジンＥＮ 抗リウマチ剤 PTP100錠 ¥1,250 ¥1,117 ¥1,015 81% ¥235
WEB限定 Y8303 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」 アザルフィジンＥＮ 抗リウマチ剤 PTP100錠 ¥1,920 ¥1,715 ¥1,559 81% ¥361

346 Y6535 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「サワイ」 ソレトン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,008 ¥916 91% ¥94
346 Y7870 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 ベネトリン 気管支拡張剤 PTP100錠 ¥550 ¥450 ¥409 74% ¥141

WEB限定 Y8186 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 アンプラーグ 抗血栓剤 PTP100錠 ¥4,670 ¥4,017 ¥3,652 78% ¥1,018
346 Y7742 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ニプロ」 ディナゲスト 女性ホルモン製剤 子宮用剤 PTP100錠 ¥10,560 ¥8,282 ¥7,529 71% ¥3,031

WEB限定 Y8304 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 ネオーラル 免疫抑制剤 PTP100カプセル ¥3,130 ¥2,955 ¥2,686 86% ¥444
346 Y6538 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＴＣ」 ネオーラル 免疫抑制剤 PTP100カプセル ¥6,350 ¥6,350 ¥5,773 91% ¥577

WEB限定 Y8511 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ボルタレン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥570 ¥462 ¥420 74% ¥150
346 Y7147 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「YＤ」 ボルタレン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥570 ¥491 ¥446 78% ¥124
347 Y7148 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「YＤ」 ボルタレン 鎮痛剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥4,765 ¥4,332 76% ¥1,368

WEB限定 Y8305 ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコク」 ボルタレン 鎮痛剤 25g×10本 ¥1,050 ¥922 ¥838 80% ¥212
WEB限定 Y8306 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイコク」 ボルタレン・ナボール 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥777 ¥662 ¥602 77% ¥175

326 Y7824 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＮＰ」 ボルタレン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,120 ¥1,018 85% ¥179
WEB限定 Y8307 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイコク」 ボルタレン・ナボール 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,021 ¥928 78% ¥269

347 Y6231 ジスロマック錠２５０ｍｇ 先発品 抗菌剤 PTP60錠（患者様用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ¥12,996 ¥12,600 ¥11,455 88% ¥1,541
347 Y7290 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 ペルサンチン 抗血栓剤 PTP100錠 ¥580 ¥410 ¥373 64% ¥207

WEB限定 Y8308 ジベトス錠５０ｍｇ 先発品なし・斜線 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥980 ¥836 ¥760 78% ¥220
WEB限定 Y8309 シマロンクリーム０．０５％ トプシム 皮膚科用剤 10g×10本 ¥1,410 ¥1,237 ¥1,125 80% ¥285
WEB限定 Y8310 シマロンゲル０．０５％ トプシム 皮膚科用剤 10g×10本 ¥1,410 ¥1,237 ¥1,125 80% ¥285
WEB限定 Y8311 シマロン軟膏０．０５％ トプシム 皮膚科用剤 5g×10本 ¥705 ¥619 ¥563 80% ¥142

347 Y6081 シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 タガメット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥570 ¥350 ¥318 56% ¥252
347 Y7378 シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 タガメット 消化性潰瘍治療剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥3,260 ¥2,964 52% ¥2,736

WEB限定 Y8312 シメチジン錠４００ｍｇ「日医工」 タガメット 上部消化管疾患治療剤(消化性潰瘍治療剤等) PTP100錠 ¥590 ¥503 ¥457 77% ¥133
WEB限定 Y8532 ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アストミン 鎮咳剤・去痰剤・呼吸障害改善剤 PTP100錠 ¥570 ¥516 ¥469 82% ¥101
WEB限定 Y7471 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 ヘルベッサー 降圧剤 PTP100カプセル ¥1,010 ¥916 ¥833 82% ¥177
WEB限定 Y8315 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００ｍｇ「日医工」 ヘルベッサー 降圧剤 PTP100カプセル ¥2,080 ¥1,888 ¥1,716 83% ¥364

347 Y6125 シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「ＤＫ」 バイアグラ 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥7,480 ¥6,800 ─ ─
347 Y7292 シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「YＤ」 バイアグラ 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥6,260 ¥5,691 ─ ─
347 Y6550 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 アテレック 降圧剤 PTP100錠 ¥2,110 ¥2,105 ¥1,914 91% ¥196
347 Y6549 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 アテレック 降圧剤 PTP100錠 ¥1,140 ¥1,137 ¥1,034 91% ¥106

WEB限定 Y8146 ジルムロ配合錠ＨＤ「ＹＤ」 ザクラス 降圧剤 PTP100錠 ¥5,550 ¥3,180 ¥2,891 52% ¥2,659
WEB限定 Y8145 ジルムロ配合錠ＬＤ「ＹＤ」 ザクラス 降圧剤 PTP100錠 ¥5,550 ¥3,180 ¥2,891 52% ¥2,659
WEB限定 Y8547 ジルムロ配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 ザクラス 降圧剤 PTP100錠 ¥5,550 ¥3,574 ¥3,249 59% ¥2,301
WEB限定 Y8546 ジルムロ配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 ザクラス 降圧剤 PTP100錠 ¥5,550 ¥3,574 ¥3,249 59% ¥2,301

347 Y6556 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 プレタール 抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,980 ¥1,873 ¥1,703 86% ¥277
WEB限定 Y8316 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 プレタール 抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,980 ¥1,703 ¥1,548 78% ¥432

348 Y6552 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 プレタール 抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,050 ¥1,047 ¥952 91% ¥98
348 Y7685 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 ユリーフ 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥861 ¥783 78% ¥227
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WEB限定 Y8317 シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 ユリーフ 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥2,030 ¥1,697 ¥1,543 76% ¥487
348 Y7692 シロドシン錠４ｍｇ「YＤ」 ユリーフ 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥1,460 ¥996 ¥905 62% ¥555
348 Y7683 シロドシン錠４ｍｇ「日医工」 ユリーフ 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥1,460 ¥1,406 ¥1,278 88% ¥182
348 Y7293 シンバスタチン錠５ｍｇ「YＤ」 リポバス 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,550 ¥1,739 ¥1,581 62% ¥969

WEB限定 Y8482 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 アルダクトンA 降圧剤 PTP100錠 ¥570 ¥474 ¥431 76% ¥139
348 Y7366 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 アルダクトン 降圧剤 PTP100錠 ¥570 ¥390 ¥355 62% ¥215

WEB限定 Y8524 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 イミグラン 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP12錠 ¥2,446 ¥2,384 ¥2,167 89% ¥279
348 Y7436 スマトリプタン錠５０ｍｇ「YＤ」 イミグラン 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP12錠 ¥2,446 ¥2,206 ¥2,005 82% ¥441
348 Y7600 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 ドグマチール、アビリット 抗精神病剤 PTP100錠 ¥640 ¥620 ¥564 88% ¥76
348 Y7297 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮＰ」 ジルテック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,770 ¥2,119 ¥1,926 70% ¥844

WEB限定 Y8321 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ジルテック アレルギー疾患治療剤 PTP100錠 ¥1,300 ¥1,119 ¥1,017 78% ¥283
349 Y6067 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ジルテック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,300 ¥998 ¥907 70% ¥393
349 Y7529 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ジルテック 抗アレルギー剤 PTP500錠 ¥6,500 ¥3,935 ¥3,577 55% ¥2,923
349 Y6066 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 ジルテック 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,020 ¥853 ¥775 76% ¥245
349 Y7528 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 ジルテック 抗アレルギー剤 PTP500錠 ¥5,100 ¥3,645 ¥3,314 65% ¥1,786
349 Y6573 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 フロモックス 抗菌剤 PTP100錠 ¥2,530 ¥2,525 ¥2,295 91% ¥235
349 Y7635 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 フロモックス 抗菌剤 PTP100錠 ¥2,530 ¥2,414 ¥2,195 87% ¥335
349 Y7636 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 フロモックス 抗菌剤 PTP500錠 ¥12,650 ¥12,071 ¥10,974 87% ¥1,676
349 Y6319 セフジニルカプセル１００ｍｇ「YＤ」 セフゾン 抗菌剤 PTP100カプセル ¥3,000 ¥3,000 ¥2,727 91% ¥273

WEB限定 Y8187 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 ジェイゾロフト 抗うつ剤 PTP100錠 ¥7,690 ¥7,597 ¥6,906 90% ¥784
WEB限定 Y8527 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ジェイゾロフト 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥1,310 ¥1,277 ¥1,161 89% ¥149

349 Y7588 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 ジェイゾロフト 抗うつ剤 PTP100錠 ¥1,310 ¥1,240 ¥1,127 86% ¥183
WEB限定 Y8322 セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ジェイゾロフト 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥1,310 ¥1,126 ¥1,024 78% ¥286
WEB限定 Y8528 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ジェイゾロフト 抗精神病剤・抗うつ剤 PTP100錠 ¥2,320 ¥2,262 ¥2,056 89% ¥264

349 Y8039 セレコキシブ錠１００ｍｇ「日医工」 セレコックス 鎮痛剤 PTP100錠 ¥1,160 ¥1,078 ¥980 84% ¥180
WEB限定 Y8323 セロクラール錠１０ｍｇ 先発品 脳卒中治療剤 PTP100錠 ¥870 ¥780 ¥709 81% ¥161
WEB限定 Y8324 セロクラール錠２０ｍｇ 先発品 脳卒中治療剤 PTP100錠 ¥1,130 ¥1,013 ¥921 82% ¥209
WEB限定 Y8495 センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 プルゼニド 下部消化管疾患治療剤(下剤など) PTP100錠 ¥510 ¥380 ¥345 68% ¥165

350 Y6069 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 プルゼニド 下剤 PTP100錠 ¥510 ¥300 ¥273 54% ¥237
350 Y7409 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 プルゼニド 下剤 PTP1000錠 ¥5,100 ¥2,830 ¥2,573 50% ¥2,527
350 Y7627 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 プルゼニド 下剤 ﾊﾞﾗ1000錠 ¥5,100 ¥2,830 ¥2,573 50% ¥2,527
350 Y7960 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 プルゼニド 下剤 PTP100錠 ¥510 ¥448 ¥407 80% ¥103

WEB限定 Y8147 ソリフェナシンコハク酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ベシケア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥3,820 ¥2,180 ¥1,982 52% ¥1,838
WEB限定 Y8148 ソリフェナシンコハク酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 ベシケア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥6,470 ¥3,580 ¥3,255 50% ¥3,215
WEB限定 Y8548 ソリフェナシンコハク酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ベシケア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥3,820 ¥2,509 ¥2,281 60% ¥1,539
WEB限定 Y8549 ソリフェナシンコハク酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ベシケア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥6,470 ¥4,226 ¥3,842 59% ¥2,628
WEB限定 Y8540 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,600 ¥1,511 ¥1,374 86% ¥226

350 Y6060 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥980 ¥891 70% ¥389
350 Y7571 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP1000錠 ¥12,800 ¥9,699 ¥8,817 69% ¥3,983

WEB限定 Y8326 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,124 ¥1,022 80% ¥258
WEB限定 Y8539 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥954 ¥867 86% ¥143

350 Y6059 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥776 ¥705 70% ¥305
350 Y7570 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥7,740 ¥7,036 70% ¥3,064
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WEB限定 Y8325 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥887 ¥806 80% ¥204
350 Y7917 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 マイスリー 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242

WEB限定 Y8327 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ゾーミック 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP12錠 ¥2,584 ¥2,401 ¥2,183 84% ¥401
350 Y6897 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 ゾーミック 片頭痛・慢性頭痛治療剤 PTP10錠 ¥2,153 ¥2,048 ¥1,862 86% ¥291
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