
平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局八代店 日興製薬 0.05W/V%マスキン水 2619702Q6045 調剤用
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 0.05W/V%マスキン水 2619702Q6045 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 東豊薬品 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M2021 調剤用
平成調剤薬局川部店 東豊薬品 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M2021 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 東豊薬品 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M2021 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 東豊薬品 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M2021 調剤用
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 25mcgチロナミン錠 2431003F2031 バラ
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 3122007F2039 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 2mgセルシン錠 1124017F2135 PTP
平成調剤薬局茜部店 東豊薬品 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M1025 調剤用
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ 5%ヒビテン液 2619702Q3135 調剤用
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 50mgアリナミンF糖衣錠 3122007F3027 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 50mgアリナミンF糖衣錠 3122007F3027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 50mgアリナミンF糖衣錠 3122007F3027 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 50mgアリナミンF糖衣錠 3122007F3027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 50mgアリナミンF糖衣錠 3122007F3027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 5mcgチロナミン錠 2431003F1035 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 5mcgチロナミン錠 2431003F1035 バラ
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 5mgアリナミンF糖衣錠 3122007F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 5mgコントール錠 1124028F1030 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 5mgセルシン錠 1124017F4049 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 5mgセルシン錠 1124017F4049 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 5mgセルシン錠 1124017F4049 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 5mgセルシン錠 1124017F4049 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ AZ含嗽用配合細粒「NP」 2260702F1063 分包
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 2260702F1071 分包
平成調剤薬局加納店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局日野店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局笠松店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局金町店 ゼリア新薬工業 AZ点眼液0.02% 1319703Q2124 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 7990001S3054 調剤用
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ EPLカプセル250mg 2189006M1058 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ EPLカプセル250mg 2189006M1058 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ EPLカプセル250mg 2189006M1058 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ EPLカプセル250mg 2189006M1058 PTP
平成調剤薬局川部店 参天製薬 FAD点眼液0.05%「サンテン」 1319714Q3099 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 FAD点眼液0.05%「サンテン」 1319714Q3099 包装小
平成調剤薬局金町店 わかもと製薬 FAD腸溶錠5mg「わかもと」 3131001F1220 PTP
平成調剤薬局加納店 鶴原製薬 FAD錠10mg「ツルハラ」 3131001F2197 PTP
平成調剤薬局福光店 ジェーピーエス製薬 JPS⻨門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 5200119D1021 分包
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 KN3号輸液 3319513A3064
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 3214001F1047 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 3214001F1047 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 3214001F1063 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 3214001F1063 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 3229005F1102 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 3229005F1102 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 3229005F1102 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 3229005F1102 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 L-ケフレックス顆粒 6132002E2030 SP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 L-ケフレックス顆粒 6132002E2030 SP
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平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 L-ケフレックス顆粒 6132002E2030 SP
平成調剤薬局東⻑良店 岡山大鵬薬品 MS冷シップ「タイホウ」 2649895S1028 包装小
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局加納店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局川部店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局本店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局笠松店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局茜部店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 2649843S1039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 タカミツ MS温シップ「タカミツ」 2649843S1055 包装小
平成調剤薬局福光店 タカミツ MS温シップ「タカミツ」 2649843S1055 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ PL配合顆粒 1180107D1131 SP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ SG配合顆粒 1149116D1033 SP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局鏡島店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ SPトローチ0.25mg「明治」 2399710E1046 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 バラ
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 バラ
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 分包
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平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ S・M配合散 2339177B1038 バラ
平成調剤薬局川部店 コーアイセイ YM散「イセイ」 2339193B1029 バラ
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 4419002G1120 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 4419002G1120 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 4419002G1120 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 4419002F1043 PTP
平成調剤薬局加納店 マイラン製薬 l-メントール「ホエイ」 7149004X1117 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 マイラン製薬 l-メントール「ホエイ」 7149004X1117 バラ
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 l-メントール「ホエイ」 7149004X1117 バラ
平成調剤薬局鏡島店 マイラン製薬 l-メントール「ホエイ」 7149004X1117 バラ
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 l-メントール「ホエイ」 7149004X1117 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 東洋薬行 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 5200031C1029 分包
平成調剤薬局川部店 東洋薬行 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 5200031C1029 分包
平成調剤薬局本店 東洋薬行 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 5200031C1029 分包
平成調剤薬局福光店 東洋薬行 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 5200031C1029 分包
平成調剤薬局茜部店 東洋薬行 〔東洋〕桂枝加⻩耆湯エキス細粒 5200029C1021 分包
平成調剤薬局川部店 富士フイルム富山化学 つくしA・M配合散 2339266B1020 分包
平成調剤薬局茜部店 富士フイルム富山化学 つくしA・M配合散 2339266B1020 分包
平成調剤薬局金町店 富士フイルム富山化学 つくしA・M配合散 2339266B1020 分包
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー アイトロール錠10mg 2171023F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー アイトロール錠20mg 2171023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 アイドロイチン1%点眼液 1319709Q3020 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 アイドロイチン1%点眼液 1319709Q3020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大鵬薬品工業 アイピーディカプセル100 4490016M2020 PTP
平成調剤薬局福光店 大鵬薬品工業 アイピーディカプセル100 4490016M2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 大鵬薬品工業 アイピーディカプセル100 4490016M2020 PTP
平成調剤薬局金町店 大鵬薬品工業 アイピーディカプセル100 4490016M2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大鵬薬品工業 アイピーディカプセル100 4490016M2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局川部店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 アイファガン点眼液0.1% 1319761Q1023 包装小
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アイミクス配合錠HD 2149118F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アイミクス配合錠HD 2149118F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アイミクス配合錠HD 2149118F2026 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アイミクス配合錠HD 2149118F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アイミクス配合錠HD 2149118F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アイミクス配合錠LD 2149118F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 千寿製薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 1319825Q1025 包装小
平成調剤薬局川部店 千寿製薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 1319825Q1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 千寿製薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 1319825Q1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 1319825Q1025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 1319825Q1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ アカルボースOD錠100mg「テバ」 3969003F4068 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ アカルボースOD錠50mg「テバ」 3969003F3061 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アカルボース錠100mg「サワイ」 3969003F2090 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ アカルボース錠100mg「テバ」 3969003F2138 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 アカルボース錠50mg「YD」 3969003F1077 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ アキネトン細粒1% 1162001C1043 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アキネトン細粒1% 1162001C1043 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アキネトン錠1mg 1162001F1066 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ アキネトン錠1mg 1162001F1066 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ アキネトン錠1mg 1162001F1066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アキネトン錠1mg 1162001F1066 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
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平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 アクアチムクリーム1% 2639700N1032 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 アクアチムローション1% 2639700Q1055 包装小
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 アクアチム軟膏1% 2639700M1029 包装小
平成調剤薬局茜部店 中外製薬 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 6399421G2029
平成調剤薬局鏡島店 中外製薬 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 6399421G2029
平成調剤薬局八代店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局加納店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局川部店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局本店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロファーマ アクトシン軟膏3% 2699703M1039 包装小
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 アクトス錠15 3969007F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 アクトス錠15 3969007F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 アクトス錠15 3969007F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 アクトス錠15 3969007F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 アクトス錠15 3969007F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 アクトス錠30 3969007F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ アクロマイシン末 2634703X1022 バラ
平成調剤薬局八代店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局日野店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局福光店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ アクロマイシン軟膏3% 2634704M1047 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三和生薬 アコニンサン錠 5900001F1022 分包
平成調剤薬局加納店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局本店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ゼリア新薬工業 アコファイド錠100mg 2399015F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ゼリア新薬工業 アサコール錠400mg 2399009F3028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 アサコール錠400mg 2399009F3028 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 アザニン錠50mg 3999005F1040 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 アザニン錠50mg 3999005F1040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 アザニン錠50mg 3999005F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 アザニン錠50mg 3999005F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 アザニン錠50mg 3999005F1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠250mg 6219001H2036 PTP
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠250mg 6219001H2036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠500mg 6219001H1056 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠500mg 6219001H1056 PTP
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠500mg 6219001H1056 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 アザルフィジンEN錠500mg 6219001H1056 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」 1319719M1062 包装小
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アシクロビル錠200mg「サワイ」 6250002F1238 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイラン製薬 アシクロビル錠200mg「ファイザー」 6250002F1289 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 アシクロビル顆粒40%「タカタ」 6250002D1202 SP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アシクロビル顆粒40%「トーワ」 6250002D1199 分包
平成調剤薬局加納店 ゼリア新薬工業 アシノン錠150mg 2325005F1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ゼリア新薬工業 アシノン錠150mg 2325005F1031 PTP
平成調剤薬局川部店 ゼリア新薬工業 アシノン錠150mg 2325005F1031 PTP
平成調剤薬局川部店 ゼリア新薬工業 アシノン錠75mg 2325005F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 アシノン錠75mg 2325005F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 6149004C1080 バラ
平成調剤薬局八代店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局加納店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局川部店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局日野店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局本店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局福光店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局笠松店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局茜部店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局金町店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局鏡島店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 全星薬品工業 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 6149004F1036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 6149004F1125 PTP
平成調剤薬局本店 興和 アジャストAコーワ錠40mg 2354002F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 アジャストAコーワ錠40mg 2354002F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠10mg 2149048F3025 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠20mg 2149048F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 アジルバ錠40mg 2149048F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 アジレクト錠0.5mg 1169017F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 アジレクト錠1mg 1169017F2021 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 アジレクト錠1mg 1169017F2021 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ アスタットクリーム1% 2655710N1030 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ アスタットクリーム1% 2655710N1030 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 マルホ アスタットクリーム1% 2655710N1030 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ アスタット外用液1% 2655710Q1036 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ アスタット外用液1% 2655710Q1036 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ アスタット外用液1% 2655710Q1036 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ アスタット軟膏1% 2655710M1034 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ アスタット軟膏1% 2655710M1034 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ アスタット軟膏1% 2655710M1034 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ アスタット軟膏1% 2655710M1034 包装小
平成調剤薬局福光店 オーファンパシフィック アストミン散10% 2229001B1051 バラ
平成調剤薬局八代店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局加納店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局川部店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局日野店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局本店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局福光店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局笠松店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局茜部店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局金町店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局鏡島店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オーファンパシフィック アストミン錠10mg 2229001F1053 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ アスパラ-CA錠200 3214001F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスパラカリウム散50% 3229005B1038 バラ
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスパラカリウム錠300mg 3229005F1080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 丸石製薬 アスピリン原末「マルイシ」 1143001X1236 バラ
平成調剤薬局岐大前店 丸石製薬 アスピリン原末「マルイシ」 1143001X1236 バラ
平成調剤薬局市役所前店 丸石製薬 アスピリン原末「マルイシ」 1143001X1236 バラ
平成調剤薬局本店 中北薬品 アスファネート配合錠A81 3399100F1086 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中北薬品 アスファネート配合錠A81 3399100F1086 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ アスベリンシロップ0.5% 2249003Q1048 調剤用
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスベリンシロップ0.5% 2249003Q1048 調剤用
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスベリンシロップ0.5% 2249003Q1048 調剤用
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ アスベリンシロップ0.5% 2249003Q1048 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスベリンシロップ0.5% 2249003Q1048 調剤用
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスベリンドライシロップ2% 2249003R1043 バラ
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ アスベリンドライシロップ2% 2249003R1043 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスベリンドライシロップ2% 2249003R1043 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ アスベリンドライシロップ2% 2249003R1043 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスベリンドライシロップ2% 2249003R1043 バラ
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
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平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスベリン散10% 2249003B1037 バラ
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アスベリン錠10 2249003F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ アスベリン錠20 2249003F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 アスペノンカプセル10 2129004M1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 アスペノンカプセル20 2129004M2022 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 アズノールST錠口腔用5mg 2399713E1066 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 アズノールST錠口腔用5mg 2399713E1066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 アズノールST錠口腔用5mg 2399713E1066 PTP
平成調剤薬局八代店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局八代店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局川部店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局本店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局福光店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局金町店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ロートニッテン アズノールうがい液4% 2260700F1021 包装小
平成調剤薬局八代店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局加納店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局川部店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局日野店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局本店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局福光店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局金町店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 アズノール軟膏0.033% 2649716M1042 包装小
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 2290703G1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 アズレンうがい液4%「TYK」 2260700F1129 包装小
平成調剤薬局加納店 日東メディック アズレンうがい液4%「ニットー」 2260700F1153 包装小
平成調剤薬局日野店 日東メディック アズレンうがい液4%「ニットー」 2260700F1153 包装小
平成調剤薬局金町店 日東メディック アズレンうがい液4%「ニットー」 2260700F1153 包装小
平成調剤薬局八代店 皇漢堂製薬 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」 2329122D1465 分包
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 2260700B1119 分包
平成調剤薬局金町店 東和薬品 アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 2260700B1119 分包
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
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平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局茜部店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局金町店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 アセトアミノフェンDS40%「三和」 1141007R2031 バラ
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 アセトアミノフェン「ファイザー」原末 1141001X1126 バラ
平成調剤薬局加納店 吉田製薬 アセトアミノフェン「ヨシダ」 1141001X1045 バラ
平成調剤薬局鏡島店 吉田製薬 アセトアミノフェン「ヨシダ」 1141001X1045 バラ
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」 1141700J2165 包装小
平成調剤薬局福光店 ⻑生堂製薬 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 1141700J3153 包装小
平成調剤薬局川部店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 1141007F1195 PTP
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 1141007F1195 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 1141007F1195 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 1141007F1209 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 1141007F1209 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 1141007F1209 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 1141007F1209 PTP
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 1141007F1209 PTP
平成調剤薬局加納店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局川部店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局本店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局鏡島店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 1141007F2051 PTP
平成調剤薬局川部店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 1141007F3031 PTP
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 1141007F3031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ アゼプチン錠1mg 4490004F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ アゼプチン錠1mg 4490004F2028 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 4490004F2303 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 4490004F2346 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 2149043F2123 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 2149043F1127 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アゾセミド錠30mg「DSEP」 2139008F2052 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ アゾセミド錠30mg「DSEP」 2139008F2052 PTP
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局加納店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局日野店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局本店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局福光店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠30mg「JG」 2139008F2044 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アゾセミド錠60mg「DSEP」 2139008F1072 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ アゾセミド錠60mg「DSEP」 2139008F1072 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ アゾセミド錠60mg「DSEP」 2139008F1072 PTP
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局本店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⻑生堂製薬 アゾセミド錠60mg「JG」 2139008F1064 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027 包装小
平成調剤薬局加納店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー アタラックス-Pカプセル25mg 1179019M1046 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー アタラックス錠10mg 1179005F1053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アタラックス錠25mg 1179005F2025 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー アタラックス錠25mg 1179005F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アタラックス錠25mg 1179005F2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー アタラックス錠25mg 1179005F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 2699711Q1094 包装小
平成調剤薬局鏡島店 バイエル薬品 アダプチノール錠5mg 1319004F1035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 アダラートCR錠10mg 2171014G3022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 アダラートCR錠10mg 2171014G3022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 アダラートCR錠10mg 2171014G3022 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 アダラートCR錠20mg 2171014G4029 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 アダラートCR錠40mg 2171014G5025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 アダラートCR錠40mg 2171014G5025 PTP
平成調剤薬局日野店 バイエル薬品 アダラートCR錠40mg 2171014G5025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 アダラートCR錠40mg 2171014G5025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ アテキュラ吸入用カプセル高用量 2290806G3024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ アテディオ配合錠 2149120F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 EAファーマ アテディオ配合錠 2149120F1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 EAファーマ アテディオ配合錠 2149120F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アテノロール錠25mg「トーワ」 2123011F1325 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アテノロール錠25mg「トーワ」 2123011F1325 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アテノロール錠25mg「トーワ」 2123011F1325 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 アテノロール錠50mg「JG」 2123011F2607 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アテノロール錠50mg「サワイ」 2123011F2542 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アテノロール錠50mg「トーワ」 2123011F2585 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アテノロール錠50mg「トーワ」 2123011F2585 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 アテノロール錠50mg「トーワ」 2123011F2585 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アテノロール錠50mg「トーワ」 2123011F2585 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アテノロール錠50mg「トーワ」 2123011F2585 PTP
平成調剤薬局岐大前店 EAファーマ アテレック錠10 2149037F2039 PTP
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ アテレック錠10 2149037F2039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ アテレック錠10 2149037F2039 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ アテレック錠20 2149037F3027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ アテレック錠20 2149037F3027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ アテレック錠5 2149037F1032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ アテレック錠5 2149037F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ アテレック錠5 2149037F1032 PTP
平成調剤薬局福光店 バイエル薬品 アデスタン腟錠300mg 2529708J2058 PTP
平成調剤薬局八代店 興和 アデホスコーワ腸溶錠20 3992001F1084 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 アデホスコーワ腸溶錠20 3992001F1084 PTP
平成調剤薬局日野店 興和 アデホスコーワ腸溶錠20 3992001F1084 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 アデホスコーワ腸溶錠20 3992001F1084 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局日野店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局笠松店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 興和 アデホスコーワ腸溶錠60 3992001F3028 PTP
平成調剤薬局八代店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局加納店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局太郎丸店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 バラ
平成調剤薬局岐大前店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局川部店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 バラ
平成調剤薬局市役所前店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局日野店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局本店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局東⻑良店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局福光店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 バラ
平成調剤薬局笠松店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 バラ
平成調剤薬局茜部店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 バラ
平成調剤薬局金町店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局鏡島店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局⻑良店 興和 アデホスコーワ顆粒10% 3992001D1059 分包
平成調剤薬局日野店 ニプロ アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 1179050S1049 調剤用
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アトモキセチン錠25mg「トーワ」 1179050F3043 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アトモキセチン錠40mg「トーワ」 1179050F4040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アトモキセチン錠40mg「トーワ」 1179050F4040 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アトモキセチン錠40mg「トーワ」 1179050F4040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アトモキセチン錠40mg「トーワ」 1179050F4040 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 2189015F3026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 2189015F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局川部店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局本店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meファルマ アトルバスタチン錠10mg「Me」 2189015F2232 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ アトルバスタチン錠10mg「NP」 2189015F2097 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ アトルバスタチン錠10mg「NP」 2189015F2097 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ アトルバスタチン錠10mg「NP」 2189015F2097 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」 2189015F2216 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 2189015F2054 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 2189015F2054 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 2189015F2054 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 2189015F2127 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 2189015F2127 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 2189015F1082 PTP
平成調剤薬局八代店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局加納店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局川部店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局本店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局福光店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局鏡島店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meファルマ アトルバスタチン錠5mg「Me」 2189015F1236 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ アトルバスタチン錠5mg「NP」 2189015F1090 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アトルバスタチン錠5mg「VTRS」 2189015F1244 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」 2189015F1210 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 2189015F1058 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 2189015F1058 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 2189015F1058 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 アトルバスタチン錠5mg「日医工」 2189015F1120 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン アトーゼット配合錠HD 2189101F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン アトーゼット配合錠HD 2189101F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン アトーゼット配合錠HD 2189101F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン アトーゼット配合錠HD 2189101F2026 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン アトーゼット配合錠HD 2189101F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン アトーゼット配合錠LD 2189101F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス28吸入用 2290800G1032 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス28吸入用 2290800G1032 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス28吸入用 2290800G1032 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス28吸入用 2290800G1032 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス60吸入用 2290800G4031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス60吸入用 2290800G4031 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス60吸入用 2290800G4031 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア100ディスカス60吸入用 2290800G4031 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アドエア125エアゾール120吸入用 2290800G8029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン アドエア125エアゾール120吸入用 2290800G8029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア125エアゾール120吸入用 2290800G8029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア250エアゾール120吸入用 2290800G9025 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス28吸入用 2290800G2039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア250ディスカス60吸入用 2290800G5038 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン アドエア500ディスカス28吸入用 2290800G3035 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン アドエア500ディスカス60吸入用 2290800G6034 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン アドエア500ディスカス60吸入用 2290800G6034 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア500ディスカス60吸入用 2290800G6034 包装小
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン アドエア50エアゾール120吸入用 2290800G7030 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン アドエア50エアゾール120吸入用 2290800G7030 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン アドエア50エアゾール120吸入用 2290800G7030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アドエア50エアゾール120吸入用 2290800G7030 包装小
平成調剤薬局川部店 日本新薬 アドシルカ錠20mg 2190030F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ アドソルビン原末 2343002X1058 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ アドソルビン原末 2343002X1058 バラ
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ アドソルビン原末 2343002X1058 バラ
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ アドソルビン原末 2343002X1058 バラ
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アドナ散10% 3321002B1139 バラ
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ アドナ錠10mg 3321002F1092 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アドナ錠10mg 3321002F1092 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アドナ錠10mg 3321002F1092 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アドナ錠10mg 3321002F1092 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ アドナ錠30mg 3321002F2366 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アドナ錠30mg 3321002F2366 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アドナ錠30mg 3321002F2366 PTP
平成調剤薬局八代店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局加納店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局川部店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局本店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局福光店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
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平成調剤薬局笠松店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局金町店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局鏡島店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局⻑良店 リードケミカル アドフィードパップ40mg 2649732S1130 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ アナストロゾール錠1mg「DSEP」 4291010F1228 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ アナストロゾール錠1mg「DSEP」 4291010F1228 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ アナストロゾール錠1mg「NP」 4291010F1104 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 4291010F1147 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ アナフラニール錠10mg 1174002F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ アナフラニール錠10mg 1174002F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ アナフラニール錠10mg 1174002F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ アナフラニール錠25mg 1174002F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ アナフラニール錠25mg 1174002F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 2290705G1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 2290705G1029 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アノーロエリプタ30吸入用 2259806G2028 包装小
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アバプロ錠100mg 2149046F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ アバプロ錠100mg 2149046F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アバプロ錠100mg 2149046F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アバプロ錠100mg 2149046F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アバプロ錠100mg 2149046F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アバプロ錠50mg 2149046F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 サノフィ アピドラ注ソロスター 2492418G1027
平成調剤薬局八代店 ジーシー昭和薬品 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ジーシー昭和薬品 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ジーシー昭和薬品 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ジーシー昭和薬品 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 2399706M1087 包装小
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ アフタッチ口腔用貼付剤25μg 2399707D1030 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ アフタッチ口腔用貼付剤25μg 2399707D1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ アフタッチ口腔用貼付剤25μg 2399707D1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ アフタッチ口腔用貼付剤25μg 2399707D1030 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 2129004M1050 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 2129004M2065 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 2129004M2065 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 2129004M2065 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 2391008M1048 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 アベロックス錠400mg 6241016F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン アボルブカプセル0.5mg 2499011M1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アマリール0.5mg錠 3961008F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ アマリール0.5mg錠 3961008F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アマリール0.5mg錠 3961008F3023 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ アマリール0.5mg錠 3961008F3023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ アマリール0.5mg錠 3961008F3023 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ アマリール1mg錠 3961008F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アマルエット配合錠1番「DSEP」 2190101F1039 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ アマルエット配合錠1番「DSEP」 2190101F1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠1番「DSEP」 2190101F1039 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ アマルエット配合錠1番「ニプロ」 2190101F1128 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アマルエット配合錠2番「DSEP」 2190102F1033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠2番「DSEP」 2190102F1033 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ アマルエット配合錠2番「DSEP」 2190102F1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠2番「DSEP」 2190102F1033 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠3番「DSEP」 2190103F1038 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド アマルエット配合錠3番「サンド」 2190103F1097 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アマルエット配合錠3番「トーワ」 2190103F1100 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 アマルエット配合錠3番「日医工」 2190103F1119 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ アマルエット配合錠4番「DSEP」 2190104F1032 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 1161001C1135 バラ
平成調剤薬局加納店 全星薬品工業 アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」 1161001F1115 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 1161001F1158 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 1161001F1158 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 1161001F1158 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 1161001F1158 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 1161001F1158 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アマージ錠2.5mg 2160007F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局茜部店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 2129010F1065 PTP
平成調剤薬局日野店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 2129010F3025 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 2129010F3025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 2129010F3025 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局日野店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局本店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD アミティーザカプセル12μg 2359006M2021 PTP
平成調剤薬局八代店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局加納店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局川部店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局日野店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局本店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局福光店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局金町店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 スキャンポファーマ アミティーザカプセル24μg 2359006M1025 PTP
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平成調剤薬局加納店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 アミノレバンEN配合散 3259108B1039 分包
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 アミノレバン点滴静注 3253404A4051
平成調剤薬局市役所前店 日医工 アムバロ配合OD錠「日医工」 2149114F2044 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 アムバロ配合錠「サワイ」 2149114F1170 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド アムバロ配合錠「サンド」 2149114F1188 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド アムバロ配合錠「サンド」 2149114F1188 PTP
平成調剤薬局金町店 サンド アムバロ配合錠「サンド」 2149114F1188 PTP
平成調剤薬局八代店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局加納店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局川部店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局笠松店 日新製薬 アムロジピンOD錠10mg「NS」 2171022F6187 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 2171022F6128 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 2171022F6128 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 2171022F6128 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 2171022F6292 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 2171022F6292 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ アムロジピンOD錠10mg「明治」 2171022F6250 PTP
平成調剤薬局八代店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 PTP
平成調剤薬局加納店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 PTP
平成調剤薬局日野店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 2171022F3080 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 2171022F3161 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 2171022F3170 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 2171022F3170 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 2171022F3170 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンド アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 2171022F3188 PTP
平成調剤薬局本店 サンド アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 2171022F3188 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンド アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 2171022F3188 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2171022F3030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 2171022F3358 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック アムロジピンOD錠5mg「JG」 2171022F4052 PTP
平成調剤薬局八代店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局加納店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局日野店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 アムロジピンOD錠5mg「NS」 2171022F4087 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 2171022F4168 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 2171022F4176 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 2171022F4176 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 2171022F4176 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 バラ
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 PTP
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平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 2171022F4036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 2171022F4354 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ アムロジピンOD錠5mg「明治」 2171022F4230 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ アムロジピンOD錠5mg「明治」 2171022F4230 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ アムロジピン錠10mg「DSEP」 2171022F5253 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 2171022F1401 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 2171022F1401 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 2171022F1401 PTP
平成調剤薬局川部店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 2171022F1452 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 2171022F1452 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 2171022F1452 バラ
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 2171022F1452 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 2171022F1452 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド アムロジピン錠2.5mg「サンド」 2171022F1290 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンド アムロジピン錠2.5mg「サンド」 2171022F1290 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 2171022F1460 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 アムロジピン錠2.5mg「日医工」 2171022F1355 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ アムロジピン錠5mg「DSEP」 2171022F2408 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ アムロジピン錠5mg「DSEP」 2171022F2408 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ アムロジピン錠5mg「DSEP」 2171022F2408 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ アムロジピン錠5mg「DSEP」 2171022F2408 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠5mg「クニヒロ」 2171022F2459 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠5mg「クニヒロ」 2171022F2459 バラ
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠5mg「クニヒロ」 2171022F2459 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 アムロジピン錠5mg「クニヒロ」 2171022F2459 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド アムロジピン錠5mg「サンド」 2171022F2297 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド アムロジピン錠5mg「サンド」 2171022F2297 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンド アムロジピン錠5mg「サンド」 2171022F2297 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ アムロジピン錠5mg「ファイザー」 2171022F2467 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ アムロジピン錠5mg「ファイザー」 2171022F2467 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 アムロジピン錠5mg「日医工」 2171022F2351 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アムロジンOD錠10mg 2171022F6020 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アムロジンOD錠2.5mg 2171022F3021 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アムロジンOD錠5mg 2171022F4028 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ アムロジン錠2.5mg 2171022F1045 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ アムロジン錠2.5mg 2171022F1045 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ アムロジン錠5mg 2171022F2041 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ アムロジン錠5mg 2171022F2041 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ アムロジン錠5mg 2171022F2041 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 2190022F1245 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 2190022F1245 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 2190022F1245 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 2190022F1245 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
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平成調剤薬局川部店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局金町店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マルホ アメナリーフ錠200mg 6250046F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アモキサンカプセル10mg 1179001M1020 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー アモキサンカプセル25mg 1179001M2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アモキサンカプセル25mg 1179001M2026 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー アモキサンカプセル25mg 1179001M2026 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 6131001M2335 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工ファーマ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 6131001M2327 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工ファーマ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 6131001M2327 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アモバン錠10 1129007F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ アモバン錠10 1129007F2022 PTP
平成調剤薬局日野店 サノフィ アモバン錠10 1129007F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アモバン錠10 1129007F2022 PTP
平成調剤薬局福光店 サノフィ アモバン錠10 1129007F2022 PTP
平成調剤薬局加納店 サノフィ アモバン錠7.5 1129007F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アモバン錠7.5 1129007F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ アモバン錠7.5 1129007F1026 PTP
平成調剤薬局日野店 サノフィ アモバン錠7.5 1129007F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アモバン錠7.5 1129007F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 アラセナ-Aクリーム3% 6250700N1036 包装小
平成調剤薬局八代店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局加納店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局川部店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局日野店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局福光店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局笠松店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局金町店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 アラセナ-A軟膏3% 6250700M1189 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 1329711Q2028 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1329711Q1021 包装小
平成調剤薬局八代店 エーザイ アリセプトD錠3mg 1190012F3029 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ アリセプトD錠3mg 1190012F3029 PTP
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平成調剤薬局八代店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ アリセプトD錠5mg 1190012F4025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ アリセプト錠10mg 1190012F5021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ アリセプト錠3mg 1190012F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ アリセプト錠5mg 1190012F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ アリセプト錠5mg 1190012F2022 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 1179045F6114 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 1179045F6130 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 1179045F6130 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 1179045F6130 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 1179045F7110 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 1179045F7137 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ アリピプラゾールOD錠24mg「明治」 1179045F7129 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 1179045F4049 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 1179045F4049 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 1179045F4049 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 1179045F4049 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 1179045F4090 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 1179045F4111 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 1179045F4111 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 1179045F4111 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 1179045F4138 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 1179045F4138 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 1179045F4138 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 1179045F4138 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 1179045F4138 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ アリピプラゾールOD錠3mg「武田テバ」 1179045F4081 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」 1179045F5045 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」 1179045F5045 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 1179045F5118 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 1179045F5134 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 1179045F5134 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 1179045F5134 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 1179045F5134 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 1179045F5100 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」 1179045S4039 包装小
平成調剤薬局笠松店 ニプロ アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」 1179045S2036 包装小
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 1179045S3032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 アリピプラゾール散1%「アメル」 1179045B1030 バラ
平成調剤薬局加納店 ニプロ アリピプラゾール散1%「ニプロ」 1179045B1072 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロ アリピプラゾール散1%「ニプロ」 1179045B1072 バラ
平成調剤薬局金町店 ニプロ アリピプラゾール散1%「ニプロ」 1179045B1072 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」 1179045B1099 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」 1179045B1099 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 アリピプラゾール散1%「日医工」 1179045B1064 バラ
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 1179045F8036 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 1179045F8036 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 1179045F8036 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ アリピプラゾール錠3mg「明治」 1179045F1120 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 アリピプラゾール錠6mg「アメル」 1179045F2054 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ アリミデックス錠1mg 4291010F1031 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ アリミデックス錠1mg 4291010F1031 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロファーマ アリメジンシロップ0.05% 4413003Q1037 調剤用
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 2646727M1065 包装小
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 2646727M1065 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 2646727M1065 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 富士化学工業 アルサルミン内用液10% 2329008S1105 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 富士化学工業 アルサルミン内用液10% 2329008S1105 調剤用
平成調剤薬局八代店 富士化学工業 アルサルミン細粒90% 2329008C1097 分包
平成調剤薬局太郎丸店 富士化学工業 アルサルミン細粒90% 2329008C1097 分包
平成調剤薬局岐大前店 富士化学工業 アルサルミン細粒90% 2329008C1097 分包
平成調剤薬局川部店 富士化学工業 アルサルミン細粒90% 2329008C1097 分包
平成調剤薬局東⻑良店 富士化学工業 アルサルミン細粒90% 2329008C1097 分包
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 アルジオキサ錠100mg「あすか」 2329002F2190 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 アルジオキサ錠100mg「あすか」 2329002F2190 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 アルジオキサ錠100mg「あすか」 2329002F2190 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 アルジオキサ錠100mg「あすか」 2329002F2190 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 アルジオキサ錠100mg「あすか」 2329002F2190 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アルジオキサ錠100mg「トーワ」 2329002F2181 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 アルタットカプセル37.5mg 2325004M2067 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 アルタットカプセル75mg 2325004M1087 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 アルタットカプセル75mg 2325004M1087 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局川部店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局日野店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局本店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局笠松店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー アルダクトンA細粒10% 2133001C1097 バラ
平成調剤薬局加納店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー アルダクトンA錠25mg 2133001F1522 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー アルダクトンA錠50mg 2133001F2057 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー アルダクトンA錠50mg 2133001F2057 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ミノファーゲン製薬 アルドメット錠250 2145001F2040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ミノファーゲン製薬 アルドメット錠250 2145001F2040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 アルピニー坐剤100 1141700J2092 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 アルピニー坐剤100 1141700J2092 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 アルピニー坐剤100 1141700J2092 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 アルピニー坐剤200 1141700J3021 包装小
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 3112001M1291 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 3112001M1305 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 3112001M2336 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 3112001M2336 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 3112001M2336 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 3112001M2336 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 3112001M2336 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 3112001M2360 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 3112001M2360 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 3112001M2360 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 3112001M2360 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工岐阜工場 アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 3112001M3383 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 3112001M3324 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 3112001M3324 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 3112001M3324 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 3112001M3324 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 3112001M3324 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 3112001M3316 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 3112001M3359 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 3112001M3359 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 3112001M3359 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 3112001M3294 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 3112001F1063 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 3112001F1063 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 3112001F1063 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 3112001F1063 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 3112001F1063 PTP
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平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 3112001F2060 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 3112001F3066 PTP
平成調剤薬局八代店 中外製薬 アルファロールカプセル0.25μg 3112001M1046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 アルファロールカプセル0.25μg 3112001M1046 PTP
平成調剤薬局鏡島店 中外製薬 アルファロールカプセル0.5μg 3112001M2069 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中外製薬 アルファロールカプセル0.5μg 3112001M2069 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 アルファロールカプセル1μg 3112001M3065 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中外製薬 アルファロールカプセル1μg 3112001M3065 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 アルファロール内用液0.5μg/mL 3112001S1045 包装小
平成調剤薬局本店 中外製薬 アルファロール内用液0.5μg/mL 3112001S1045 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 アルファロール内用液0.5μg/mL 3112001S1045 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 アルファロール散1μg/g 3112001B4036 分包
平成調剤薬局本店 中外製薬 アルファロール散1μg/g 3112001B4036 分包
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 1124023F1126 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 1124023F1126 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 1124023F1118 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 1124023F1118 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 1124023F1118 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 1124023F1118 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 1124023F1118 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ アルメタ軟膏 2646727M1022 包装小
平成調剤薬局八代店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局加納店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局川部店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局福光店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局笠松店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 カイゲンファーマ アルロイドG内用液5% 2329116S1094 調剤用
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平成調剤薬局川部店 サノフィ アレグラOD錠60mg 4490023F3027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アレグラOD錠60mg 4490023F3027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アレグラドライシロップ5% 4490023R2027 分包
平成調剤薬局福光店 サノフィ アレグラドライシロップ5% 4490023R2027 分包
平成調剤薬局笠松店 サノフィ アレグラドライシロップ5% 4490023R2027 分包
平成調剤薬局茜部店 サノフィ アレグラドライシロップ5% 4490023R2027 分包
平成調剤薬局笠松店 サノフィ アレグラ錠30mg 4490023F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ アレグラ錠30mg 4490023F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ アレグラ錠30mg 4490023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局本店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ アレグラ錠60mg 4490023F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 久光製薬 アレサガテープ4mg 4490700S1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 アレサガテープ4mg 4490700S1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 アレサガテープ4mg 4490700S1029 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 アレサガテープ8mg 4490700S2025 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 アレジオンLX点眼液0.1% 1319762Q2024 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 アレジオン点眼液0.05% 1319762Q1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠10 4490014F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠10 4490014F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠10 4490014F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠10 4490014F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠10 4490014F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム アレジオン錠20 4490014F2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ アレビアチン散10% 1132002B1060 バラ
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アレビアチン散10% 1132002B1060 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アレビアチン散10% 1132002B1060 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ アレビアチン散10% 1132002B1060 バラ
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ アレビアチン散10% 1132002B1060 バラ
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ アレビアチン錠100mg 1132002F2041 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アレビアチン錠100mg 1132002F2041 PTP
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平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アレビアチン錠100mg 1132002F2041 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ アレビアチン錠100mg 1132002F2041 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ アレビアチン錠25mg 1132002F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン アレロックOD錠2.5 4490025F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン アレロックOD錠2.5 4490025F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン アレロックOD錠2.5 4490025F3026 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局茜部店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン アレロックOD錠5 4490025F4022 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン アレロック錠2.5 4490025F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン アレロック錠5 4490025F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局本店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局福光店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局笠松店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局茜部店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局金町店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン アレロック顆粒0.5% 4490025D1022 分包
平成調剤薬局金町店 日医工岐阜工場 アレンドロン酸錠35mg「NIG」 3999018F2192 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 3999018F2141 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 3999018F2141 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 3999018F2087 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 3999018F2095 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 2123014F2201 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 2123014F2201 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 2123014F2201 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123014F2244 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 2123014F2198 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 2123014F2198 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 2123014F1094 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 2123014F1094 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 2123014F1094 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 2123014F1094 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 2123014F1060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 2123014F1060 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 2123014F1060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工ファーマ アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 2123014F1060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ アロフト錠20mg 1249008F1215 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ アロフト錠20mg 1249008F1215 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ アロフト錠20mg 1249008F1215 PTP
平成調剤薬局日野店 あゆみ製薬 アロプリノール錠100mg「あゆみ」 3943001F1640 PTP
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 アロプリノール錠100mg「あゆみ」 3943001F1640 PTP
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 アロプリノール錠100mg「あゆみ」 3943001F1640 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ケミファ アロプリノール錠100mg「ケミファ」 3943001F1543 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ケミファ アロプリノール錠100mg「ケミファ」 3943001F1543 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ アロプリノール錠100mg「ケミファ」 3943001F1543 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ケミファ アロプリノール錠100mg「ケミファ」 3943001F1543 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 アロプリノール錠100mg「サワイ」 3943001F1586 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アロプリノール錠100mg「サワイ」 3943001F1586 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 アロプリノール錠100mg「サワイ」 3943001F1586 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アロプリノール錠100mg「サワイ」 3943001F1586 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ アロプリノール錠100mg「タナベ」 3943001F1667 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ アロプリノール錠100mg「タナベ」 3943001F1667 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ アロプリノール錠100mg「タナベ」 3943001F1667 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ アロプリノール錠100mg「タナベ」 3943001F1667 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アロプリノール錠100mg「トーワ」 3943001F1594 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アロプリノール錠100mg「トーワ」 3943001F1594 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アロプリノール錠100mg「トーワ」 3943001F1594 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アロプリノール錠100mg「トーワ」 3943001F1594 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アロプリノール錠100mg「トーワ」 3943001F1594 PTP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ アロプリノール錠100mg「ファイザー」 3943001F1683 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ アロプリノール錠100mg「杏林」 3943001F1551 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 アロプリノール錠50mg「サワイ」 3943001F2248 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アロプリノール錠50mg「サワイ」 3943001F2248 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 アロプリノール錠50mg「サワイ」 3943001F2248 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー アロマシン錠25mg 4291012F1022 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー アロマシン錠25mg 4291012F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー アロマシン錠25mg 4291012F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局加納店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局川部店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局川部店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 バラ
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局日野店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局本店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局福光店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 バラ
平成調剤薬局金町店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ アローゼン顆粒 2359102X1072 分包
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ アンカロン錠100 2129010F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ アンカロン錠100 2129010F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 サノフィ アンカロン錠100 2129010F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 アンテベートクリーム0.05% 2646730N1054 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 アンテベートローション0.05% 2646730Q1026 包装小
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 調剤用

22



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局福光店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局鏡島店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 アンテベート軟膏0.05% 2646730M1059 包装小
平成調剤薬局八代店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局川部店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局日野店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局本店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局福光店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用100mg 1141700J2130 包装小
平成調剤薬局八代店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局加納店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局日野店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局本店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局福光店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用200mg 1141700J3110 包装小
平成調剤薬局本店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用50mg 1141700J1045 包装小
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD アンヒバ坐剤小児用50mg 1141700J1045 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 2239001R1129 SP
平成調剤薬局本店 高田製薬 アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 2239001R1129 SP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 2239001R1129 バラ
平成調剤薬局本店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 2239001N1119 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 2239001N1119 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 2239001S2046 包装小
平成調剤薬局川部店 日医工 アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 2239001S2046 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 2239001G1039 PTP
平成調剤薬局福光店 ⻑生堂製薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「JG」 2239001F1777 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 2239001F1750 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 2239001F1750 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 2239001F1750 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 2239001F1718 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 2239001F1467 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 2239001F1467 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 2239001F1467 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 2239001F1475 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 2239001F1475 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 2239001F1475 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 2239001F1475 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 2239001F1769 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 アンプラーグ細粒10% 3399006C1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 アンプラーグ錠100mg 3399006F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 アンプラーグ錠100mg 3399006F2022 バラ
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 アンプラーグ錠100mg 3399006F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 アーチスト錠1.25mg 2149032F3024 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 アーチスト錠1.25mg 2149032F3024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 アーチスト錠1.25mg 2149032F3024 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 アーチスト錠10mg 2149032F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 アーチスト錠2.5mg 2149032F4020 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー アーテン散1% 1169002B1078 バラ
平成調剤薬局川部店 ファイザー アーテン散1% 1169002B1078 バラ
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー アーテン錠(2mg) 1169001F1024 バラ
平成調剤薬局川部店 ファイザー アーテン錠(2mg) 1169001F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー アーテン錠(2mg) 1169001F1024 バラ
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ アーリーダ錠60mg 4291059F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヤンセンファーマ アーリーダ錠60mg 4291059F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 東豊薬品 イオウ・カンフルローション「東豊」 2669700X1040 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 東豊薬品 イオウ・カンフルローション「東豊」 2669700X1040 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 イクスタンジ錠80mg 4291031F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠10mg 3339003F3027 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠10mg 3339003F3027 PTP
平成調剤薬局福光店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠10mg 3339003F3027 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠10mg 3339003F3027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠15mg 3339003F4023 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠15mg 3339003F4023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 バイエル薬品 イグザレルトOD錠15mg 3339003F4023 PTP
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 イグザレルト錠10mg 3339003F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 イグザレルト錠15mg 3339003F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 イグラチモド錠25mg「サワイ」 3999031F1043 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 3399004M1336 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 3399004M1409 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 3399004M1409 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 3399004M1409 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 3399004M1409 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 3399004M2057 分包
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 3399004M2057 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 3399004M2065 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日本臓器製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日本臓器」 3399004M2120 分包
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 3399004M3061 分包
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 3399004M3061 分包
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 3399004M3061 分包
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 3399004M3070 分包
平成調剤薬局川部店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 3399004M3070 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 3399004M3070 分包
平成調剤薬局茜部店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 3399004M3070 分包
平成調剤薬局⻑良店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 3399004M3070 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日本臓器製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日本臓器」 3399004M3142 分包
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局本店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 3399004M4068 分包
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 3399004M4076 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 3399004M4076 分包
平成調剤薬局福光店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 3399004M4076 分包
平成調剤薬局⻑良店 日医工 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 3399004M4076 分包
平成調剤薬局八代店 日本臓器製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 3399004M4149 分包
平成調剤薬局本店 日本臓器製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 3399004M4149 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日本臓器製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」 3399004M4149 分包
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ イスコチン錠100mg 6222001F3037 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ イスコチン錠100mg 6222001F3037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ イスコチン錠100mg 6222001F3037 PTP
平成調剤薬局八代店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局加納店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局日野店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局笠松店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局金町店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ムンディファーマ イソジンガーグル液7% 2260701F1271 包装小
平成調剤薬局八代店 ムンディファーマ イソジンシュガーパスタ軟膏 2699801V1114 調剤用
平成調剤薬局川部店 ムンディファーマ イソジンシュガーパスタ軟膏 2699801V1114 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 ムンディファーマ イソジンシュガーパスタ軟膏 2699801V1114 調剤用
平成調剤薬局福光店 ムンディファーマ イソジンフィールド液10% 2612701Q4055 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 ムンディファーマ イソジン液10% 2612701Q3318 調剤用
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 2139001Q2035 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 2139001Q2035 包装小
平成調剤薬局市役所前店 セオリアファーマ イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 2139001S2040 包装小
平成調剤薬局⻑良店 セオリアファーマ イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 2139001S2040 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 イソバイドシロップ70%分包20mL 2139001S3020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 イソバイドシロップ70%分包20mL 2139001S3020 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局本店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局笠松店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 イソバイドシロップ70%分包30mL 2139001S2032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ⾠⺒化学 イトプリド塩酸塩錠50mg「TCK」 2399008F1080 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 2399008F1144 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 2399008F1144 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 2399008F1144 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 2399008F1144 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 2399008F1144 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 6290004M1070 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 6290004M1070 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 6290004M1070 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 6290004M1070 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 6290004S1044 調剤用
平成調剤薬局川部店 マイランEPD イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 6290004S1044 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 6290004S1036 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 6290004S1036 調剤用
平成調剤薬局加納店 科研製薬 イトラコナゾール錠50mg「科研」 6290004F1062 PTP
平成調剤薬局八代店 興和 イドメシンコーワクリーム1% 2649719N1092 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 イドメシンコーワクリーム1% 2649719N1092 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 イドメシンコーワクリーム1% 2649719N1092 包装小
平成調剤薬局本店 興和 イドメシンコーワクリーム1% 2649719N1092 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 イドメシンコーワクリーム1% 2649719N1092 包装小
平成調剤薬局市役所前店 興和 イドメシンコーワゲル1% 2649719M1178 包装小
平成調剤薬局茜部店 興和 イドメシンコーワゲル1% 2649719M1178 包装小
平成調剤薬局金町店 興和 イドメシンコーワゲル1% 2649719M1178 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 イドメシンコーワゲル1% 2649719M1178 包装小
平成調剤薬局日野店 興和 イドメシンコーワゾル1% 2649719Q1030 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 イドメシンコーワゾル1% 2649719Q1030 包装小
平成調剤薬局加納店 第一三共 イナビル吸入粉末剤20mg 6250703G1022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 イナビル吸入粉末剤20mg 6250703G1022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 イナビル吸入粉末剤20mg 6250703G1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 イナビル吸入粉末剤20mg 6250703G1022 包装小
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 イニシンク配合錠 3969105F1023 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ イノベロン錠100mg 1139012F1023 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ イノベロン錠200mg 1139012F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ イノベロン錠200mg 1139012F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局川部店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局川部店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局日野店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局福光店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局笠松店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局茜部店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 イーエヌ大塚製薬 イノラス配合経腸用液 3259120S1021 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル37.5mg 1179055N1021 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル37.5mg 1179055N1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル75mg 1179055N2028 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル75mg 1179055N2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル75mg 1179055N2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 イフェクサーSRカプセル75mg 1179055N2028 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 2190005F2213 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 2190005F2205 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 1149001F1480 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 1149001F2192 PTP
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 イマチニブ錠100mg「オーハラ」 4291011F1117 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン イミグラン点鼻液20 2160700Q1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン イミグラン錠50 2160003F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン イミグラン錠50 2160003F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 2590013F2040 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⻑生堂製薬 イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 2590013F2040 PTP
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平成調剤薬局福光店 陽進堂 イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 2590013F2066 PTP
平成調剤薬局八代店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局加納店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局茜部店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局金町店 キョーリンリメディオ イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 2590013F2074 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」 2144008F1188 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」 2144008F1188 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」 2144008F1188 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 2144008F2184 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キョーリンリメディオ イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」 2144008F2109 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」 2144008F2109 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」 2144008F2117 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 2144008F2150 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 2144008F2192 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン イムラン錠50mg 3999005F1059 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン イムラン錠50mg 3999005F1059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン イムラン錠50mg 3999005F1059 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン イムラン錠50mg 3999005F1059 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン イムラン錠50mg 3999005F1059 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 イリボーOD錠2.5μg 2399014F3029 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 イリボーOD錠5μg 2399014F4025 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 イリボーOD錠5μg 2399014F4025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 イリボーOD錠5μg 2399014F4025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 イリボーOD錠5μg 2399014F4025 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 イリボーOD錠5μg 2399014F4025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 バラ
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 イリボー錠2.5μg 2399014F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 イリボー錠5μg 2399014F2022 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠HD「DSPB」 2149118F2034 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 イルアミクス配合錠HD「サワイ」 2149118F2115 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド イルアミクス配合錠HD「サンド」 2149118F2123 PTP
平成調剤薬局日野店 マイラン製薬 イルアミクス配合錠HD「ファイザー」 2149118F2174 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 イルアミクス配合錠HD「ファイザー」 2149118F2174 PTP
平成調剤薬局八代店 ダイト イルアミクス配合錠HD「三和」 2149118F2131 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 ダイト イルアミクス配合錠HD「三和」 2149118F2131 PTP
平成調剤薬局茜部店 ダイト イルアミクス配合錠HD「三和」 2149118F2131 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマプロモ イルアミクス配合錠LD「DSPB」 2149118F1038 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD イルアミクス配合錠LD「VTRS」 2149118F1186 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD イルアミクス配合錠LD「VTRS」 2149118F1186 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ケミファ イルアミクス配合錠LD「ケミファ」 2149118F1100 PTP
平成調剤薬局八代店 マイラン製薬 イルアミクス配合錠LD「ファイザー」 2149118F1178 PTP
平成調剤薬局本店 マイラン製薬 イルアミクス配合錠LD「ファイザー」 2149118F1178 PTP
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 イルアミクス配合錠LD「ファイザー」 2149118F1178 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ダイト イルアミクス配合錠LD「三和」 2149118F1135 PTP
平成調剤薬局茜部店 ダイト イルアミクス配合錠LD「三和」 2149118F1135 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ イルアミクス配合錠LD「武田テバ」 2149118F1143 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 2329020F1124 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 2329020F1124 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 2329020F1124 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 2329020F1159 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 2329020F1159 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 2329020F2104 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 2329020F2104 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 2329020F2104 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 2329020F2104 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 2329020F2139 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ イルトラ配合錠LD 2149119F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ イルトラ配合錠LD 2149119F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 2149046F5029 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 2149046F5029 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 2149046F4022 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 2149046F2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 イルベサルタン錠100mg「サワイ」 2149046F2100 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 イルベサルタン錠100mg「サワイ」 2149046F2100 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 イルベサルタン錠100mg「サワイ」 2149046F2100 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 イルベサルタン錠100mg「サワイ」 2149046F2100 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 イルベサルタン錠100mg「サワイ」 2149046F2100 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共創未来ファーマ イルベサルタン錠100mg「共創未来」 2149046F2089 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 イルベサルタン錠100mg「日医工」 2149046F2127 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠50mg「DSPB」 2149046F1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠50mg「DSPB」 2149046F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマプロモ イルベサルタン錠50mg「DSPB」 2149046F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ケミファ イルベサルタン錠50mg「ケミファ」 2149046F1090 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 イルベサルタン錠50mg「サワイ」 2149046F1104 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 イルベサルタン錠50mg「サワイ」 2149046F1104 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 2149046F1139 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共創未来ファーマ イルベサルタン錠50mg「共創未来」 2149046F1082 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ イルベタン錠100mg 2149046F2038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ イルベタン錠50mg 2149046F1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ インクレミンシロップ5% 3222012Q1030 調剤用
平成調剤薬局八代店 サノフィ インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 2492423G1028
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 2492423G1028
平成調剤薬局川部店 サノフィ インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 2492423G1028
平成調剤薬局本店 サノフィ インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 2492423G1028
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平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 2492420A1021
平成調剤薬局岐大前店 富士フイルム富山化学 インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 2492421G1029
平成調剤薬局八代店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局太郎丸店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局岐大前店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局本店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局鏡島店 日本イーライリリー インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 2492420G1024
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 2492422G1023
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 2492422G1023
平成調剤薬局川部店 サノフィ インタール吸入液1% 2259701G1063 包装小
平成調剤薬局本店 サノフィ インタール吸入液1% 2259701G1063 包装小
平成調剤薬局福光店 サノフィ インタール吸入液1% 2259701G1063 包装小
平成調剤薬局笠松店 サノフィ インタール吸入液1% 2259701G1063 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ インタール吸入液1% 2259701G1063 包装小
平成調剤薬局日野店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局本店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局福光店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 インチュニブ錠1mg 1179057G1021 PTP
平成調剤薬局日野店 塩野義製薬 インチュニブ錠3mg 1179057G2028 PTP
平成調剤薬局本店 塩野義製薬 インチュニブ錠3mg 1179057G2028 PTP
平成調剤薬局福光店 塩野義製薬 インチュニブ錠3mg 1179057G2028 PTP
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 インテバンクリーム1% 2649719N1106 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 インテバンクリーム1% 2649719N1106 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 インテバンクリーム1% 2649719N1106 包装小
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 インテバンクリーム1% 2649719N1106 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 インテバン外用液1% 2649719Q2087 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 インテバン軟膏1% 2649719M1186 包装小
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ インデラル錠10mg 2123008F1048 PTP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ インデラル錠10mg 2123008F1048 PTP
平成調剤薬局日野店 太陽ファルマ インデラル錠10mg 2123008F1048 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ インデラル錠10mg 2123008F1048 PTP
平成調剤薬局鏡島店 太陽ファルマ インデラル錠10mg 2123008F1048 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 イントラリポス輸液20% 3299505A4045
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 イントラリポス輸液20% 3299505A4045
平成調剤薬局本店 日医工ファーマ インドメタシンクリーム1%「日医工」 2649719N1149 包装小
平成調剤薬局茜部店 日医工ファーマ インドメタシンクリーム1%「日医工」 2649719N1149 包装小
平成調剤薬局金町店 日医工ファーマ インドメタシンクリーム1%「日医工」 2649719N1149 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日医工ファーマ インドメタシンクリーム1%「日医工」 2649719N1149 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日医工ファーマ インドメタシンクリーム1%「日医工」 2649719N1149 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 インドメタシンパップ70mg「YD」 2649719S1304 包装小
平成調剤薬局福光店 陽進堂 インドメタシンパップ70mg「YD」 2649719S1304 包装小
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 インドメタシンパップ70mg「YD」 2649719S1304 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ インフリーSカプセル200mg 1145005M2026 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ インフリーSカプセル200mg 1145005M2026 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ インフリーカプセル100mg 1145005M1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー インライタ錠1mg 4291027F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠3mg 1179053G1023 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠3mg 1179053G1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠3mg 1179053G1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠3mg 1179053G1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠3mg 1179053G1023 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠6mg 1179053G2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ インヴェガ錠6mg 1179053G2020 PTP
平成調剤薬局八代店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局岐大前店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ユーシービージャパン イーケプラドライシロップ50% 1139010R1020 バラ
平成調剤薬局加納店 ユーシービージャパン イーケプラ錠250mg 1139010F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン イーケプラ錠250mg 1139010F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 ユーシービージャパン イーケプラ錠250mg 1139010F1024 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 ユーシービージャパン イーケプラ錠250mg 1139010F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン イーケプラ錠250mg 1139010F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 バラ
平成調剤薬局日野店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 PTP
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ユーシービージャパン イーケプラ錠500mg 1139010F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ウインタミン細粒(10%) 1171005C1024 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ウチダ和漢薬 ウチダの八味丸M 5200120L1029 分包
平成調剤薬局日野店 キッセイ薬品工業 ウテメリン錠5mg 2590004F1192 PTP
平成調剤薬局日野店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 ウブレチド錠5mg 1231014F1054 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 ウプトラビ錠0.2mg 2190037F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ ウラリット-U配合散 3949101A1149 分包
平成調剤薬局鏡島店 日本ケミファ ウラリット-U配合散 3949101A1149 分包
平成調剤薬局八代店 日本ケミファ ウラリット配合錠 3949101F1073 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ケミファ ウラリット配合錠 3949101F1073 PTP
平成調剤薬局日野店 日本ケミファ ウラリット配合錠 3949101F1073 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ ウラリット配合錠 3949101F1073 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ケミファ ウラリット配合錠 3949101F1073 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 ウリアデック錠20mg 3949004F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 ウリアデック錠20mg 3949004F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ウリアデック錠20mg 3949004F1028 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ウリアデック錠40mg 3949004F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ウリアデック錠40mg 3949004F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ウリアデック錠60mg 3949004F3020 PTP
平成調剤薬局八代店 杏林製薬 ウリトスOD錠0.1mg 2590013F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ウリトスOD錠0.1mg 2590013F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 2362001F2211 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 2362001F2246 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 2362001F2246 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 2362001F2246 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2362001F2220 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 2362001F1100 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 2362001F1134 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 2362001F1134 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 2362001F1134 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 2362001F1118 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 ウルソ錠100mg 2362001F2149 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ウルソ錠50mg 2362001F1088 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ウルソ錠50mg 2362001F1088 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 ウルソ顆粒5% 2362001D1060 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局日野店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 ウレパールクリーム10% 2669701N1044 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬工場 ウレパールローション10% 2669701Q1040 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 ウレパールローション10% 2669701Q1040 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 ウレパールローション10% 2669701Q1040 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬工場 ウレパールローション10% 2669701Q1040 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬工場 ウレパールローション10% 2669701Q1040 包装小
平成調剤薬局八代店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局本店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 ウロカルン錠225mg 2590001F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エイゾプト懸濁性点眼液1% 1319748Q1036 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エイゾプト懸濁性点眼液1% 1319748Q1036 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ エイゾプト懸濁性点眼液1% 1319748Q1036 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エイゾプト懸濁性点眼液1% 1319748Q1036 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エイゾプト懸濁性点眼液1% 1319748Q1036 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 エイベリス点眼液0.002% 1319764Q1027 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 エイベリス点眼液0.002% 1319764Q1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 エイベリス点眼液0.002% 1319764Q1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 エカード配合錠HD 2149111F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 エカード配合錠HD 2149111F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局加納店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ エキザルベ 2649852M1020 包装小
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
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平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 バラ
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エクア錠50mg 3969011F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局本店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ エクセグラン散20% 1139005B1048 バラ
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ エクセグラン錠100mg 1139005F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ エクセグラン錠100mg 1139005F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ エクセグラン錠100mg 1139005F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ エクセグラン錠100mg 1139005F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ エクセラーゼ配合錠 2339114F1034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ エクフィナ錠50mg 1169018F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ エクフィナ錠50mg 1169018F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠HD 3969104F2025 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エクメット配合錠LD 3969104F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 久光製薬 エクラープラスター20μg/cm2 2646729S2035 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 エクラープラスター20μg/cm2 2646729S2035 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 エクラープラスター20μg/cm2 2646729S2035 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 エクラープラスター20μg/cm2 2646729S2035 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 エクラープラスター20μg/cm2 2646729S2035 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 エクラーローション0.3% 2646729Q1031 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 エクラーローション0.3% 2646729Q1031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 エクラーローション0.3% 2646729Q1031 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 エクラーローション0.3% 2646729Q1031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 エクラー軟膏0.3% 2646729M1048 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 エクラー軟膏0.3% 2646729M1048 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 エクラー軟膏0.3% 2646729M1048 包装小
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平成調剤薬局八代店 科研製薬 エクロックゲル5% 1259700Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 エクロックゲル5% 1259700Q1027 包装小
平成調剤薬局金町店 科研製薬 エクロックゲル5% 1259700Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 エコリシン眼軟膏 1319800M1023 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 エコリシン眼軟膏 1319800M1023 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 エスクレ坐剤「250」 1123700J1020 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 1179054F3025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 1179054F3033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ エスシタロプラム錠10mg「明治」 1179054F1103 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 1129010F1036 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 1129010F1036 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 1129010F1036 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 1129010F1036 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 1129010F1036 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 1129010F1117 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 1129010F1117 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 1129010F1117 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 1129010F1117 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 1129010F1117 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ エスゾピクロン錠1mg「杏林」 1129010F1095 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 1129010F2032 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 1129010F2113 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 1129010F2148 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ エスゾピクロン錠2mg「杏林」 1129010F2091 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 1129010F3110 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 エスタゾラム錠1mg「アメル」 1124001F1030 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 エスタゾラム錠1mg「アメル」 1124001F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 エスタゾラム錠1mg「アメル」 1124001F1030 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 エスタゾラム錠1mg「アメル」 1124001F1030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 エスタゾラム錠1mg「アメル」 1124001F1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 エスタゾラム錠2mg「アメル」 1124001F2037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 エストラサイトカプセル156.7mg 4219003M1054 PTP
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 エストラーナテープ0.36mg 2473700S7027 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 エストラーナテープ0.72mg 2473700S2076 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 エストラーナテープ0.72mg 2473700S2076 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 エストラーナテープ0.72mg 2473700S2076 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 エストラーナテープ0.72mg 2473700S2076 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 エストラーナテープ0.72mg 2473700S2076 包装小
平成調剤薬局笠松店 富士製薬工業 エストリオール錠1mg「F」 2475001F3084 PTP
平成調剤薬局金町店 持田製薬 エストリール錠1mg 2475001F3033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 エスワンタイホウ配合OD錠T20 4229101F1050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 岡山大鵬薬品 エスワンタイホウ配合OD錠T20 4229101F1050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 エスワンタイホウ配合OD錠T25 4229101F2057 PTP
平成調剤薬局本店 岡山大鵬薬品 エスワンタイホウ配合OD錠T25 4229101F2057 PTP
平成調剤薬局茜部店 岡山大鵬薬品 エスワンタイホウ配合OD錠T25 4229101F2057 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ エゼチミブ錠10mg「DSEP」 2189018F1035 PTP
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平成調剤薬局加納店 ニプロ エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 2189018F1191 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 2189018F1191 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 2189018F1191 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 2189018F1191 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 2189018F1191 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ エゼチミブ錠10mg「杏林」 2189018F1116 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2329029M1108 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2329029M1108 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2329029M1108 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2329029M1108 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2329029M1108 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 2329029M2104 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 2329029M2104 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 2329029M2104 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 2329029M2104 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 2329029M2104 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 エチゾラム細粒1%「JG」 1179025C1070 バラ
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.25mg「SW」 1179025F3070 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.25mg「SW」 1179025F3070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.25mg「SW」 1179025F3070 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 1179025F3177 PTP
平成調剤薬局川部店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 1179025F3177 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 1179025F3177 PTP
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 1179025F3177 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 1179025F3177 PTP
平成調剤薬局福光店 藤永製薬 エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」 1179025F3150 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局川部店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1179025F1182 PTP
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.5mg「SW」 1179025F1239 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.5mg「SW」 1179025F1239 PTP
平成調剤薬局金町店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.5mg「SW」 1179025F1239 PTP
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.5mg「SW」 1179025F1239 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 エチゾラム錠0.5mg「SW」 1179025F1239 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」 1179025F1344 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」 1179025F1344 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 1179025F1301 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 1179025F1301 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 藤永製薬 エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 1179025F1336 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 1179025F1352 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ エチゾラム錠1mg「EMEC」 1179025F2170 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 エチゾラム錠1mg「SW」 1179025F2197 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 エチゾラム錠1mg「SW」 1179025F2197 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 1179025F2308 PTP
平成調剤薬局川部店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 1179025F2308 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 1179025F2308 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 エチゾラム錠1mg「トーワ」 1179025F2260 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エックスフォージ配合OD錠 2149114F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エックスフォージ配合錠 2149114F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エックスフォージ配合錠 2149114F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ エックスフォージ配合錠 2149114F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エックスフォージ配合錠 2149114F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局加納店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局本店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 中外製薬 エディロールカプセル0.5μg 3112006M1022 PTP
平成調剤薬局八代店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局加納店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局金町店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中外製薬 エディロールカプセル0.75μg 3112006M2029 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 エトドラク錠200mg「SW」 1149032F2171 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エトドラク錠200mg「トーワ」 1149032F2139 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 エトドラク錠200mg「トーワ」 1149032F2139 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 エドルミズ錠50mg 3999054F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エナジア吸入用カプセル中用量 2290807G1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エナジア吸入用カプセル高用量 2290807G2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ エナラプリルM錠2.5「EMEC」 2144002F1148 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ エナラプリルM錠5「EMEC」 2144002F2233 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 2144002C1036 バラ
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 2144002C1036 バラ
平成調剤薬局加納店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 2144002F3388 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「VTRS」 2144002F3396 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局福光店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局金町店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 2144002F1415 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 2144002F1296 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局福光店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 2144002F2462 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サンド」 2144002F2454 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サンド」 2144002F2454 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 2144002F2349 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 2144002F2349 PTP
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局加納店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局川部店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局本店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 3259119S1029 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 エバスチンOD錠10mg「NS」 4490019F4140 PTP
平成調剤薬局金町店 日新製薬 エバスチンOD錠10mg「NS」 4490019F4140 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日新製薬 エバスチンOD錠10mg「NS」 4490019F4140 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エバスチンOD錠10mg「サワイ」 4490019F4108 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 エバスチンOD錠10mg「サワイ」 4490019F4108 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日新製薬 エバスチンOD錠5mg「NS」 4490019F3144 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エバスチン錠10mg「サワイ」 4490019F2113 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 エバスチン錠10mg「トーワ」 4490019F2130 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 エバスチン錠10mg「トーワ」 4490019F2130 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 エバスチン錠10mg「トーワ」 4490019F2130 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ エバステルOD錠5mg 4490019F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ エバステルOD錠5mg 4490019F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ エバステルOD錠5mg 4490019F3020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ エバステル錠10mg 4490019F2024 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ エバステル錠10mg 4490019F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ エバステル錠10mg 4490019F2024 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ エバステル錠10mg 4490019F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ エバステル錠10mg 4490019F2024 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
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平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 エバミール錠1.0 1124010F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬 エパデールEMカプセル2g 2189021M1028 分包
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 エパデールS600 3399004M3029 分包
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 エパデールS600 3399004M3029 分包
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局本店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局福光店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局茜部店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 エパデールS900 3399004M4025 分包
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 エパデールカプセル300 3399004M1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 エパデールカプセル300 3399004M1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 エパデールカプセル300 3399004M1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ エパルレスタット錠50mg「DSEP」 3999013F1371 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ エパルレスタット錠50mg「DSEP」 3999013F1371 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ジェネリック エパルレスタット錠50mg「JG」 3999013F1266 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ エパルレスタット錠50mg「NP」 3999013F1355 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エパルレスタット錠50mg「トーワ」 3999013F1339 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 3999013F1290 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 3999013F1398 PTP
平成調剤薬局加納店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局本店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本イーライリリー エビスタ錠60mg 3999021F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 日本新薬 エビプロスタット配合錠DB 2590100X2046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 エビプロスタット配合錠DB 2590100X2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 エビプロスタット配合錠DB 2590100X2046 PTP
平成調剤薬局日野店 日本新薬 エビプロスタット配合錠DB 2590100X2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 エビリファイOD錠12mg 1179045F6025 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイOD錠12mg 1179045F6025 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイOD錠24mg 1179045F7021 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイOD錠3mg 1179045F4022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エビリファイOD錠3mg 1179045F4022 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイOD錠6mg 1179045F5029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 エビリファイ内用液0.1% 1179045S1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局本店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エビリファイ散1% 1179045B1021 バラ
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ錠12mg 1179045F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 エビリファイ錠1mg 1179045F8028 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 エビリファイ錠3mg 1179045F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ錠3mg 1179045F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 エビリファイ錠3mg 1179045F1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 エビリファイ錠3mg 1179045F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 エビリファイ錠3mg 1179045F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 エビリファイ錠6mg 1179045F2020 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 エビリファイ錠6mg 1179045F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 エビリファイ錠6mg 1179045F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 エビリファイ錠6mg 1179045F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ エピデュオゲル 2699805Q1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ エピデュオゲル 2699805Q1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ エピデュオゲル 2699805Q1020 包装小
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平成調剤薬局金町店 マルホ エピデュオゲル 2699805Q1020 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 4490014R1072 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 4490014R1072 バラ
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 4490014R1072 分包
平成調剤薬局八代店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局加納店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局岐大前店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局本店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局金町店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局鏡島店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 1319762Q1125 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 4490014F1246 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 4490014F1246 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 4490014F1246 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⻑生堂製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」 4490014F2315 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 4490014F2277 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 4490014F2285 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 4490014F2323 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 4490014F2293 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 4490014F2293 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 4490014F2293 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 4490014F2293 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイラン製薬 エピペン注射液0.15mg 2451402G2020
平成調剤薬局東⻑良店 マイラン製薬 エピペン注射液0.3mg 2451402G3026
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 エピペン注射液0.3mg 2451402G3026
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 エピペン注射液0.3mg 2451402G3026
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 エピペン注射液0.3mg 2451402G3026
平成調剤薬局八代店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 エフィエント錠3.75mg 3399009F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エフピー エフピーOD錠2.5 1169010F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 エフピー エフピーOD錠2.5 1169010F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 エフピー エフピーOD錠2.5 1169010F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 科研製薬 エブトール250mg錠 6225001F2032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 科研製薬 エブトール250mg錠 6225001F2032 PTP
平成調剤薬局川部店 科研製薬 エブトール250mg錠 6225001F2032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 エブトール250mg錠 6225001F2032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 エブトール250mg錠 6225001F2032 バラ
平成調剤薬局八代店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局加納店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局川部店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局日野店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局本店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局福光店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局笠松店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
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平成調剤薬局茜部店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局金町店 科研製薬 エブランチルカプセル15mg 2149020N1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 科研製薬 エブランチルカプセル30mg 2149020N2038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 エブランチルカプセル30mg 2149020N2038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 科研製薬 エブランチルカプセル30mg 2149020N2038 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 エブリスディドライシロップ60mg 1190029R1028 バラ
平成調剤薬局本店 中外製薬 エブリスディドライシロップ60mg 1190029R1028 バラ
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 エベレンゾ錠100mg 3999047F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 エベレンゾ錠20mg 3999047F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 エベレンゾ錠50mg 3999047F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 エベレンゾ錠50mg 3999047F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 1249009F1490 PTP
平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 1249009F1449 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 1249009F1457 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 1249009F1457 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 1249009F1457 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 1249009F1422 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 1249009F1406 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ エボザックカプセル30mg 2399012M1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ エボザックカプセル30mg 2399012M1026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ エボザックカプセル30mg 2399012M1026 PTP
平成調剤薬局八代店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局福光店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局茜部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠2.5mg 3339004F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局日野店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局本店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局福光店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局笠松店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局金町店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ エリキュース錠5mg 3339004F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
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平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1329712R1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ エリスパン錠0.25mg 1124019F1030 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ エリスパン錠0.25mg 1124019F1030 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD エリスロシンドライシロップW20% 6141001R2053 バラ
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD エリスロシンドライシロップW20% 6141001R2053 バラ
平成調剤薬局八代店 マイランEPD エリスロシン錠100mg 6141004F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD エリスロシン錠100mg 6141004F1038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD エリスロシン錠100mg 6141004F1038 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD エリスロシン錠100mg 6141004F1038 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD エリスロシン錠200mg 6141004F2042 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD エリスロシン錠200mg 6141004F2042 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD エリスロシン錠200mg 6141004F2042 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD エリスロシン錠200mg 6141004F2042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6141002F2078 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 調剤用
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 調剤用
平成調剤薬局本店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 調剤用
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10% 3999033S1024 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10%分包10mL 3999033S3027 包装小
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10%分包10mL 3999033S3027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10%分包5mL 3999033S2020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10%分包5mL 3999033S2020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 エルカルチンFF内用液10%分包5mL 3999033S2020 包装小
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 エルカルチンFF錠250mg 3999033F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工岐阜工場 エルサメットS配合錠 2590100X2062 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 3112006M1030 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 3112006M1057 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 3112006M1057 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 3112006M1057 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 3112006M1057 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 3112006M1057 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 バラ
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 3112006M2037 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 3112006M2053 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 エルネオパNF2号輸液 3259534G3026
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平成調剤薬局日野店 大塚製薬工場 エルネオパNF2号輸液 3259534G1023
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ エレトリプタン錠20mg「DSEP」 2160005F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ エレンタールP乳幼児用配合内用剤 3259107A1039 分包
平成調剤薬局鏡島店 EAファーマ エレンタールP乳幼児用配合内用剤 3259107A1039 分包
平成調剤薬局加納店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局川部店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局本店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ エレンタール配合内用剤 3259103B1036 分包
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 2259714G2024 包装小
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局加納店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局川部店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局川部店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局日野店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局本店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局福光店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局福光店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局茜部店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局金町店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 アボットジャパン エンシュア・H 3259114S1026 調剤用
平成調剤薬局加納店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 明治 エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局川部店 明治 エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局日野店 明治 エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局本店 明治 エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局茜部店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局金町店 アボットジャパン エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 明治 エンシュア・リキッド 3259109S1025 調剤用
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エンタカポン錠100mg「トーワ」 1169014F1064 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 エンタカポン錠100mg「トーワ」 1169014F1064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 エンタカポン錠100mg「トーワ」 1169014F1064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD エンテカビル錠0.5mg「VTRS」 6250029F1148 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 6250029F1121 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 6250029F1121 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 6250029F1121 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 6250029F1121 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 6250029F1130 PTP
平成調剤薬局八代店 EAファーマ エンテロノン-R散 2316002B1045 分包
平成調剤薬局本店 EAファーマ エンテロノン-R散 2316002B1045 分包
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ エンテロノン-R散 2316002B1045 分包
平成調剤薬局太郎丸店 塩野義製薬 エンドキサン錠50mg 4211002F1044 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 3999424G1025
平成調剤薬局福光店 ファイザー エンブレル皮下注25mgペン0.5mL 3999424G4024
平成調剤薬局笠松店 ファイザー エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 3999424G3028
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 エンペシドクリーム1% 2655700N1176 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 エンペシドクリーム1% 2655700N1176 包装小
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 エンペシドクリーム1% 2655700N1176 包装小
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 エンペシドクリーム1% 2655700N1176 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 エンペシド腟錠100mg 2529702H1079 SP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 エンペシド腟錠100mg 2529702H1079 SP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 エンペラシン配合錠 2459100F1120 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 エンペラシン配合錠 2459100F1120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 エンペラシン配合錠 2459100F1120 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 エンペラシン配合錠 2459100F1120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 エンペラシン配合錠 2459100F1120 PTP
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平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エンレスト錠100mg 2190041F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ エンレスト錠200mg 2190041F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ エンレスト錠50mg 2190041F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ エンレスト錠50mg 2190041F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ エンレスト錠50mg 2190041F1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ エンレスト錠50mg 2190041F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ エースコール錠2mg 2144009F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ オイグルコン錠2.5mg 3961003F2024 PTP
平成調剤薬局加納店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局川部店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局日野店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局福光店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局茜部店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局金町店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日新製薬 オイラックスHクリーム 2649800N1029 調剤用
平成調剤薬局八代店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局加納店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局加納店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局川部店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局日野店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局本店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局福光店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局笠松店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局茜部店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局金町店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日新製薬 オイラックスクリーム10% 2649722N1027 包装小
平成調剤薬局本店 沢井製薬 オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 4490005R1448 分包
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 4490005R1448 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 オキサトミド錠30mg「サワイ」 4490005F1603 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 オキサトミド錠30mg「サワイ」 4490005F1603 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 オキサトミド錠30mg「サワイ」 4490005F1603 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ オキサロールローション25μg/g 2691702Q1020 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ オキサロールローション25μg/g 2691702Q1020 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ オキサロール軟膏25μg/g 2691702M1036 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ オキサロール軟膏25μg/g 2691702M1036 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ オキサロール軟膏25μg/g 2691702M1036 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ オキサロール軟膏25μg/g 2691702M1036 包装小
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 2590005F1308 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 2590005F2274 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」 2590005F2266 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 オキナゾールクリーム1% 2655706N1041 包装小
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 オキナゾールクリーム1% 2655706N1041 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 オキナゾールクリーム1% 2655706N1041 包装小
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 オキナゾール外用液1% 2655706Q1048 包装小
平成調剤薬局八代店 サンド オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 2499403A2068
平成調剤薬局加納店 サンド オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 2499403A2068
平成調剤薬局本店 サンド オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 2499403A2068
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 オスポロット錠50mg 1137001F1039 バラ
平成調剤薬局本店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局福光店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 富士フイルム富山化学 オゼックス点眼液0.3% 1319751Q1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 富士フイルム富山化学 オゼックス錠150 6241010F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 富士フイルム富山化学 オゼックス錠150 6241010F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 富士フイルム富山化学 オゼックス錠150 6241010F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 富士フイルム富山化学 オゼックス錠150 6241010F2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 富士フイルム富山化学 オゼックス錠150 6241010F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノボノルディスクファーマ オゼンピック皮下注0.5mgSD 2499418G2024
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ オゼンピック皮下注1.0mgSD 2499418G3020
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ オゼンピック皮下注2mg 2499418G4027
平成調剤薬局東⻑良店 ノボノルディスクファーマ オゼンピック皮下注2mg 2499418G4027
平成調剤薬局⻑良店 ノボノルディスクファーマ オゼンピック皮下注2mg 2499418G4027
平成調剤薬局金町店 アムジェン オテズラ錠30mg 3999042F3028 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 オドリック錠0.5mg 2144011F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 オドリック錠1mg 2144011F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 オノンカプセル112.5mg 4490017M1036 PTP
平成調剤薬局日野店 小野薬品工業 オノンドライシロップ10% 4490017R1033 バラ
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 オノンドライシロップ10% 4490017R1033 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 オノンドライシロップ10% 4490017R1033 バラ
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 オノンドライシロップ10% 4490017R1033 分包
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 オノンドライシロップ10% 4490017R1033 バラ
平成調剤薬局八代店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 オパルモン錠5μg 3399003F1073 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 オピセゾールコデイン液 2249103S1027 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 オピセゾールコデイン液 2249103S1027 調剤用
平成調剤薬局金町店 日医工 オピセゾールコデイン液 2249103S1027 調剤用
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム オフェブカプセル100mg 3999039M1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム オフェブカプセル150mg 3999039M2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 わかもと製薬 オフミック点眼液 1319810Q1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」 1319722Q1236 包装小
平成調剤薬局八代店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局日野店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局本店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局笠松店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品 オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 1319722Q1287 包装小
平成調剤薬局川部店 東亜薬品 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 1319722M1064 包装小
平成調剤薬局本店 セオリアファーマ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 1329706Q1055 包装小
平成調剤薬局金町店 セオリアファーマ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 1329706Q1055 包装小
平成調剤薬局鏡島店 セオリアファーマ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 1329706Q1055 包装小
平成調剤薬局加納店 ヤンセンファーマ オプスミット錠10mg 2190035F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 ヤンセンファーマ オプスミット錠10mg 2190035F1021 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 2189019M1047 包装小
平成調剤薬局金町店 陽進堂 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 2189019M1047 包装小
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
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平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2189019M1055 分包
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 2329022H2198 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 2329022H2198 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 オメプラゾール錠10mg「MED」 2329022H2180 PTP
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 オメプラゾール錠10mg「TSU」 2329022H2139 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 オメプラゾール錠10mg「アメル」 2329022H2082 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 オメプラゾール錠10mg「トーワ」 2329022H2201 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 オメプラゾール錠20mg「MED」 2329022H1213 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 2329022H1230 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 オメプラゾール錠20「SW」 2329022H1094 PTP
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ オメプラール錠10 2329022H2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 太陽ファルマ オメプラール錠10 2329022H2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ オメプラール錠10 2329022H2023 PTP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ オメプラール錠10 2329022H2023 PTP
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ オメプラール錠20 2329022H1043 PTP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ オメプラール錠20 2329022H1043 PTP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ オメプラール錠20 2329022H1043 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ オラスポア小児用ドライシロップ10% 6132006R1093 バラ
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン オラセフ錠250mg 6132010F1034 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工岐阜工場 オラドールSトローチ0.5mg 2399712E1045 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工岐阜工場 オラドールSトローチ0.5mg 2399712E1045 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工岐阜工場 オラドールSトローチ0.5mg 2399712E1045 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工岐阜工場 オラドールSトローチ0.5mg 2399712E1045 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工岐阜工場 オラドールSトローチ0.5mg 2399712E1045 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工岐阜工場 オラドールトローチ0.5mg 2399712E1053 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工岐阜工場 オラドールトローチ0.5mg 2399712E1053 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工岐阜工場 オラドールトローチ0.5mg 2399712E1053 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工岐阜工場 オラドールトローチ0.5mg 2399712E1053 PTP
平成調剤薬局笠松店 そーせい オラビ錠口腔用50mg 6290704D1026 バラ
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 1179044F9020 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 オランザピンOD錠10mg「アメル」 1179044F5067 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ オランザピンOD錠10mg「テバ」 1179044F5091 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ダイト オランザピンOD錠10mg「ファイザー」 1179044F5130 PTP
平成調剤薬局金町店 ダイト オランザピンOD錠10mg「ファイザー」 1179044F5130 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠10mg「明治」 1179044F5148 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」 1179044F6152 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」 1179044F6152 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ オランザピンOD錠2.5mg「テバ」 1179044F6098 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ オランザピンOD錠2.5mg「テバ」 1179044F6098 PTP
平成調剤薬局川部店 ダイト オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」 1179044F6110 PTP
平成調剤薬局茜部店 ダイト オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」 1179044F6110 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠2.5mg「明治」 1179044F6128 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠2.5mg「明治」 1179044F6128 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD オランザピンOD錠5mg「VTRS」 1179044F4168 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD オランザピンOD錠5mg「VTRS」 1179044F4168 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ オランザピンOD錠5mg「テバ」 1179044F4095 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ダイト オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 1179044F4133 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 ダイト オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 1179044F4133 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠5mg「明治」 1179044F4141 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠5mg「明治」 1179044F4141 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠5mg「明治」 1179044F4141 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ オランザピンOD錠5mg「明治」 1179044F4141 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 オランザピン細粒1%「トーワ」 1179044C1073 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ オランザピン細粒1%「ヨシトミ」 1179044C1120 バラ
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 オランザピン錠1.25mg「アメル」 1179044F7027 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 オランザピン錠1.25mg「アメル」 1179044F7027 PTP
平成調剤薬局本店 ダイト オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 1179044F1185 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 オランザピン錠20mg「アメル」 1179044F8040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 オランザピン錠20mg「アメル」 1179044F8040 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 オランザピン錠20mg「アメル」 1179044F8040 PTP
平成調剤薬局八代店 丸石製薬 オリブ油 7121704X1300 調剤用
平成調剤薬局川部店 吉田製薬 オリブ油「ヨシダ」 7121704X1407 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 吉田製薬 オリブ油「ヨシダ」 7121704X1407 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン オルケディア錠1mg 3999044F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン オルケディア錠1mg 3999044F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン オルケディア錠1mg 3999044F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン オルケディア錠2mg 3999044F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン オルケディア錠2mg 3999044F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン オルケディア錠2mg 3999044F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン オルケディア錠2mg 3999044F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 サンファーマ オルセノン軟膏0.25% 2699702M1034 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ オルセノン軟膏0.25% 2699702M1034 包装小
平成調剤薬局八代店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局川部店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局笠松店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局茜部店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局金町店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ビーブランド・メディコ・デンタル オルテクサー口腔用軟膏0.1% 2399707M1057 包装小
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 2290702G3028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 2290702G3028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 2290702G3028 包装小
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー オルミエント錠4mg 3999043F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 2149044F5038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド オルメサルタンOD錠10mg「EE」 2149044F5046 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド オルメサルタンOD錠10mg「EE」 2149044F5046 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド オルメサルタンOD錠10mg「EE」 2149044F5046 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 バラ
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 2149044F6034 PTP
平成調剤薬局加納店 エルメッド オルメサルタンOD錠20mg「EE」 2149044F6042 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド オルメサルタンOD錠20mg「EE」 2149044F6042 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 2149044F7030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 2149044F7030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 2149044F7030 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 2149044F7030 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 2149044F7030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド オルメサルタンOD錠40mg「EE」 2149044F7049 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド オルメサルタンOD錠40mg「EE」 2149044F7049 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 2149044F8037 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 2149044F8037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 2149044F8037 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 2149044F8037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 2149044F8037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド オルメサルタンOD錠5mg「EE」 2149044F8045 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド オルメサルタンOD錠5mg「EE」 2149044F8045 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ オルメサルタン錠10mg「杏林」 2149044F1083 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 オルメテックOD錠10mg 2149044F5020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 オルメテックOD錠10mg 2149044F5020 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 オルメテックOD錠10mg 2149044F5020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 オルメテックOD錠10mg 2149044F5020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠10mg 2149044F5020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠20mg 2149044F6026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 オルメテックOD錠40mg 2149044F7022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠40mg 2149044F7022 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 オルメテックOD錠40mg 2149044F7022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠5mg 2149044F8029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 オルメテックOD錠5mg 2149044F8029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 3999429G2024
平成調剤薬局鏡島店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 3999429G2024
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 4490025F3069 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 4490025F3069 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 4490025F3069 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 4490025F3069 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 4490025F3069 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ファイザー」 4490025F3131 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ファイザー」 4490025F3131 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 4490025F4154 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 4490025F4065 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 4490025F1058 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 4490025F1058 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局川部店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局金町店 エルメッド オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 4490025F2054 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 4490025F2119 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 4490025F2259 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 4490025F2240 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局川部店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 バラ
平成調剤薬局福光店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局金町店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 4490025D1030 分包
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平成調剤薬局八代店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局加納店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局川部店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局日野店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局本店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局福光店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局金町店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンド オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 1319752Q1067 包装小
平成調剤薬局川部店 協和キリン オングリザ錠2.5mg 3969017F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン オングリザ錠2.5mg 3969017F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン オングリザ錠5mg 3969017F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン オングリザ錠5mg 3969017F2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン オングリザ錠5mg 3969017F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン オングリザ錠5mg 3969017F2024 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン オングリザ錠5mg 3969017F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ オンブレス吸入用カプセル150μg 2259710G1020 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ オンブレス吸入用カプセル150μg 2259710G1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ オンブレス吸入用カプセル150μg 2259710G1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ オンブレス吸入用カプセル150μg 2259710G1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ オンブレス吸入用カプセル150μg 2259710G1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠125SS 6139100F1048 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠125SS 6139100F1048 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン オーグメンチン配合錠250RS 6139100F2044 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大杉製薬 オースギ五⻁湯エキス錠 5200044F1022 分包
平成調剤薬局日野店 大杉製薬 オースギ大⻩⽢草湯エキスG 5200090D1021 分包
平成調剤薬局茜部店 大杉製薬 オースギ大⻩⽢草湯エキスT錠 5200090F1022 分包
平成調剤薬局⻑良店 大杉製薬 オースギ大⻩⽢草湯エキスT錠 5200090F1022 分包
平成調剤薬局市役所前店 高砂薬業 オースギ安中散料エキスT錠 5200001F1024 分包
平成調剤薬局岐大前店 大杉製薬 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 5200111F1026 分包
平成調剤薬局市役所前店 大杉製薬 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 5200111F1026 分包
平成調剤薬局東⻑良店 大杉製薬 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 5200111F1026 分包
平成調剤薬局茜部店 大杉製薬 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 5200111F1026 分包
平成調剤薬局福光店 大杉製薬 オースギ葛根湯エキスG 5200013D1026 分包
平成調剤薬局市役所前店 大杉製薬 オースギ⻩連解毒湯エキスT錠 5200011F1028 分包
平成調剤薬局岐大前店 鶴原製薬 オーネスST配合錠 2339235F1034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 オーネスST配合錠 2339235F1034 PTP
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 オーネスST配合錠 2339235F1034 PTP
平成調剤薬局本店 藤本製薬 カイロック細粒40% 2325001C2092 分包
平成調剤薬局本店 藤本製薬 カイロック細粒40% 2325001C2092 バラ
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ カソデックス錠80mg 4291009F1039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム カタプレス錠75μg 2149001F1034 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム カタプレス錠75μg 2149001F1034 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム カタプレス錠75μg 2149001F1034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 千寿製薬 カタリンK点眼用0.005% 1319706Q1075 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 カタリンK点眼用0.005% 1319706Q1075 包装小
平成調剤薬局茜部店 千寿製薬 カタリンK点眼用0.005% 1319706Q1075 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 カタリンK点眼用0.005% 1319706Q1075 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 カタリン点眼用0.005% 1319706Q2039 包装小
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 カデチア配合錠HD「あすか」 2149111F2032 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カデチア配合錠HD「あすか」 2149111F2032 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 カデチア配合錠HD「あすか」 2149111F2032 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カデチア配合錠HD「あすか」 2149111F2032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カデチア配合錠HD「あすか」 2149111F2032 PTP
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平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ カデチア配合錠HD「テバ」 2149111F2040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ カデチア配合錠HD「テバ」 2149111F2040 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ カデチア配合錠LD「テバ」 2149111F1044 PTP
平成調剤薬局川部店 スミス・アンド・ネフュー カデックス軟膏0.9% 2699704M1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 スミス・アンド・ネフュー カデックス軟膏0.9% 2699704M1025 包装小
平成調剤薬局金町店 スミス・アンド・ネフュー カデックス軟膏0.9% 2699704M1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠1番 2190101F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠2番 2190102F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠3番 2190103F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠3番 2190103F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠4番 2190104F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠4番 2190104F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠4番 2190104F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 カデュエット配合錠4番 2190104F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 カナグル錠100mg 3969022F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ カナマイシンカプセル250mg「明治」 6123003M1042 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 カナリア配合錠 3969106F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー カバサール錠0.25mg 1169011F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー カバサール錠1.0mg 1169011F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 マイラン製薬 カフコデN配合錠 2229114F2039 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 カフコデN配合錠 2229114F2039 PTP
平成調剤薬局金町店 マイラン製薬 カフコデN配合錠 2229114F2039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 カプトプリル錠25mg「日医工」 2144001F2131 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ カプトリル錠25mg 2144001F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本化薬 カペシタビン錠300mg「NK」 4223005F1081 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カペシタビン錠300mg「トーワ」 4223005F1049 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 カボメティクス錠20mg 4291064F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カムシア配合錠HD「あすか」 2149116F2035 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ カムシア配合錠HD「ニプロ」 2149116F2051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ カムシア配合錠HD「ニプロ」 2149116F2051 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ カムシア配合錠HD「ニプロ」 2149116F2051 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロ カムシア配合錠HD「ニプロ」 2149116F2051 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カムシア配合錠LD「あすか」 2149116F1039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ カムシア配合錠LD「ニプロ」 2149116F1055 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ カムシア配合錠LD「ニプロ」 2149116F1055 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ カムシア配合錠LD「ニプロ」 2149116F1055 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロ カムシア配合錠LD「ニプロ」 2149116F1055 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 3999003F1408 PTP
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平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 3999003F1319 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 3999003F1319 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 3999003F1319 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 3999003F1319 PTP
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」 3999003F1386 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」 3999003F1386 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 3999003F1351 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 3999003F1351 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 3999003F1351 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 3999003F1360 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 3999003F1360 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 3999003F1335 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 3999003F1335 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 3999003F1335 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 2491001F5161 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 2491001F5161 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 2491001F5161 PTP
平成調剤薬局茜部店 東菱薬品工業 カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 2491001F5200 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東菱薬品工業 カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 2491001F5200 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」 2491001F5226 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 2491001F6222 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 2491001F6192 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 カリメートドライシロップ92.59% 2190016R2021 分包
平成調剤薬局川部店 興和 カリメート散 2190016X1105 分包
平成調剤薬局太郎丸店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局本店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局福光店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局茜部店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 カリメート経口液20% 2190016S1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 カルグート錠10 2119004F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 カルグート錠10 2119004F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 カルグート錠10 2119004F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 カルグート錠10 2119004F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 カルコーパ配合錠L100 1169101F1154 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 3112004M1201 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 3112004M1228 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 3112004M1228 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 3112004M1228 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 3112004M1228 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 3112004M2232 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 カルスロット錠10 2149027F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 カルスロット錠20 2149027F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 カルタンOD錠500mg 2190024F4022 PTP
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 カルタンOD錠500mg 2190024F4022 バラ
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 カルタン錠500 2190024F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 カルタン錠500 2190024F1023 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 カルチコール末 3213001X1045 バラ
平成調剤薬局茜部店 日医工 カルチコール末 3213001X1045 バラ
平成調剤薬局川部店 わかもと製薬 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 1319701Q4039 包装小
平成調剤薬局金町店 わかもと製薬 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 1319701Q4039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 カルデナリンOD錠2mg 2149026F7024 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠0.5mg 2149026F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠1mg 2149026F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠1mg 2149026F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠1mg 2149026F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠1mg 2149026F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠1mg 2149026F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠2mg 2149026F3029 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠2mg 2149026F3029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠2mg 2149026F3029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 カルデナリン錠4mg 2149026F4025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 カルナクリンカプセル25 2491001M3044 PTP
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平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 カルナクリン錠25 2491001F5056 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 カルナクリン錠25 2491001F5056 PTP
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 カルナクリン錠25 2491001F5056 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 カルナクリン錠50 2491001F6060 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 3321002F2412 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」 3321002B1155 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 3321002F1114 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 3321002F1114 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 3321002F1114 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 3321002F1114 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 3321002F2404 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 3321002F2404 PTP
平成調剤薬局日野店 藤永製薬 カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 1139002C1090 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 1139002F2042 PTP
平成調剤薬局金町店 藤永製薬 カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 1139002F2050 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ カルビスケン錠5mg 2123009F3096 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 カルブロック錠16mg 2149043F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 カルブロック錠16mg 2149043F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 カルブロック錠16mg 2149043F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 カルブロック錠8mg 2149043F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 カルブロック錠8mg 2149043F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 2679701Q1080 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 2149032F3032 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 2149032F3032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 2149032F3032 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 2149032F3032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 2149032F3032 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ カルベジロール錠10mg「DSEP」 2149032F1170 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ カルベジロール錠10mg「DSEP」 2149032F1170 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ カルベジロール錠10mg「DSEP」 2149032F1170 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ カルベジロール錠10mg「DSEP」 2149032F1170 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 カルベジロール錠10mg「サワイ」 2149032F1099 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 カルベジロール錠10mg「トーワ」 2149032F1129 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー カルベジロール錠10mg「ファイザー」 2149032F1110 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー カルベジロール錠10mg「ファイザー」 2149032F1110 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 2149032F4128 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 2149032F4128 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 2149032F4128 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 2149032F4128 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2149032F4039 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」 2149032F4101 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ カルベジロール錠20mg「DSEP」 2149032F2176 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ カルベジロール錠20mg「DSEP」 2149032F2176 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カルベジロール錠20mg「トーワ」 2149032F2125 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 カルベジロール錠20mg「トーワ」 2149032F2125 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー カルベジロール錠20mg「ファイザー」 2149032F2117 PTP
平成調剤薬局八代店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局加納店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局川部店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局日野店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局本店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局福光店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局金町店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 カルボシステインDS50%「タカタ」 2233002R2037 バラ
平成調剤薬局福光店 大興製薬 カルボシステインシロップ5%「JG」 2233002Q1116 調剤用
平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局日野店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局茜部店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 2233002Q1140 調剤用
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 2233002Q1132 調剤用
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工岐阜工場 カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 バラ
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 2233002R2053 バラ
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 2233002R2053 バラ
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 2233002R2053 分包
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 2233002C1089 分包
平成調剤薬局茜部店 鶴原製薬 カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 2233002C1089 分包
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック カルボシステイン錠250mg「JG」 2233002F1328 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工岐阜工場 カルボシステイン錠250mg「NIG」 2233002F1352 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
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平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 2233002F1280 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 2233002F1344 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ カルボシステイン錠250mg「テバ」 2233002F1301 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ カルボシステイン錠250mg「テバ」 2233002F1301 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 2233002F1298 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 2233002F1298 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 2233002F1298 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 2233002F2103 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 2233002F2162 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 2233002F2111 PTP
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナールシロップ2% 1141007Q1048 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 ジーシー昭和薬品 カロナール坐剤100 1141700J2050 包装小
平成調剤薬局福光店 ジーシー昭和薬品 カロナール坐剤100 1141700J2050 包装小
平成調剤薬局福光店 ジーシー昭和薬品 カロナール坐剤200 1141700J3048 包装小
平成調剤薬局笠松店 ジーシー昭和薬品 カロナール坐剤200 1141700J3048 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ジーシー昭和薬品 カロナール坐剤200 1141700J3048 包装小
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール坐剤400 1141700J4028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール坐剤400 1141700J4028 包装小
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール坐剤400 1141700J4028 包装小
平成調剤薬局茜部店 あゆみ製薬 カロナール坐剤400 1141700J4028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール坐剤400 1141700J4028 包装小
平成調剤薬局八代店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 分包
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局茜部店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局鏡島店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール細粒20% 1141007C1075 バラ
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 分包
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局鏡島店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール細粒50% 1141007C2020 バラ
平成調剤薬局八代店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局日野店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局茜部店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠200 1141007F1063 PTP
平成調剤薬局八代店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局日野店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠300 1141007F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局日野店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局福光店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局笠松店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局茜部店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局金町店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あゆみ製薬 カロナール錠500 1141007F3023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 2149040F6044 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 カンデサルタン錠12mg「あすか」 2149040F4033 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 カンデサルタン錠12mg「あすか」 2149040F4033 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カンデサルタン錠12mg「あすか」 2149040F4033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠12mg「あすか」 2149040F4033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カンデサルタン錠12mg「サワイ」 2149040F4238 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 カンデサルタン錠12mg「サワイ」 2149040F4238 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠2mg「あすか」 2149040F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 2149040F1379 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 カンデサルタン錠4mg「YD」 2149040F2146 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 2149040F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カンデサルタン錠4mg「サワイ」 2149040F2235 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 カンデサルタン錠4mg「サワイ」 2149040F2235 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 2149040F2375 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 カンデサルタン錠8mg「あすか」 2149040F3037 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 2149040F3215 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 カンデサルタン錠8mg「サワイ」 2149040F3231 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 カンデサルタン錠8mg「サワイ」 2149040F3231 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 カンデサルタン錠8mg「サワイ」 2149040F3231 バラ
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 2149040F3371 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 2149040F3371 PTP
平成調剤薬局加納店 キッセイ薬品工業 ガスコンドロップ内用液2% 2318001Q1080 調剤用
平成調剤薬局本店 キッセイ薬品工業 ガスコン散10% 2318001B1037 バラ
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局加納店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局日野店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局福光店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局茜部店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠40mg 2318001F1063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠80mg 2318001F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠80mg 2318001F3023 PTP
平成調剤薬局金町店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠80mg 2318001F3023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 ガスコン錠80mg 2318001F3023 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局笠松店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ ガスターD錠10mg 2325003F3035 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局笠松店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ ガスターD錠20mg 2325003F4031 PTP
平成調剤薬局笠松店 LTLファーマ ガスター錠10mg 2325003F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ ガスター錠10mg 2325003F1024 PTP
平成調剤薬局本店 LTLファーマ ガスター錠20mg 2325003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ガストローム顆粒66.7% 2329026D1031 分包
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ガストローム顆粒66.7% 2329026D1031 バラ
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 ガストローム顆粒66.7% 2329026D1031 分包
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ガストローム顆粒66.7% 2329026D1031 分包
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 ガストローム顆粒66.7% 2329026D1031 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ガスモチン散1% 2399010B1034 バラ
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ガスモチン散1% 2399010B1034 分包
平成調剤薬局本店 住友ファーマ ガスモチン散1% 2399010B1034 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ガスモチン散1% 2399010B1034 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ガスモチン錠2.5mg 2399010F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ ガスモチン錠5mg 2399010F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ガスロンN・OD錠2mg 2329020F3020 PTP
平成調剤薬局日野店 日本新薬 ガスロンN・OD錠2mg 2329020F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 ガスロンN・OD錠2mg 2329020F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 ガスロンN・OD錠2mg 2329020F3020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 ガスロンN・OD錠2mg 2329020F3020 PTP
平成調剤薬局八代店 日本新薬 ガスロンN・OD錠4mg 2329020F4026 PTP
平成調剤薬局本店 日本新薬 ガスロンN・OD錠4mg 2329020F4026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 ガスロンN・OD錠4mg 2329020F4026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ガスロンN錠2mg 2329020F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ガスロンN錠2mg 2329020F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 ガスロンN錠2mg 2329020F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ガスロンN錠4mg 2329020F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ガスロンN錠4mg 2329020F2023 PTP
平成調剤薬局本店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 ガチフロ点眼液0.3% 1319749Q1030 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD ガナトン錠50mg 2399008F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 マイランEPD ガナトン錠50mg 2399008F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD ガナトン錠50mg 2399008F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD ガナトン錠50mg 2399008F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 富士製薬工業 ガバペン錠200mg 1139007F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 富士製薬工業 ガバペン錠200mg 1139007F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 富士製薬工業 ガバペン錠200mg 1139007F1022 PTP
平成調剤薬局本店 富士製薬工業 ガバペン錠200mg 1139007F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 富士製薬工業 ガバペン錠200mg 1139007F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 1190019F6038 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 1190019F6070 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠4mg「アメル」 1190019F4060 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠4mg「アメル」 1190019F4060 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠4mg「アメル」 1190019F4060 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠4mg「アメル」 1190019F4060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠4mg「アメル」 1190019F4060 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 1190019F4078 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロ ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」 1190019F4116 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 1190019F5031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 バラ
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ガランタミンOD錠8mg「アメル」 1190019F5066 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 1190019F5074 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロ ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」 1190019F5112 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エルメッド ガランタミンOD錠8mg「日医工」 1190019F5104 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 2900002F5304 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 キサラタン点眼液0.005% 1319739Q1037 包装小
平成調剤薬局加納店 サンドファーマ キシロカイン液「4%」 1214700Q1033 包装小
平成調剤薬局川部店 サンドファーマ キシロカイン液「4%」 1214700Q1033 包装小
平成調剤薬局金町店 サンドファーマ キシロカイン液「4%」 1214700Q1033 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 キックリンカプセル250mg 2190032M1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 キックリンカプセル250mg 2190032M1027 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 キックリンカプセル250mg 2190032M1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 キックリン顆粒86.2% 2190032D1027 バラ
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ キネダック錠50mg 3999013F1231 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 キプレスチュアブル錠5mg 4490026F1044 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 キプレスチュアブル錠5mg 4490026F1044 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 キプレスチュアブル錠5mg 4490026F1044 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 キプレス細粒4mg 4490026C1021 分包
平成調剤薬局本店 杏林製薬 キプレス細粒4mg 4490026C1021 分包
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 キプレス錠10mg 4490026F2040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 キプレス錠10mg 4490026F2040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 キプレス錠10mg 4490026F2040 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 キャブピリン配合錠 3399103F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 キャベジンUコーワ配合散 2329125B1034 分包
平成調剤薬局市役所前店 興和 キャベジンUコーワ錠25mg 2321001F1042 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ キュバール100エアゾール 2259703Y1025 包装小
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ キュバール100エアゾール 2259703Y1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ キュバール100エアゾール 2259703Y1025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 キョウニン水「ケンエー」 2241001X1045 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 健栄製薬 キョウニン水「ケンエー」 2241001X1045 調剤用
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 キョウニン水「ケンエー」 2241001X1045 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 キョーリンAP2配合顆粒 1149108D1039 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 キョーリンAP2配合顆粒 1149108D1039 バラ
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン キンダベート軟膏0.05% 2646722M1100 包装小
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ ギャバロン錠10mg 1249006F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ ギャバロン錠5mg 1249006F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ ギャバロン錠5mg 1249006F1020 PTP
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ ギャバロン錠5mg 1249006F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ ギャバロン錠5mg 1249006F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 クアゼパム錠15mg「トーワ」 1124030F1061 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 1179042C1090 バラ
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 1179042C1090 バラ
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 1179042C1090 バラ
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ クエチアピン錠100mg「DSEP」 1179042F2042 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ クエチアピン錠100mg「DSEP」 1179042F2042 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ クエチアピン錠100mg「DSEP」 1179042F2042 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD クエチアピン錠100mg「VTRS」 1179042F2220 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 1179042F4029 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ クエチアピン錠12.5mg「明治」 1179042F4045 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ クエチアピン錠12.5mg「明治」 1179042F4045 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ クエチアピン錠12.5mg「明治」 1179042F4045 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ クエチアピン錠200mg「DSEP」 1179042F3049 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 バラ
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 バラ
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平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ クエチアピン錠25mg「DSEP」 1179042F1046 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD クエチアピン錠25mg「VTRS」 1179042F1216 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD クエチアピン錠25mg「VTRS」 1179042F1216 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD クエチアピン錠25mg「VTRS」 1179042F1216 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 クエチアピン錠25mg「サワイ」 1179042F1119 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー クエチアピン錠25mg「ファイザー」 1179042F1186 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー クエチアピン錠25mg「ファイザー」 1179042F1186 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー クエチアピン錠25mg「ファイザー」 1179042F1186 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー クエチアピン錠25mg「ファイザー」 1179042F1186 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 1179042F1208 バラ
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ クエチアピン錠25mg「明治」 1179042F1194 PTP
平成調剤薬局川部店 日本薬品工業 クエンメット配合散 3949101A1190 分包
平成調剤薬局本店 日本薬品工業 クエンメット配合散 3949101A1190 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日本薬品工業 クエンメット配合散 3949101A1190 分包
平成調剤薬局八代店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局川部店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局日野店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本薬品工業 クエンメット配合錠 3949101F1120 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 3222013F1149 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工岐阜工場 クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 3222013F1181 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 3222013F1157 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 3222013F1173 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局日野店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局笠松店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 3222013D1075 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 クラシエ製薬 クラシエ乙字湯エキス細粒 5200012C1069 分包
平成調剤薬局川部店 クラシエ製薬 クラシエ乙字湯エキス細粒 5200012C1069 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ乙字湯エキス細粒 5200012C1069 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ五苓散料エキス細粒 5200048C1075 分包
平成調剤薬局本店 クラシエ製薬 クラシエ五苓散料エキス細粒 5200048C1075 分包
平成調剤薬局東⻑良店 クラシエ製薬 クラシエ五苓散料エキス細粒 5200048C1075 分包
平成調剤薬局太郎丸店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局岐大前店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局川部店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局日野店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局本店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局東⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局福光店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局茜部店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局金町店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局鏡島店 大峰堂薬品工業 クラシエ五苓散料エキス錠 5200048F1063 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ八味地⻩丸料エキス錠 5200121F1046 SP
平成調剤薬局八代店 クラシエ製薬 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040 分包
平成調剤薬局太郎丸店 クラシエ製薬 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040 分包
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平成調剤薬局東⻑良店 クラシエ製薬 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040 分包
平成調剤薬局金町店 クラシエ製薬 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040 分包
平成調剤薬局⻑良店 クラシエ製薬 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040 分包
平成調剤薬局八代店 大峰堂薬品工業 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 5200016F1039 SP
平成調剤薬局日野店 クラシエ製薬 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 5200017C1061 分包
平成調剤薬局東⻑良店 クラシエ製薬 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 5200017C1061 分包
平成調剤薬局八代店 大峰堂薬品工業 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 5200070F1033 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 5200070F1033 SP
平成調剤薬局金町店 大峰堂薬品工業 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 5200070F1033 SP
平成調剤薬局笠松店 クラシエ製薬 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 5200122C1079 分包
平成調剤薬局岐大前店 大峰堂薬品工業 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 5200122F1067 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 5200122F1067 SP
平成調剤薬局東⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 5200122F1067 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 5200123F1053 SP
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 5200093C1070 分包
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ大柴胡湯エキス錠 5200093F1069 SP
平成調剤薬局加納店 大峰堂薬品工業 クラシエ小⻘⻯湯エキス錠 5200075F1052 SP
平成調剤薬局岐大前店 大峰堂薬品工業 クラシエ小⻘⻯湯エキス錠 5200075F1052 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ小⻘⻯湯エキス錠 5200075F1052 SP
平成調剤薬局八代店 大峰堂薬品工業 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 5200140C1042 分包
平成調剤薬局本店 大峰堂薬品工業 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 5200140C1042 分包
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス錠 5200050F1044 SP
平成調剤薬局鏡島店 大峰堂薬品工業 クラシエ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス錠 5200050F1044 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 5200051F1049 SP
平成調剤薬局日野店 大峰堂薬品工業 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 5200051F1049 SP
平成調剤薬局⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 5200051F1049 SP
平成調剤薬局川部店 大峰堂薬品工業 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 5200032F1046 SP
平成調剤薬局日野店 大峰堂薬品工業 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 5200032F1046 SP
平成調剤薬局鏡島店 大峰堂薬品工業 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 5200038F1051 SP
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 5200106C1053 分包
平成調剤薬局太郎丸店 大峰堂薬品工業 クラシエ桃核承気湯エキス錠 5200106F1041 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ桃核承気湯エキス錠 5200106F1041 SP
平成調剤薬局東⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ桃核承気湯エキス錠 5200106F1041 SP
平成調剤薬局鏡島店 大峰堂薬品工業 クラシエ桃核承気湯エキス錠 5200106F1041 SP
平成調剤薬局福光店 大峰堂薬品工業 クラシエ⽩⻁加人参湯エキス錠 5200125F1036 SP
平成調剤薬局岐大前店 クラシエ製薬 クラシエ芍薬⽢草湯エキス細粒 5200067C1060 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ芍薬⽢草湯エキス細粒 5200067C1060 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ苓桂朮⽢湯エキス細粒 5200145C1070 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ葛根湯エキス細粒 5200013C1080 分包
平成調剤薬局日野店 クラシエ製薬 クラシエ葛根湯エキス細粒 5200013C1080 分包
平成調剤薬局笠松店 クラシエ製薬 クラシエ葛根湯エキス細粒 5200013C1080 分包
平成調剤薬局岐大前店 大峰堂薬品工業 クラシエ葛根湯エキス錠T 5200013F1051 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ葛根湯エキス錠T 5200013F1051 SP
平成調剤薬局東⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ葛根湯エキス錠T 5200013F1051 SP
平成調剤薬局八代店 クラシエ製薬 クラシエ補中益気湯エキス細粒 5200131C1078 分包
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ補中益気湯エキス細粒 5200131C1078 分包
平成調剤薬局福光店 クラシエ製薬 クラシエ補中益気湯エキス細粒 5200131C1078 分包
平成調剤薬局鏡島店 クラシエ製薬 クラシエ補中益気湯エキス細粒 5200131C1078 分包
平成調剤薬局八代店 大峰堂薬品工業 クラシエ防已⻩耆湯エキス錠 5200129F1042 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ防已⻩耆湯エキス錠 5200129F1042 SP
平成調剤薬局八代店 大峰堂薬品工業 クラシエ防風通聖散エキス錠 5200130F1037 SP
平成調剤薬局岐大前店 大峰堂薬品工業 クラシエ防風通聖散エキス錠 5200130F1037 SP
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ防風通聖散エキス錠 5200130F1037 SP
平成調剤薬局東⻑良店 大峰堂薬品工業 クラシエ防風通聖散エキス錠 5200130F1037 SP
平成調剤薬局笠松店 大峰堂薬品工業 クラシエ防風通聖散エキス錠 5200130F1037 SP
平成調剤薬局市役所前店 クラシエ製薬 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 5200130C1065 分包
平成調剤薬局日野店 クラシエ製薬 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 5200130C1065 分包
平成調剤薬局福光店 クラシエ製薬 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 5200130C1065 分包
平成調剤薬局市役所前店 大峰堂薬品工業 クラシエ⻩連解毒湯エキス錠 5200011F1052 SP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン クラバモックス小児用配合ドライシロップ 6139100R1036 分包
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン クラバモックス小児用配合ドライシロップ 6139100R1036 分包
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン クラバモックス小児用配合ドライシロップ 6139100R1036 分包
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン クラバモックス小児用配合ドライシロップ 6139100R1036 分包
平成調剤薬局本店 第一三共 クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL 6241402G1024
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 クラビット点眼液0.5% 1319742Q1039 包装小
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平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 クラビット点眼液1.5% 1319742Q2027 包装小
平成調剤薬局八代店 第一三共 クラビット錠250mg 6241013F2020 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 クラビット錠250mg 6241013F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 クラビット錠250mg 6241013F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 クラビット錠250mg 6241013F2020 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 クラビット錠500mg 6241013F3027 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ケミファ クラリシッド錠200mg 6149003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ クラリシッド錠200mg 6149003F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ケミファ クラリシッド錠200mg 6149003F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ケミファ クラリシッド錠200mg 6149003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 クラリスドライシロップ10%小児用 6149003R1143 バラ
平成調剤薬局福光店 大正製薬 クラリスドライシロップ10%小児用 6149003R1143 バラ
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 6149003R1046 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局川部店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局日野店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局本店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 6149003R1062 バラ
平成調剤薬局福光店 セオリアファーマ クラリスロマイシン錠200mg「CEO」 6149003F2275 PTP
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 6149003F2054 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 6149003F2054 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 6149003F2070 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 6149003F2100 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 6149003F2127 PTP
平成調剤薬局八代店 高田製薬 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 6149003F2135 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 6149003F2135 PTP
平成調剤薬局本店 高田製薬 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 6149003F2135 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 6149003F2135 PTP
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 6149003F2135 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 6149003F2208 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トクホン クラリスロマイシン錠200mg「大正」 6149003F2283 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 6149003F2143 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 6149003F2143 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 6149003F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 6149003F1058 PTP
平成調剤薬局八代店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局日野店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局福光店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
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平成調剤薬局茜部店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 クラリス錠200 6149003F2038 PTP
平成調剤薬局福光店 大正製薬 クラリス錠50小児用 6149003F1031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 クラリス錠50小児用 6149003F1031 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 クラリチンドライシロップ1% 4490027R1029 SP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 クラリチンドライシロップ1% 4490027R1029 SP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 クラリチンレディタブ錠10mg 4490027F2029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 クラリチン錠10mg 4490027F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 同仁医薬化工 クリアナール内用液8% 2233004S1023 調剤用
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 クリアナール錠200mg 2233004F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 クリアミン配合錠A1.0 1149109F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 クリアミン配合錠S0.5 1149115F1030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 クリアミン配合錠S0.5 1149115F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 2634713M1054 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 2634713M1054 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 2634713M1054 包装小
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局日野店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ クレストールOD錠2.5mg 2189017F3025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ クレストールOD錠5mg 2189017F4021 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ クレストールOD錠5mg 2189017F4021 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ クレストールOD錠5mg 2189017F4021 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ クレストール錠2.5mg 2189017F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ クレストール錠5mg 2189017F2029 PTP
平成調剤薬局八代店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局加納店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
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平成調剤薬局岐大前店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局川部店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局本店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局福光店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局茜部店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局金町店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 科研製薬 クレナフィン爪外用液10% 6290702Q1029 包装小
平成調剤薬局加納店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 バラ
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 分包
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 分包
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 バラ
平成調剤薬局金町店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 分包
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 クレマスチンDS0.1%「タカタ」 4419008R1136 バラ
平成調剤薬局八代店 クレハ クレメジン細粒分包2g 3929003C1067 分包
平成調剤薬局加納店 クレハ クレメジン細粒分包2g 3929003C1067 分包
平成調剤薬局川部店 クレハ クレメジン細粒分包2g 3929003C1067 分包
平成調剤薬局本店 クレハ クレメジン細粒分包2g 3929003C1067 分包
平成調剤薬局加納店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局太郎丸店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局岐大前店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局川部店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局市役所前店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局本店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局福光店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局⻑良店 クレハ クレメジン速崩錠500mg 3929003F1020 SP
平成調剤薬局八代店 原沢製薬工業 クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 2259006F1098 PTP
平成調剤薬局⻑良店 原沢製薬工業 クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 2259006F1098 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ クロザリル錠100mg 1179049F2028 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ クロザリル錠25mg 1179049F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ クロタミトンクリーム10%「タイヨー」 2649722N1035 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 1179012F2050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 1179012F2050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 鶴原製薬 クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 1179012F1177 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 1179012F1134 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 1179012F1150 PTP
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 2655700N1192 包装小
平成調剤薬局市役所前店 富士製薬工業 クロトリマゾール腟錠100mg「F」 2529702H1087 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 3399008F1114 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD クロピドグレル錠25mg「VTRS」 3399008F1351 PTP
平成調剤薬局市役所前店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 3399008F1343 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 3399008F1343 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 3399008F1343 PTP
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平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 3399008F1343 PTP
平成調剤薬局金町店 マイラン製薬 クロピドグレル錠25mg「ファイザー」 3399008F1300 PTP
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬販売 クロピドグレル錠25mg「モチダ」 3399008F1327 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 3399008F2110 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD クロピドグレル錠75mg「VTRS」 3399008F2358 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 クロピドグレル錠75mg「YD」 3399008F2145 PTP
平成調剤薬局八代店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 3399008F2340 バラ
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 3399008F2340 PTP
平成調剤薬局市役所前店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 3399008F2340 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 3399008F2340 PTP
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 3399008F2340 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 3399008F2200 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 3399008F2200 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 3399008F2200 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ クロピドグレル錠75mg「テバ」 3399008F2250 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイラン製薬 クロピドグレル錠75mg「ファイザー」 3399008F2307 PTP
平成調剤薬局金町店 高田製薬 クロピドグレル錠75mg「明治」 3399008F2315 PTP
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 クロピドグレル錠75mg「明治」 3399008F2315 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ クロフェドリンS配合錠 2229101F1051 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 2646722N1041 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 2646722N1041 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 2646722Q1064 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 2646722Q1064 包装小
平成調剤薬局笠松店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 2646722Q1064 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 2646722Q1064 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 2646722M1186 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「久光」 2646713N1190 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「久光」 2646713N1190 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「久光」 2646713N1190 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「久光」 2646713N1190 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ クロマイ-P軟膏 2639802M1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ クロマイ-P軟膏 2639802M1026 包装小
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ クロマイ腟錠100mg 2521701H1050 SP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2259701G1071 包装小
平成調剤薬局本店 沢井製薬 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2259701G1071 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2259701G1071 包装小
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2259701G1071 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局福光店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局金町店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 1319717Q1340 包装小
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 1329700Q1244 包装小
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 1225001F2285 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 2478001F2373 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 2478001F2373 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 2478001F2373 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ クロロマイセチン軟膏2% 2634706M1020 包装小
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ クロロマイセチン軟膏2% 2634706M1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 グラクティブ錠100mg 3969010F3029 PTP
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 グラクティブ錠100mg 3969010F3029 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 グラクティブ錠100mg 3969010F3029 PTP
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 グラクティブ錠12.5mg 3969010F4025 PTP
平成調剤薬局加納店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 小野薬品工業 グラクティブ錠25mg 3969010F1026 PTP
平成調剤薬局八代店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 グラクティブ錠50mg 3969010F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ グラケーカプセル15mg 3160002M2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 エーザイ グラケーカプセル15mg 3160002M2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 グラセプターカプセル0.5mg 3999014N1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 グラセプターカプセル1mg 3999014N2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 グラセプターカプセル1mg 3999014N2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 グラセプターカプセル5mg 3999014N3020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 グラナテック点眼液0.4% 1319763Q1022 包装小
平成調剤薬局川部店 日医工 グラマリール錠25mg 1190004F1021 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 グラマリール錠25mg 1190004F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 持田製薬 グランダキシン錠50 1124026F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 持田製薬 グランダキシン錠50 1124026F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 持田製薬 グランダキシン錠50 1124026F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 グリクラジド錠20mg「サワイ」 3961007F2090 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 グリクラジド錠20mg「サワイ」 3961007F2090 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 グリクラジド錠20mg「サワイ」 3961007F2090 PTP
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 グリクラジド錠20mg「サワイ」 3961007F2090 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 グリクラジド錠20mg「サワイ」 3961007F2090 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 グリクラジド錠20mg「トーワ」 3961007F2103 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 グリクラジド錠40mg「サワイ」 3961007F1204 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 グリクラジド錠40mg「サワイ」 3961007F1204 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 グリクラジド錠40mg「サワイ」 3961007F1204 PTP
平成調剤薬局金町店 メディサ新薬 グリクラジド錠40mg「サワイ」 3961007F1204 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 グリクラジド錠40mg「トーワ」 3961007F1212 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 グリクラジド錠40mg「トーワ」 3961007F1212 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 グリコラン錠250mg 3962002F1071 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 グリコラン錠250mg 3962002F1071 PTP
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局茜部店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 包装小
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平成調剤薬局八代店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K6239 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K3140 包装小
平成調剤薬局日野店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K6239 包装小
平成調剤薬局本店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K6239 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K4112 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K6239 包装小
平成調剤薬局笠松店 健栄製薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 2357701K6239 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 2357701K8185 包装小
平成調剤薬局加納店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局本店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局福光店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局茜部店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 2357701K3132 包装小
平成調剤薬局加納店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局福光店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局笠松店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局茜部店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ムネ製薬 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 2357701K6220 包装小
平成調剤薬局八代店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局川部店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局本店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局福光店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局笠松店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局茜部店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局金町店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ミノファーゲン製薬 グリチロン配合錠 3919100F1150 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 3961003F2172 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 3961003F2172 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 3961003F2245 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ グリミクロンHA錠20mg 3961007F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ グリミクロンHA錠20mg 3961007F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ グリミクロン錠40mg 3961007F1115 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ グリミクロン錠40mg 3961007F1115 PTP
平成調剤薬局八代店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局加納店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局岐大前店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局川部店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局本店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局福光店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 藤永製薬 グリメサゾン軟膏 2649801M1028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 グリメピリド錠0.5mg「AA」 3961008F3082 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 グリメピリド錠0.5mg「TYK」 3961008F3112 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 3961008F3210 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 3961008F3210 PTP
平成調剤薬局川部店 大原薬品工業 グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 3961008F3210 PTP
平成調剤薬局金町店 大原薬品工業 グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 3961008F3210 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局茜部店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 グリメピリド錠0.5mg「三和」 3961008F3040 PTP
平成調剤薬局八代店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局川部店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局日野店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局本店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局笠松店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局茜部店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局金町店 大原薬品工業 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 3961008F1160 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 グリメピリド錠1mg「サワイ」 3961008F1217 PTP
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 グリメピリド錠1mg「三和」 3961008F1225 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 グリメピリド錠1mg「三和」 3961008F1225 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局笠松店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局茜部店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局金町店 大原薬品工業 グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3961008F2167 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 グルコバイ錠100mg 3969003F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局加納店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局川部店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 バラ
平成調剤薬局日野店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局本店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局本店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局福光店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 バラ
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ グルコンサンK細粒4mEq/g 3229007C1032 分包
平成調剤薬局川部店 サンファーマ グルコンサンK錠2.5mEq 3229007F1047 PTP
平成調剤薬局加納店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局福光店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ グルコンサンK錠5mEq 3229007F2035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 グルファストOD錠5mg 3969008F3021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キッセイ薬品工業 グルファストOD錠5mg 3969008F3021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 グルファスト錠10mg 3969008F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 キッセイ薬品工業 グルファスト錠5mg 3969008F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 グルベス配合OD錠 3969102F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 グルベス配合OD錠 3969102F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 グルベス配合錠 3969102F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 キッセイ薬品工業 グルベス配合錠 3969102F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 グルベス配合錠 3969102F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 グレースビット細粒10% 6241018C1020 バラ
平成調剤薬局福光店 第一三共 グレースビット細粒10% 6241018C1020 バラ
平成調剤薬局笠松店 第一三共 グレースビット細粒10% 6241018C1020 バラ
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 バラ
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 グレースビット錠50mg 6241018F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局日野店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局本店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ グーフィス錠5mg 2359008F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
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平成調剤薬局本店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ケアラム錠25mg 3999031F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 ケイキサレートドライシロップ76% 2190009R1025 分包
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 ケイキサレートドライシロップ76% 2190009R1025 分包
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 ケイキサレートドライシロップ76% 2190009R1025 分包
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 ケイキサレートドライシロップ76% 2190009R1025 分包
平成調剤薬局川部店 エーザイ ケイツーカプセル5mg 3160002M1021 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局本店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 ケタスカプセル10mg 4490010N1021 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局川部店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局本店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局笠松店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 2655709N1096 包装小
平成調剤薬局八代店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局加納店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局本店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本ジェネリック ケトコナゾールローション2%「JG」 2655709Q1068 包装小
平成調剤薬局本店 東和薬品 ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」 4490003R1341 バラ
平成調剤薬局茜部店 日医工 ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 包装小
平成調剤薬局本店 日医工ファーマ ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 4490003R1325 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日医工ファーマ ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 4490003R1325 バラ
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 1319730Q1338 包装小
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 1319730Q1338 包装小
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 1319730Q1362 包装小
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 1329705Q1310 包装小
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 1329705Q1336 包装小
平成調剤薬局八代店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局本店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局福光店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局笠松店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局金町店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 2649729S2282 包装小
平成調剤薬局加納店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局川部店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局市役所前店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局日野店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局茜部店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 2649729S2274 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 2649729S2126 包装小
平成調剤薬局八代店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局日野店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局本店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局福光店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局笠松店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局金町店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大石膏盛堂 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 2649729S3211 包装小
平成調剤薬局加納店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局川部店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局市役所前店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局茜部店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンテープ40mg「三和」 2649729S3203 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 2649729S3114 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 2649729S3114 包装小
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平成調剤薬局加納店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局川部店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局本店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局笠松店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局茜部店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局金町店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局⻑良店 救急薬品工業 ケトプロフェンパップ30mg「三和」 2649729S1227 包装小
平成調剤薬局金町店 三友薬品 ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 2649729S4048 包装小
平成調剤薬局加納店 ⻑生堂製薬 ケトプロフェン坐剤75mg「JG」 1149700J2104 包装小
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ケフラールカプセル250mg 6132005M1059 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ケフラール細粒小児用100mg 6132005C1053 SP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ケフラール細粒小児用100mg 6132005C1053 バラ
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ケフラール細粒小児用100mg 6132005C1053 バラ
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ケフラール細粒小児用100mg 6132005C1053 バラ
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ケフラール細粒小児用100mg 6132005C1053 バラ
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ケフレックスカプセル250mg 6132002M2183 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局市役所前店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局福光店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局笠松店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 ケラチナミンコーワクリーム20% 2669701N2067 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 クリニジェン ケルロング錠5mg 2149031F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 クリニジェン ケルロング錠5mg 2149031F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 クリニジェン ケルロング錠5mg 2149031F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 クリニジェン ケルロング錠5mg 2149031F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 ゲンタシンクリーム0.1% 2634710N1030 包装小
平成調剤薬局八代店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局加納店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局川部店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局金町店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 ゲンタシン軟膏0.1% 2634710M1077 包装小
平成調剤薬局本店 日東メディック ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」 1317706Q1127 包装小
平成調剤薬局八代店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局市役所前店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局日野店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局本店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局福光店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局笠松店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局茜部店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局金町店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 富士製薬工業 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 2634710M1093 包装小
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 2634710M1050 包装小
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 2634710M1050 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム1% 2633705N1031 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 コソプト配合点眼液 1319819Q1020 包装小
平成調剤薬局日野店 小太郎漢方製薬 コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 5200063C1029 分包
平成調剤薬局市役所前店 小太郎漢方製薬 コタロー葛根湯エキス細粒 5200013C1039 バラ
平成調剤薬局本店 小太郎漢方製薬 コタロー葛根湯エキス細粒 5200013C1039 バラ
平成調剤薬局金町店 小太郎漢方製薬 コタロー⻨門冬湯エキス細粒 5200119C1026 分包
平成調剤薬局八代店 小太郎漢方製薬 コタロー麻子仁丸料エキス細粒 5200136C1020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 小太郎漢方製薬 コタロー麻子仁丸料エキス細粒 5200136C1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 小太郎漢方製薬 コタロー麻⻩附子細⾟湯エキスカプセル 5200133M1021 PTP
平成調剤薬局日野店 小太郎漢方製薬 コタロー麻⻩附子細⾟湯エキスカプセル 5200133M1021 PTP
平成調剤薬局本店 小太郎漢方製薬 コタロー麻⻩附子細⾟湯エキスカプセル 5200133M1021 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ コディオ配合錠MD 2149112F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ コディオ配合錠MD 2149112F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 2242001B2300 バラ
平成調剤薬局八代店 シオエ製薬 コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」 2242001F1039 PTP
平成調剤薬局金町店 シオエ製薬 コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」 2242001F1039 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン コニール錠2 2171021F1024 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン コニール錠2 2171021F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン コニール錠2 2171021F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 協和キリン コニール錠2 2171021F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン コニール錠4 2171021F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン コニール錠8 2171021F3027 PTP
平成調剤薬局茜部店 協和キリン コニール錠8 2171021F3027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン コバシル錠4mg 2144012F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ コムクロシャンプー0.05% 2646713Q2029 調剤用
平成調剤薬局本店 マルホ コムクロシャンプー0.05% 2646713Q2029 調剤用
平成調剤薬局金町店 マルホ コムクロシャンプー0.05% 2646713Q2029 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 マルホ コムクロシャンプー0.05% 2646713Q2029 調剤用
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ コムタン錠100mg 1169014F1021 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ コムタン錠100mg 1169014F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 コメリアンコーワ錠100 2171005F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 コメリアンコーワ錠100 2171005F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 コメリアンコーワ錠100 2171005F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 コメリアンコーワ錠50 2171005F1068 PTP
平成調剤薬局加納店 小野薬品工業 コララン錠2.5mg 2190039F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
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平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 コランチル配合顆粒 2329107D1096 SP
平成調剤薬局川部店 エーザイ コリオパン錠10mg 1242003F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ コリオパン錠10mg 1242003F2021 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局川部店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 3941001F1077 PTP
平成調剤薬局八代店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局本店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局金町店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本たばこ産業 コレクチム軟膏0.5% 2699714M1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 コレバインミニ83% 2189014D2024 分包
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 コレバインミニ83% 2189014D2024 分包
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 コレバインミニ83% 2189014D2024 分包
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 コレバインミニ83% 2189014D2024 分包
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 コレバインミニ83% 2189014D2024 分包
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 コレバイン錠500mg 2189014F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 コレバイン錠500mg 2189014F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 コレバイン錠500mg 2189014F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 コロネル細粒83.3% 2399011C1042 分包
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 コロネル細粒83.3% 2399011C1042 分包
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 コロネル錠500mg 2399011F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヤンセンファーマ コンサータ錠18mg 1179009G1022 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ コンサータ錠18mg 1179009G1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ コンサータ錠18mg 1179009G1022 PTP
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ コンサータ錠18mg 1179009G1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ コンサータ錠18mg 1179009G1022 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ コンサータ錠27mg 1179009G2029 PTP
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ コンサータ錠27mg 1179009G2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヤンセンファーマ コンサータ錠27mg 1179009G2029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ コンサータ錠27mg 1179009G2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ コンサータ錠36mg 1179009G3025 PTP
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ コンサータ錠36mg 1179009G3025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ コンサータ錠36mg 1179009G3025 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠12.5mg 1171001F1073 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
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平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠25mg 1171001F2177 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠50mg 1171001F3203 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠50mg 1171001F3203 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠50mg 1171001F3203 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ コンプラビン配合錠 3399101F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ コンプラビン配合錠 3399101F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 コンベック軟膏5% 2649727M1040 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー コートリル錠10mg 2452002F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 コールタイジン点鼻液 1329800X1034 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 サアミオン錠5mg 2190021F1348 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 サアミオン錠5mg 2190021F1348 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 サアミオン錠5mg 2190021F1348 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 サアミオン錠5mg 2190021F1348 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー サイトテック錠100 2329024F2021 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ サイレース錠1mg 1124008F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ サイレース錠2mg 1124008F2020 PTP
平成調剤薬局八代店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局日野店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局本店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局福光店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局金町店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 サインバルタカプセル20mg 1179052M1022 PTP
平成調剤薬局八代店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局日野店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局本店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 サインバルタカプセル30mg 1179052M2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 サクコルチン配合錠 2459100F1146 PTP
平成調剤薬局川部店 佐藤製薬 サトウザルベ軟膏20% 2649710M1037 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 佐藤製薬 サトウザルベ軟膏20% 2649710M1037 調剤用
平成調剤薬局本店 佐藤製薬 サトウザルベ軟膏20% 2649710M1037 調剤用
平成調剤薬局笠松店 佐藤製薬 サトウザルベ軟膏20% 2649710M1037 調剤用
平成調剤薬局川部店 富士フイルム富山化学 サノレックス錠0.5mg 1190008F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 サムスカOD錠15mg 2139011F4022 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 サムスカOD錠15mg 2139011F4022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 サムスカOD錠15mg 2139011F4022 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 サムスカOD錠15mg 2139011F4022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 サムスカOD錠15mg 2139011F4022 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 サムスカOD錠7.5mg 2139011F3026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 サムスカ顆粒1% 2139011D1022 バラ
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 サムスカ顆粒1% 2139011D1022 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン サムチレール内用懸濁液15% 6290006S1027 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン サムチレール内用懸濁液15% 6290006S1027 包装小
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 サラジェン錠5mg 2399013F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 キッセイ薬品工業 サラジェン錠5mg 2399013F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 キッセイ薬品工業 サラジェン錠5mg 2399013F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 サラジェン錠5mg 2399013F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 サラジェン錠5mg 2399013F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 6219001H2095 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⻑生堂製薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 6219001H2095 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工ファーマ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 6219001H1072 PTP
平成調剤薬局本店 日医工ファーマ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 6219001H1072 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工ファーマ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 6219001H1072 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工ファーマ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 6219001H1072 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」 6219001H1110 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 6219001F1080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工ファーマ サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 6219001F1110 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー サラゾピリン坐剤500mg 6219700J1034 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー サラゾピリン錠500mg 6219001F1071 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー サラゾピリン錠500mg 6219001F1071 PTP
平成調剤薬局八代店 日本化薬 サリグレンカプセル30mg 2399012M1034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本化薬 サリグレンカプセル30mg 2399012M1034 PTP
平成調剤薬局日野店 日本化薬 サリグレンカプセル30mg 2399012M1034 PTP
平成調剤薬局福光店 日本化薬 サリグレンカプセル30mg 2399012M1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本化薬 サリグレンカプセル30mg 2399012M1034 PTP
平成調剤薬局八代店 健栄製薬 サリチル酸「ケンエー」 2652700X1043 バラ
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 サリチル酸「ケンエー」 2652700X1043 バラ
平成調剤薬局本店 丸石製薬 サリパラ液 2241003S1020 調剤用
平成調剤薬局八代店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局日野店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ サリベートエアゾール 2399801E1037 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン サルタノールインヘラー100μg 2254700G4037 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン サルタノールインヘラー100μg 2254700G4037 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン サルタノールインヘラー100μg 2254700G4037 包装小
平成調剤薬局八代店 サンド サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 3399006F2197 PTP
平成調剤薬局加納店 サンド サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 3399006F2197 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 3399006F2197 PTP
平成調剤薬局川部店 サンド サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 3399006F2197 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンド サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 3399006F2197 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サワイ」 3399006F1182 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」 3399006F1271 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 岩城製薬 サレックス軟膏0.05% 2646730M1032 包装小
平成調剤薬局八代店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
平成調剤薬局市役所前店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ サワシリンカプセル250 6131001M2300 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 LTLファーマ サワシリン細粒10% 6131001C1210 分包
平成調剤薬局鏡島店 LTLファーマ サワシリン細粒10% 6131001C1210 バラ
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ サワシリン錠250 6131001F2026 SP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ サワシリン錠250 6131001F2026 SP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ サワシリン錠250 6131001F2026 SP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ サワシリン錠250 6131001F2026 SP
平成調剤薬局八代店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 サンコバ点眼液0.02% 1319710Q2078 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 サンテゾーン点眼液(0.1%) 1315701Q3033 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 サンピロ点眼液1% 1312701Q2086 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 サンピロ点眼液2% 1312701Q3082 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 1315706Q2072 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 1315706Q2072 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 1315706Q2072 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 1315706Q2072 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 1315706Q2072 包装小
平成調剤薬局八代店 第一三共 サンリズムカプセル25mg 2129008M1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 サンリズムカプセル25mg 2129008M1024 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 サンリズムカプセル50mg 2129008M2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ サーティカン錠0.25mg 3999022F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ サーティカン錠0.5mg 3999022F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ サーティカン錠0.75mg 3999022F3020 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ザイザルシロップ0.05% 4490028Q1028 調剤用
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ザイザル錠5mg 4490028F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 ヤンセンファーマ ザイティガ錠250mg 4291033F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠100 3943001F1314 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠50 3943001F2027 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ザイロリック錠50 3943001F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
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平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ザクラス配合錠HD 2149121F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ザクラス配合錠LD 2149121F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 ザクラス配合錠LD 2149121F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ザクラス配合錠LD 2149121F1021 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 ザクラス配合錠LD 2149121F1021 PTP
平成調剤薬局本店 サンファーマ ザジテンカプセル1mg 4490003M1263 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ザジテンカプセル1mg 4490003M1263 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ザジテンカプセル1mg 4490003M1263 PTP
平成調剤薬局加納店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 バラ
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 バラ
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 バラ
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 分包
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ザジテンドライシロップ0.1% 4490003R1228 バラ
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ザジテン点眼液0.05% 1319730Q1249 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ザジテン点鼻液0.05% 1329705Q1298 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ ザジテン点鼻液0.05% 1329705Q1298 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ ザジテン点鼻液0.05% 1329705Q1298 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ザファテック錠100mg 3969024F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ザファテック錠50mg 3969024F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 ザラカム配合点眼液 1319817Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 健栄製薬 ザルコニン液0.025 2616700Q4033 調剤用
平成調剤薬局八代店 日本新薬 ザルティア錠2.5mg 2590016F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 日本新薬 ザルティア錠5mg 2590016F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ザルトプロフェン錠80mg「YD」 1149029F1149 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局日野店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局金町店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ ザーネ軟膏0.5% 2649724M1039 調剤用
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 1319710Q2132 包装小
平成調剤薬局川部店 千寿製薬 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 1319710Q2132 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 1319710Q2132 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 1319710Q2132 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 1319710Q2132 包装小
平成調剤薬局笠松店 ロートニッテン シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 1319710Q2116 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ロートニッテン シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 1319710Q2116 包装小
平成調剤薬局川部店 日本新薬 シアリス錠10mg 2590016F6022 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ シクレスト舌下錠10mg 1179056F2028 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ シクレスト舌下錠5mg 1179056F1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ シクレスト舌下錠5mg 1179056F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ シクレスト舌下錠5mg 1179056F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 3999004M3145 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイラン製薬 シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 3999004M5113 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
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平成調剤薬局日野店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 シグマビタン配合カプセルB25 3179109M1082 PTP
平成調剤薬局八代店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局加納店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局茜部店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中外製薬 シグマート錠5mg 2171017F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 6241018F1035 PTP
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 4490035F1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 4490035F1027 包装小
平成調剤薬局日野店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局福光店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 4490035F2023 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ シナール配合錠 3179115F2034 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ シナール配合顆粒 3179115D1096 SP
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 シプロキサン錠200mg 6241008F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 シプロキサン錠200mg 6241008F2020 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 6241008F2160 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 6241008F2160 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 6241008F2160 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 6241008F2143 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 6241008F2143 PTP
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー シベノール錠100mg 2129007F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー シベノール錠50mg 2129007F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー シベノール錠50mg 2129007F1020 PTP
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平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 2129007F2043 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 2129007F2043 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 2129007F2060 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 2129007F2060 PTP
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン シムジア皮下注200mgオートクリックス 3999437G2029
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー30吸入 2290801G1029 包装小
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー30吸入 2290801G1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー30吸入 2290801G1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー30吸入 2290801G1029 包装小
平成調剤薬局金町店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー30吸入 2290801G1029 包装小
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局金町店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー60吸入 2290801G2025 包装小
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 シメチジン錠200mg「クニヒロ」 2325001F1521 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シメチジン錠200mg「サワイ」 2325001F1564 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 シメチジン錠200mg「日医工」 2325001F1530 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ シュアポスト錠0.25mg 3969013F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ シュアポスト錠0.25mg 3969013F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ シュアポスト錠0.5mg 3969013F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ シュアポスト錠0.5mg 3969013F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ シュアポスト錠0.5mg 3969013F2026 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ シュアポスト錠0.5mg 3969013F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ シュアポスト錠0.5mg 3969013F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シルニジピン錠10mg「サワイ」 2149037F2055 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シルニジピン錠5mg「サワイ」 2149037F1059 PTP
平成調剤薬局八代店 ダイト シロスタゾールOD錠100mg「JG」 3399002F4086 PTP
平成調剤薬局加納店 ダイト シロスタゾールOD錠100mg「JG」 3399002F4086 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 3399002F4060 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 3399002F4035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイラン製薬 シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」 3399002F4078 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 3399002F3063 PTP
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平成調剤薬局加納店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 バラ
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 バラ
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 3399002F3039 PTP
平成調剤薬局本店 高田製薬 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 3399002F3047 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイラン製薬 シロスタゾールOD錠50mg「マイラン」 3399002F3080 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 3399002F3110 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 3399002F2288 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 3399002F2288 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 3399002F2288 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 シロスタゾール錠100mg「日医工」 3399002F2296 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 シロスタゾール錠100mg「日医工」 3399002F2296 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ シロドシンOD錠2mg「DSEP」 2590010F3034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ シロドシンOD錠2mg「DSEP」 2590010F3034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ シロドシンOD錠2mg「DSEP」 2590010F3034 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ シロドシンOD錠2mg「DSEP」 2590010F3034 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ シロドシンOD錠2mg「ケミファ」 2590010F3123 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 シロドシンOD錠2mg「サワイ」 2590010F3131 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ シロドシンOD錠4mg「DSEP」 2590010F4030 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ シロドシンOD錠4mg「Me」 2590010F4073 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 シロドシンOD錠4mg「サワイ」 2590010F4138 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 シロドシンOD錠4mg「サワイ」 2590010F4138 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 シロドシンOD錠4mg「サワイ」 2590010F4138 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ シロドシン錠2mg「DSEP」 2590010F1031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ シロドシン錠2mg「DSEP」 2590010F1031 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 シロドシン錠2mg「YD」 2590010F1082 PTP
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 シロドシン錠2mg「オーハラ」 2590010F1104 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ シロドシン錠2mg「ニプロ」 2590010F1139 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ シロドシン錠4mg「DSEP」 2590010F2038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ シロドシン錠4mg「DSEP」 2590010F2038 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ シロドシン錠4mg「DSEP」 2590010F2038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ シロドシン錠4mg「DSEP」 2590010F2038 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 シロドシン錠4mg「YD」 2590010F2089 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン シングレアOD錠10mg 4490026F4035 包装小
平成調剤薬局川部店 オルガノン シングレアOD錠10mg 4490026F4035 包装小
平成調剤薬局福光店 オルガノン シングレアOD錠10mg 4490026F4035 包装小
平成調剤薬局日野店 オルガノン シングレアチュアブル錠5mg 4490026F1052 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン シングレアチュアブル錠5mg 4490026F1052 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン シングレアチュアブル錠5mg 4490026F1052 PTP
平成調剤薬局金町店 オルガノン シングレアチュアブル錠5mg 4490026F1052 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン シングレアチュアブル錠5mg 4490026F1052 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局川部店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局本店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局笠松店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局茜部店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 オルガノン シングレア細粒4mg 4490026C1030 分包
平成調剤薬局八代店 オルガノン シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 オルガノン シングレア錠10mg 4490026F2059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 シンバスタチン錠10mg「SW」 2189011F2170 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 シンバスタチン錠10mg「SW」 2189011F2170 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 シンバスタチン錠10mg「SW」 2189011F2170 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 シンバスタチン錠5mg「SW」 2189011F1203 PTP
平成調剤薬局福光店 メディサ新薬 シンバスタチン錠5mg「SW」 2189011F1203 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 シンバスタチン錠5mg「SW」 2189011F1203 バラ
平成調剤薬局八代店 陽進堂 シンバスタチン錠5mg「YD」 2189011F1246 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 シンバスタチン錠5mg「YD」 2189011F1246 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 シンバスタチン錠5mg「YD」 2189011F1246 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 シンバスタチン錠5mg「YD」 2189011F1246 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 2189011F1220 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 2189011F1220 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 2189011F1220 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヤンセンファーマ シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 3999433G2020
平成調剤薬局⻑良店 ヤンセンファーマ シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 3999433G2020
平成調剤薬局川部店 サンファーマ シンメトレル錠100mg 1161001F2057 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ シンメトレル錠50mg 1161001F1050 PTP
平成調剤薬局川部店 サンファーマ シンメトレル錠50mg 1161001F1050 PTP
平成調剤薬局本店 サンファーマ シンメトレル錠50mg 1161001F1050 PTP
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ シンレスタール錠250mg 2189008F1376 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ シーブリ吸入用カプセル50μg 2259712G1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ シーブリ吸入用カプセル50μg 2259712G1029 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ジアゼパム錠2mg「アメル」 1124017F2194 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ジアゼパム錠2「サワイ」 1124017F2046 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ジアゼパム錠2「サワイ」 1124017F2046 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ジアゼパム錠2「トーワ」 1124017F2054 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ジアゼパム錠2「トーワ」 1124017F2054 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ジアゼパム錠5mg「アメル」 1124017F4200 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ジアゼパム錠5「トーワ」 1124017F4065 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ジアゼパム錠5「トーワ」 1124017F4065 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフトOD錠25mg 1179046F4027 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフトOD錠25mg 1179046F4027 PTP
平成調剤薬局金町店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフトOD錠25mg 1179046F4027 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフトOD錠50mg 1179046F5023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフトOD錠50mg 1179046F5023 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠100mg 1179046F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠100mg 1179046F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠25mg 1179046F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠25mg 1179046F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠25mg 1179046F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠25mg 1179046F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠25mg 1179046F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠50mg 1179046F2024 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ジェイゾロフト錠50mg 1179046F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局本店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 富士フイルム富山化学 ジェニナック錠200mg 6241017F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノーベルファーマ ジェミーナ配合錠 2482012F1025 PTP
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平成調剤薬局加納店 持田製薬販売 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 2499010F1120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬販売 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 2499010F1120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬販売 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 2499010F1120 PTP
平成調剤薬局茜部店 持田製薬販売 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 2499010F1120 PTP
平成調剤薬局金町店 持田製薬販売 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 2499010F1120 PTP
平成調剤薬局加納店 参天製薬 ジクアスLX点眼液3% 1319758Q2028 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 ジクアスLX点眼液3% 1319758Q2028 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 ジクアス点眼液3% 1319758Q1021 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 ジクトルテープ75mg 1147700S1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 2649734N1046 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本臓器製薬 ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 2649734N1046 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本臓器製薬 ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 2649734N1046 包装小
平成調剤薬局加納店 三友薬品 ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 2649734Q1093 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 三友薬品 ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 2649734Q1093 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三友薬品 ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 2649734Q1093 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三友薬品 ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 2649734Q1093 包装小
平成調剤薬局八代店 東光薬品工業 ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 2649734Q1085 包装小
平成調剤薬局加納店 東光薬品工業 ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 2649734Q2030 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 東光薬品工業 ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 2649734Q2030 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 東光薬品工業 ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 2649734Q2030 調剤用
平成調剤薬局川部店 東亜薬品 ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 1319726Q1226 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 1147002F1625 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 1147002F1684 PTP
平成調剤薬局鏡島店 祐徳薬品工業 ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」 2649734S2054 包装小
平成調剤薬局八代店 日医工 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 1147700J1170 包装小
平成調剤薬局川部店 日医工 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 1147700J1170 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 1147700J1170 包装小
平成調剤薬局八代店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局日野店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局本店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局金町店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 1147700J2207 包装小
平成調剤薬局八代店 日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 1147700J3238 包装小
平成調剤薬局川部店 わかもと製薬 ジクロード点眼液0.1% 1319726Q1102 包装小
平成調剤薬局市役所前店 わかもと製薬 ジクロード点眼液0.1% 1319726Q1102 包装小
平成調剤薬局鏡島店 わかもと製薬 ジクロード点眼液0.1% 1319726Q1102 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 太陽ファルマ ジゴシン錠0.25mg 2113003F1057 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工岐阜工場 ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」 1231014F1097 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 1231014F1089 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 1231014F1089 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 1231014F1089 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 1231014F1089 PTP
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平成調剤薬局八代店 ファイザー ジスロマック錠250mg 6149004F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ジスロマック錠250mg 6149004F1028 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー ジスロマック錠250mg 6149004F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ジスロマック錠250mg 6149004F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ギリアド・サイエンシズ ジセレカ錠200mg 3999053F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 2129005F1226 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 2129005F1226 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工ファーマ ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 2129005F1153 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 2129005F1200 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 2129005F1242 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ジピリダモール錠100mg「トーワ」 2171010F3070 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 2171010F2626 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 2171010F2626 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 2171010F2626 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 2171010F2626 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ジピリダモール錠25mg「日医工」 2171010F2634 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 1339002F1470 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 1339002F1470 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 1339002F1470 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 1339002F1527 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局本店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 2646725N1169 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 2646725Q1084 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 2646725Q1084 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 2646725Q1084 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 調剤用
平成調剤薬局川部店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 2646725M1236 調剤用
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 2646723N1160 包装小
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 2646723M1180 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 2646723M1180 包装小
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠10mg 1179044F5024 包装小
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠2.5mg 1179044F6020 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠2.5mg 1179044F6020 包装小
平成調剤薬局金町店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠2.5mg 1179044F6020 包装小
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠5mg 1179044F4028 包装小
平成調剤薬局金町店 日本イーライリリー ジプレキサザイディス錠5mg 1179044F4028 包装小
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサ細粒1% 1179044C1022 バラ
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサ錠10mg 1179044F3021 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサ錠2.5mg 1179044F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー ジプレキサ錠2.5mg 1179044F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本イーライリリー ジプレキサ錠2.5mg 1179044F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ジプレキサ錠5mg 1179044F2025 PTP
平成調剤薬局本店 堀井薬品工業 ジメチコン内用液2%「ホリイ」 2318001Q1145 調剤用
平成調剤薬局本店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ジメチコン錠40mg「YD」 2318001F1225 PTP
平成調剤薬局岐大前店 扶桑薬品工業 ジメチコン錠40mg「フソー」 2318001F1233 バラ
平成調剤薬局川部店 扶桑薬品工業 ジメチコン錠40mg「フソー」 2318001F1233 PTP
平成調剤薬局市役所前店 扶桑薬品工業 ジメチコン錠40mg「フソー」 2318001F1233 PTP
平成調剤薬局日野店 扶桑薬品工業 ジメチコン錠40mg「フソー」 2318001F1233 PTP
平成調剤薬局本店 堀井薬品工業 ジメチコン錠80mg「ホリイ」 2318001F3040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 堀井薬品工業 ジメチコン錠80mg「ホリイ」 2318001F3040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ⾠⺒化学 ジメモルファンリン酸塩錠10mg「TCK」 2229001F1070 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ ジャカビ錠5mg 4291034F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠10mg 3969023F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ジャディアンス錠25mg 3969023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD ジャヌビア錠100mg 3969010F3037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ジャヌビア錠100mg 3969010F3037 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ジャヌビア錠100mg 3969010F3037 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ジャヌビア錠100mg 3969010F3037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ジャヌビア錠12.5mg 3969010F4033 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ジャヌビア錠12.5mg 3969010F4033 PTP
平成調剤薬局八代店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局加納店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局日野店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局本店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ジャヌビア錠25mg 3969010F1034 PTP
平成調剤薬局八代店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局日野店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局本店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ジャヌビア錠50mg 3969010F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 康和薬通 ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用 5200046C1033 分包
平成調剤薬局東⻑良店 康和薬通 ジュンコウ苓桂朮⽢湯FCエキス錠医療用 5200145F1033 分包
平成調剤薬局笠松店 康和薬通 ジュンコウ苓桂朮⽢湯FCエキス錠医療用 5200145F1033 分包
平成調剤薬局市役所前店 康和薬通 ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用 5200131F1031 分包
平成調剤薬局鏡島店 康和薬通 ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用 5200131F1031 分包
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 2171005F1335 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 2171005F1270 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 2171006N1148 PTP
平成調剤薬局川部店 佐藤薬品工業 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 2171006N1164 PTP
平成調剤薬局笠松店 佐藤薬品工業 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 2171006N1164 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 2171006N1156 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 2171006N1156 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 2171006N1156 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 2171006N1156 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 2171006N1156 PTP
平成調剤薬局加納店 ⻑生堂製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「CH」 2171006F1305 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 2171006F1321 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 2171006F1321 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 2171006F1321 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 2171006F1321 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ユーシービージャパン ジルテックドライシロップ1.25% 4490020R1027 分包
平成調剤薬局金町店 ユーシービージャパン ジルテックドライシロップ1.25% 4490020R1027 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ユーシービージャパン ジルテックドライシロップ1.25% 4490020R1027 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ユーシービージャパン ジルテック錠10 4490020F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 2149121F4020 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 2149121F4020 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 2149121F4020 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 2149121F3024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ジルムロ配合錠HD「サワイ」 2149121F2060 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ジルムロ配合錠HD「サワイ」 2149121F2060 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 2149121F2109 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 2149121F2079 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ジルムロ配合錠LD「サワイ」 2149121F1064 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 2149121F1072 PTP
平成調剤薬局加納店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 スイニー錠100mg 3969016F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
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平成調剤薬局本店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 スインプロイク錠0.2mg 2359007F1020 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 スクラルファート内用液10%「NIG」 2329008S1130 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 スクラルファート内用液10%「日医工」 2329008S1121 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 スクラルファート内用液10%「日医工」 2329008S1121 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日医工 スクラルファート内用液10%「日医工」 2329008S1121 包装小
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 2329008C1135 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 スクラルファート顆粒90%「トーワ」 2329008D1173 バラ
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 スクラルファート顆粒90%「トーワ」 2329008D1173 分包
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局福光店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 スタデルムクリーム5% 2649728N1075 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ スタレボ配合錠L100 1169102F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 スターシス錠90mg 3969006F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 スターシス錠90mg 3969006F2026 PTP
平成調剤薬局加納店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局福光店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局笠松店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局金町店 三笠製薬 スチックゼノールA 2649858M1036 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ステロネマ注腸3mg 2454701X1033 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 ステーブラOD錠0.1mg 2590013F2031 PTP
平成調剤薬局加納店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局川部店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ゾンネボード製薬 ストミンA配合錠 1329100F1031 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ストラテラカプセル10mg 1179050M2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー ストラテラカプセル10mg 1179050M2020 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ストラテラカプセル25mg 1179050M3026 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ストラテラカプセル40mg 1179050M4022 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本イーライリリー ストラテラカプセル40mg 1179050M4022 PTP
平成調剤薬局金町店 日本イーライリリー ストラテラカプセル40mg 1179050M4022 PTP
平成調剤薬局日野店 日本イーライリリー ストラテラカプセル5mg 1179050M1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本イーライリリー ストラテラカプセル5mg 1179050M1023 PTP
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー ストラテラ内用液0.4% 1179050S1022 調剤用
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ストロカイン錠5mg 1219002F1065 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ ストロカイン錠5mg 1219002F1065 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ ストロカイン錠5mg 1219002F1065 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ ストロカイン錠5mg 1219002F1065 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ ストロカイン錠5mg 1219002F1065 PTP
平成調剤薬局八代店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ストロメクトール錠3mg 6429008F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット28吸入 2259807G1026 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット28吸入 2259807G1026 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット28吸入 2259807G1026 包装小
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピオルトレスピマット60吸入 2259807G2022 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 スピラゾンクリーム0.3% 2646720N1085 包装小
平成調剤薬局本店 岩城製薬 スピラゾンクリーム0.3% 2646720N1085 包装小
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平成調剤薬局福光店 岩城製薬 スピラゾンクリーム0.3% 2646720N1085 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局川部店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 スピラゾンローション0.3% 2646720Q1057 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 スピラゾン軟膏0.3% 2646720M1071 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 スピラゾン軟膏0.3% 2646720M1071 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 スピラゾン軟膏0.3% 2646720M1071 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 スピラゾン軟膏0.3% 2646720M1071 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 2259709G3020 包装小
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2259709G2023 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ吸入用カプセル18μg 2259709G1027 包装小
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ吸入用カプセル18μg 2259709G1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ吸入用カプセル18μg 2259709G1027 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム スピリーバ吸入用カプセル18μg 2259709G1027 包装小
平成調剤薬局福光店 ニプロ スピロノラクトン錠25mg「NP」 2133001F1654 PTP
平成調剤薬局八代店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局加納店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局日野店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局本店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⾠⺒化学 スピロノラクトン錠25mg「TCK」 2133001F1646 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 スピロノラクトン錠25mg「YD」 2133001F1603 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ スピロノラクトン錠25mg「テバ」 2133001F1611 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 バラ
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 2133001F1476 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 2133001F1590 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 2133001F1590 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 2133001F1590 PTP
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 スピロノラクトン錠50mg「CH」 2133001F2197 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 スピロノラクトン錠50mg「CH」 2133001F2197 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⻑生堂製薬 スピロノラクトン錠50mg「CH」 2133001F2197 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 スピロノラクトン錠50mg「YD」 2133001F2189 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 スピロノラクトン錠50mg「YD」 2133001F2189 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 スピロノラクトン錠50mg「YD」 2133001F2189 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 スピロノラクトン錠50mg「YD」 2133001F2189 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ スピロペント錠10μg 2259006F1080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ スピロペント錠10μg 2259006F1080 PTP
平成調剤薬局八代店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局加納店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局川部店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
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平成調剤薬局金町店 ニチバン スピール膏M 2661701X1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 4490016M2062 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 4490016M2062 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 4490016M2062 PTP
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 スペリア錠200 2233004F1033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ スマトリプタン錠50mg「SPKK」 2160003F1162 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ スマトリプタン錠50mg「アスペン」 2160003F1154 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 スマトリプタン錠50mg「トーワ」 2160003F1120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 スマトリプタン錠50mg「トーワ」 2160003F1120 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 スマトリプタン錠50mg「日医工」 2160003F1138 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 スマトリプタン錠50mg「日医工」 2160003F1138 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 スマトリプタン錠50mg「日医工」 2160003F1138 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 スマトリプタン錠50mg「日医工」 2160003F1138 PTP
平成調剤薬局八代店 クラシエ製薬 スミスリンローション5% 6429700Q1021 包装小
平成調剤薬局川部店 クラシエ製薬 スミスリンローション5% 6429700Q1021 包装小
平成調剤薬局金町店 クラシエ製薬 スミスリンローション5% 6429700Q1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 スルピリド錠100mg(TYK) 1179016F1094 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 スルピリド錠100mg「サワイ」 1179016F1191 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 スルピリド錠50mg「アメル」 2329009F1152 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 スルピリド錠50mg「アメル」 2329009F1152 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 スルピリド錠50mg「サワイ」 2329009F1217 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 スーグラ錠25mg 3969018F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 スーグラ錠50mg 3969018F2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局本店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD スージャヌ配合錠 3969107F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 セイブル錠50mg 3969009F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 セイブル錠50mg 3969009F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 セイブル錠50mg 3969009F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 セイブル錠50mg 3969009F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 三和化学研究所 セイブル錠50mg 3969009F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 セキコデ配合シロップ 2249105Q1037 調剤用
平成調剤薬局川部店 久光製薬 セクターローション3% 2649729Q2030 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 セクターローション3% 2649729Q2030 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 セクターローション3% 2649729Q2030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ セスデンカプセル30mg 1249005M1083 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ セタプリル錠25mg 2144003F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ セタプリル錠25mg 2144003F2025 PTP
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平成調剤薬局川部店 沢井製薬 セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 1179034F1068 PTP
平成調剤薬局八代店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局本店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局金町店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 4490020R1035 SP
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 4490020F2043 PTP
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 4490020F2043 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⻑生堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 4490020F2043 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キョーリンリメディオ セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 4490020F2116 PTP
平成調剤薬局市役所前店 キョーリンリメディオ セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 4490020F2116 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 4490020F2159 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 4490020F2159 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 4490020F2167 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 4490020F2167 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 4490020F2167 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 4490020F2167 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 4490020F2167 PTP
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 4490020F2183 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 4490020F2213 PTP
平成調剤薬局川部店 皇漢堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 4490020F2213 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 4490020F2213 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 4490020F2221 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 4490020F2256 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 4490020F2280 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 4490020F2280 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 4490020F1179 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 4490020F1225 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 4490020F1292 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 2399709E1043 PTP
平成調剤薬局川部店 岩城製薬 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 2399709E1043 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ジェイドルフ製薬 セチロ配合錠 2359103X1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ジェイドルフ製薬 セチロ配合錠 2359103X1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ジェイドルフ製薬 セチロ配合錠 2359103X1034 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ セディール錠10mg 1129008F2035 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ セディール錠10mg 1129008F2035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 セネガシロップ「ニッコー」 2231001Q1141 調剤用
平成調剤薬局福光店 中北薬品 セネガシロップ「メタル」 2231001Q1079 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ セパゾン錠1 1124014F1038 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ セパゾン錠1 1124014F1038 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ セパゾン錠2 1124014F2034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ セパゾン錠2 1124014F2034 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ セパゾン錠2 1124014F2034 PTP
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ セパゾン錠2 1124014F2034 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局日野店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局本店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局福光店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局金町店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 セファドール錠25mg 1339002F1438 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 セファランチン末1% 2900001A2036 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 セファランチン末1% 2900001A2036 バラ
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 メディサ新薬 セファランチン錠1mg 2900001F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 6132002R4094 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日医工 セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 6132002R4094 分包
平成調剤薬局八代店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP

84



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局川部店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 セファレキシン錠250「日医工」 6132002F1099 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 6132016C1060 バラ
平成調剤薬局川部店 東和薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 6132016C1060 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 6132016C1060 分包
平成調剤薬局本店 東和薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 6132016C1060 分包
平成調剤薬局福光店 東和薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 6132016C1060 分包
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 6132016F2119 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 6132016F2119 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 6132016F2119 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 6132016F2119 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 6132016F2038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 6132016F2038 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 6132016F2038 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 6132016F2038 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 6132016F2038 PTP
平成調剤薬局加納店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局川部店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局市役所前店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局日野店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局福光店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局茜部店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局金町店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シー・エイチ・オー新薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 6132016F2070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工ファーマ セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 6132016F2089 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」 6132016F1031 PTP
平成調剤薬局日野店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 6132015C1111 バラ
平成調剤薬局笠松店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 6132015C1111 バラ
平成調剤薬局鏡島店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 6132015C1111 バラ
平成調剤薬局⻑良店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 6132015C1111 分包
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 6132015C1120 バラ
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 6132015C1120 分包
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 6132015C1065 分包
平成調剤薬局八代店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 6132015F1088 PTP
平成調剤薬局本店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 6132015F1088 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 6132015F1088 PTP
平成調剤薬局笠松店 大蔵製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 6132015F1088 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 6132015F1053 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 6132015F1053 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 6132015F1061 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⻑生堂製薬 セフジニルカプセル100mg「JG」 6132013M2149 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 6132013M2165 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 6132013M2165 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 6132013M2165 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 6132013M2165 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 6132013M2165 PTP
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 セフジニル細粒小児用10%「JG」 6132013C1147 バラ
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 セフジニル細粒小児用10%「JG」 6132013C1147 バラ
平成調剤薬局本店 ⻑生堂製薬 セフジニル細粒小児用10%「JG」 6132013C1147 分包
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 セフジニル細粒小児用10%「JG」 6132013C1147 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ⻑生堂製薬 セフジニル細粒小児用10%「JG」 6132013C1147 バラ
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 セフジニル錠100mg「サワイ」 6132013F2034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 セフジニル錠100mg「サワイ」 6132013F2034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 セフジニル錠100mg「サワイ」 6132013F2034 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 セフジニル錠100mg「サワイ」 6132013F2034 PTP
平成調剤薬局加納店 ⻑生堂製薬 セフスパンカプセル100mg 6132008M2024 PTP
平成調剤薬局八代店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 LTLファーマ セフゾンカプセル100mg 6132013M2025 PTP
平成調剤薬局八代店 LTLファーマ セフゾン細粒小児用10% 6132013C1031 バラ
平成調剤薬局福光店 LTLファーマ セフゾン細粒小児用10% 6132013C1031 バラ
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ セフゾン細粒小児用10% 6132013C1031 バラ
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」 6132419F2131
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局川部店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局本店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局鏡島店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局⻑良店 日医工 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 6132419F2140
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 6132011R1086 分包
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 6132011R1086 バラ
平成調剤薬局八代店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 6132011F1110 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 セララ錠25mg 2149045F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局福光店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 セララ錠50mg 2149045F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 2149029F2107 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 セリンクロ錠10mg 1190025F1023 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 セルシンシロップ0.1% 1124017Q1032 調剤用
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 セルシン散1% 1124017B1129 バラ
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 セルシン散1% 1124017B1129 バラ
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 セルシン散1% 1124017B1129 バラ
平成調剤薬局本店 中外製薬 セルセプトカプセル250 3999017M1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 セルセプトカプセル250 3999017M1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 中外製薬 セルセプトカプセル250 3999017M1026 PTP
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 セルタッチテープ70 2649731S1232 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 セルタッチパップ140 2649731S3022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 セルタッチパップ140 2649731S3022 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局日野店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 セルタッチパップ70 2649731S1143 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 セルトラリンOD錠25mg「アメル」 1179046F4035 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 セルトラリンOD錠50mg「アメル」 1179046F5031 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ セルトラリン錠25mg「DSEP」 1179046F1036 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
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平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠25mg「明治」 1179046F1206 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 セルトラリン錠50mg「アメル」 1179046F2075 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ セルトラリン錠50mg「明治」 1179046F2202 PTP
平成調剤薬局八代店 東菱薬品工業 セルニルトン錠 2590003F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 東菱薬品工業 セルニルトン錠 2590003F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東菱薬品工業 セルニルトン錠 2590003F1023 PTP
平成調剤薬局本店 東菱薬品工業 セルニルトン錠 2590003F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東菱薬品工業 セルニルトン錠 2590003F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ セルベックスカプセル50mg 2329012M1021 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ セルベックス細粒10% 2329012C1026 分包
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ セルベックス細粒10% 2329012C1026 分包
平成調剤薬局川部店 エーザイ セルベックス細粒10% 2329012C1026 分包
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ セルベックス細粒10% 2329012C1026 バラ
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 セレキノン錠100mg 2399006F1331 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 セレクトール錠100mg 2149029F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 セレクトール錠200mg 2149029F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 1149037F1186 PTP
平成調剤薬局八代店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局加納店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 バラ
平成調剤薬局市役所前店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 バラ
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局茜部店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
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平成調剤薬局金町店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠100mg「杏林」 1149037F1097 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 1149037F2182 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 1149037F2182 PTP
平成調剤薬局市役所前店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠200mg「杏林」 1149037F2093 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ セレコキシブ錠200mg「杏林」 1149037F2093 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠100mg 1149037F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 セレコックス錠200mg 1149037F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 セレジストOD錠5mg 1190014F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 セレジストOD錠5mg 1190014F2021 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 セレジストOD錠5mg 1190014F2021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 セレジストOD錠5mg 1190014F2021 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 セレスタミン配合シロップ 2459100Q1031 調剤用
平成調剤薬局八代店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局川部店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局金町店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 セレスタミン配合錠 2459100F1162 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ セレナール錠10 1124013F2064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ セレナール錠10 1124013F2064 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ セレナール錠5 1124013F1033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ セレナール錠5 1124013F1033 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 セレニカR錠200mg 1139004G2039 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 セレニカR顆粒40% 1139004D1052 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 興和 セレニカR顆粒40% 1139004D1052 バラ
平成調剤薬局笠松店 興和 セレニカR顆粒40% 1139004D1052 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ セレネース細粒1% 1179020C1191 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ セレネース錠0.75mg 1179020F1210 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ セレネース錠1.5mg 1179020F3255 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ セレネース錠1.5mg 1179020F3255 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ セレネース錠1mg 1179020F2038 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ セレネース錠3mg 1179020F5037 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン セレベント50ディスカス 2259708G3025 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン セレベント50ディスカス 2259708G3025 包装小
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 セロクエル100mg錠 1179042F2026 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 セロクエル200mg錠 1179042F3022 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 セロクエル25mg錠 1179042F1020 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 セロクエル25mg錠 1179042F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 セロクエル25mg錠 1179042F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 セロクエル25mg錠 1179042F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ セロクラール錠20mg 2190005F2051 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ セロクラール錠20mg 2190005F2051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ セロケン錠20mg 2149010F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ セロケン錠20mg 2149010F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 太陽ファルマ セロケン錠20mg 2149010F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ セロケン錠20mg 2149010F1025 バラ
平成調剤薬局八代店 日医工岐阜工場 センノシド錠12mg「NIG」 2354003F2464 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工岐阜工場 センノシド錠12mg「NIG」 2354003F2464 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD センノシド錠12mg「VTRS」 2354003F2472 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD センノシド錠12mg「VTRS」 2354003F2472 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD センノシド錠12mg「VTRS」 2354003F2472 バラ
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 センノシド錠12mg「YD」 2354003F2332 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局岐大前店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 バラ
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 バラ
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 バラ
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 バラ
平成調剤薬局鏡島店 皇漢堂製薬 センノシド錠12mg「クニヒロ」 2354003F2359 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 センノシド錠12mg「サワイ」 2354003F2367 PTP
平成調剤薬局市役所前店 生晃栄養薬品 センノシド錠12mg「セイコー」 2354003F2340 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイラン製薬 センノシド錠12mg「ファイザー」 2354003F2413 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイラン製薬 センノシド錠12mg「ファイザー」 2354003F2413 バラ
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 センノシド錠12mg「武田テバ」 2354003F2448 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 センノシド錠12mg「武田テバ」 2354003F2448 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 センノシド錠12mg「武田テバ」 2354003F2448 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局川部店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局日野店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局本店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局金町店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ センノシド顆粒8%「日医工」 2354003D2064 バラ
平成調剤薬局加納店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局本店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局茜部店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局金町店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三笠製薬 ゼスタッククリーム 2649865N1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 旭化成ファーマ ゼスラン小児用細粒0.6% 4413004C2022 バラ
平成調剤薬局笠松店 旭化成ファーマ ゼスラン小児用細粒0.6% 4413004C2022 バラ
平成調剤薬局茜部店 旭化成ファーマ ゼスラン小児用細粒0.6% 4413004C2022 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ゼチーア錠10mg 2189018F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ゼビアックスローション2% 2639701Q1025 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ゼビアックス油性クリーム2% 2639701N1029 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ゼビアックス油性クリーム2% 2639701N1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ゼビアックス油性クリーム2% 2639701N1029 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ゼビアックス油性クリーム2% 2639701N1029 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ゼビアックス油性クリーム2% 2639701N1029 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ゼフィックス錠100 6250020F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 全薬工業 ゼフナートクリーム2% 2659712N1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 全薬工業 ゼフナートクリーム2% 2659712N1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 全薬工業 ゼフナート外用液2% 2659712Q1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 全薬工業 ゼフナート外用液2% 2659712Q1026 包装小
平成調剤薬局金町店 全薬工業 ゼフナート外用液2% 2659712Q1026 包装小
平成調剤薬局岐大前店 わかもと製薬 ゼペリン点眼液0.1% 1319745Q1024 包装小
平成調剤薬局笠松店 わかもと製薬 ゼペリン点眼液0.1% 1319745Q1024 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三笠製薬 ゼポラステープ40mg 2649732S2047 包装小
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平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 ゼローダ錠300 4223005F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 中外製薬 ゼローダ錠300 4223005F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 中外製薬 ゼローダ錠300 4223005F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 ゼンタコートカプセル3mg 2399016M1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ゼリア新薬工業 ゼンタコートカプセル3mg 2399016M1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ソニアス配合錠LD 3969101F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ⾠⺒化学 ソファルコンカプセル100mg「TCK」 2329011M2090 PTP
平成調剤薬局川部店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局本店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局福光店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局金町店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局⻑良店 テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤10cm 2634711S1046 包装小
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局福光店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ソランタール錠100mg 1148001F2101 PTP
平成調剤薬局笠松店 LTLファーマ ソランタール錠100mg 1148001F2101 PTP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ ソランタール錠100mg 1148001F2101 PTP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ ソランタール錠50mg 1148001F1059 PTP
平成調剤薬局茜部店 エイワイファーマ ソリタ-T1号輸液 3319500A5078
平成調剤薬局東⻑良店 エイワイファーマ ソリタ-T3号輸液 3319510A4105
平成調剤薬局福光店 エイワイファーマ ソリタ-T3号輸液 3319510A4105
平成調剤薬局加納店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒2号 3229100D2030 分包
平成調剤薬局本店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒2号 3229100D2030 分包
平成調剤薬局笠松店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒2号 3229100D2030 分包
平成調剤薬局八代店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局川部店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局市役所前店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局本店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局東⻑良店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局笠松店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局鏡島店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局⻑良店 エイワイファーマ ソリタ-T配合顆粒3号 3229101D2035 分包
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 2590011F3047 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 2590011F3055 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 2590011F3055 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 2590011F3055 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 2590011F3063 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 2590011F3063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 2590011F3063 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 2590011F3063 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 2590011F3063 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 2590011F4043 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 2590011F4043 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 2590011F4051 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 2590011F4051 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 2590011F4051 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 2590011F4060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 2590011F1079 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 2590011F2075 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ネオクリティケア製薬 ソリューゲンF注 3319557A2060
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 ソロン錠50 2329011F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ゾニサミド散20%「アメル」 1139005B1056 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP

90



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ゾニサミド錠100mg「アメル」 1139005F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ゾビラックスクリーム5% 6250701N1049 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日東メディック ゾビラックス眼軟膏3% 1319719M1046 包装小
平成調剤薬局金町店 日東メディック ゾビラックス眼軟膏3% 1319719M1046 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日東メディック ゾビラックス眼軟膏3% 1319719M1046 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン ゾビラックス軟膏5% 6250701M1027 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ゾビラックス軟膏5% 6250701M1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン ゾビラックス軟膏5% 6250701M1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ゾビラックス顆粒40% 6250002D1024 分包
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ゾピクロン錠10mg「サワイ」 1129007F2103 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ゾピクロン錠10mg「サワイ」 1129007F2103 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ゾピクロン錠10mg「サワイ」 1129007F2103 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ゾピクロン錠10mg「サワイ」 1129007F2103 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ゾピクロン錠10mg「トーワ」 1129007F2073 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ゾピクロン錠10mg「トーワ」 1129007F2073 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 1129007F1123 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 1129007F1107 PTP
平成調剤薬局福光店 塩野義製薬 ゾフルーザ錠20mg 6250047F2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 ゾフルーザ錠20mg 6250047F2029 PTP
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3969500G1029
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3969500G1029
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3969500G1029
平成調剤薬局本店 ノボノルディスクファーマ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3969500G1029
平成調剤薬局東⻑良店 ノボノルディスクファーマ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3969500G1029
平成調剤薬局市役所前店 救急薬品工業 ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 1129009F4059 包装小
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 1129009F4040 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 1129009F4067 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 1129009F4067 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 1129009F3044 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 1129009F3044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 1129009F3060 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 1129009F3060 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 1129009F2064 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「クニヒロ」 1129009F2340 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「クニヒロ」 1129009F2340 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 1129009F2242 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」 1129009F2277 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 1129009F2285 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
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平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 1129009F1068 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」 1129009F1343 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 1129009F1246 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1129009F1335 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2160004F2066 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 2160004F2074 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 2160004F2074 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ゾーミッグRM錠2.5mg 2160004F2023 包装小
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ゾーミッグRM錠2.5mg 2160004F2023 包装小
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ゾーミッグRM錠2.5mg 2160004F2023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ゾーミッグRM錠2.5mg 2160004F2023 包装小
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ゾーミッグ錠2.5mg 2160004F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ タイメック配合内用液 2349100X1204 調剤用
平成調剤薬局加納店 大正製薬 タウリン散98%「大正」 3919006B1034 分包
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 タウリン散98%「大正」 3919006B1034 分包
平成調剤薬局川部店 大正製薬 タウリン散98%「大正」 3919006B1034 分包
平成調剤薬局鏡島店 大正製薬 タウリン散98%「大正」 3919006B1034 分包
平成調剤薬局本店 住友ファーマ タガメット細粒20% 2325001C1053 バラ
平成調剤薬局川部店 マイランEPD タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 3999014M2070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 3999014M2037 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 3999014M1073 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 3999014M1073 PTP
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 3999014M1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 3999014M1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 3999014M1030 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 2699709M1052 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 2699709M1052 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 2699709M1052 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 2699709M1052 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 2699709M1052 包装小
平成調剤薬局八代店 あゆみ製薬 タクロリムス錠1mg「あゆみ」 3999014F2054 PTP
平成調剤薬局加納店 あゆみ製薬 タクロリムス錠1mg「あゆみ」 3999014F2054 PTP
平成調剤薬局本店 あゆみ製薬 タクロリムス錠1mg「あゆみ」 3999014F2054 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ タグリッソ錠40mg 4291045F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 タケキャブ錠10mg 2329030F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
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平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 タケキャブ錠20mg 2329030F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠15 2329023F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠30 2329023F2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 タケプロンOD錠30 2329023F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 タケプロンカプセル15 2329023M1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 タケプロンカプセル15 2329023M1020 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 タケルダ配合錠 3399102F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ タシグナカプセル150mg 4291021M2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ タシグナカプセル150mg 4291021M2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 2590016F3023 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 2590016F1047 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 2590016F1047 PTP
平成調剤薬局八代店 シオエ製薬 タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 2590016F1110 PTP
平成調剤薬局本店 シオエ製薬 タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 2590016F1110 PTP
平成調剤薬局八代店 トーアエイヨー タダラフィル錠20mgAD「TE」 2190030F1045 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 タダラフィル錠5mgZA「あすか」 2590016F2043 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 タダラフィル錠5mgZA「あすか」 2590016F2043 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 タダラフィル錠5mgZA「あすか」 2590016F2043 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 タダラフィル錠5mgZA「あすか」 2590016F2043 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 2590016F2060 PTP
平成調剤薬局八代店 シオエ製薬 タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 2590016F2116 PTP
平成調剤薬局本店 シオエ製薬 タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 2590016F2116 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 タチオン錠100mg 3922001F2248 PTP
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 タチオン錠100mg 3922001F2248 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 タチオン錠50mg 3922001F1098 PTP
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 タチオン錠50mg 3922001F1098 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 タナトリル錠2.5 2144008F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 タナトリル錠2.5 2144008F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 タナトリル錠5 2144008F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 タナトリル錠5 2144008F2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 タナトリル錠5 2144008F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 タナトリル錠5 2144008F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局加納店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局日野店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局茜部店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局鏡島店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 タフマックE配合カプセル 2339149M1045 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 タフマックE配合顆粒 2339150D1030 バラ
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 タフマックE配合顆粒 2339150D1030 分包
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平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 タフマックE配合顆粒 2339150D1030 バラ
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 タフマックE配合顆粒 2339150D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 タフマックE配合顆粒 2339150D1030 バラ
平成調剤薬局加納店 参天製薬 タプコム配合点眼液 1319822Q1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 タプコム配合点眼液 1319822Q1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 タプコム配合点眼液 1319822Q1021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 タプコム配合点眼液 1319822Q1021 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 タプロス点眼液0.0015% 1319756Q1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 中外製薬 タミフルカプセル75 6250021M1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 中外製薬 タミフルカプセル75 6250021M1027 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 2590008F1123 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 2590008F1123 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 2590008F1123 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 2590008F1123 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 2590008F1166 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 2590008F1166 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 2590008F1093 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 2590008F1093 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 2590008F1093 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 2590008F2146 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 2590008F2197 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 2590008F2197 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 2590008F2197 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 2590008F2120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 2590008F2154 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 2590008F2073 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 2590008F2090 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 2590008F2090 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 2590008F2090 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 2590008F2090 バラ
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 2590008N2183 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 2590008N2183 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 タモキシフェン錠10mg「サワイ」 4291003F1228 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ タモキシフェン錠20mg「DSEP」 4291003F2119 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ タモキシフェン錠20mg「DSEP」 4291003F2119 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ タモキシフェン錠20mg「DSEP」 4291003F2119 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ タモキシフェン錠20mg「DSEP」 4291003F2119 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ タモキシフェン錠20mg「DSEP」 4291003F2119 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD タモキシフェン錠20mg「MYL」 4291003F2100 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 4291003F2062 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 4291003F2062 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 4291003F2062 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 タリオンOD錠10mg 4490022F4029 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 タリオンOD錠10mg 4490022F4029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 タリオンOD錠10mg 4490022F4029 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 タリオンOD錠10mg 4490022F4029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 タリオンOD錠10mg 4490022F4029 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
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平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 タリオン錠10mg 4490022F2034 PTP
平成調剤薬局八代店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 タリビッド点眼液0.3% 1319722Q1163 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 タリビッド眼軟膏0.3% 1319722M1056 包装小
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ タリビッド耳科用液0.3% 1329706Q1039 包装小
平成調剤薬局金町店 千寿製薬 タリムス点眼液0.1% 1319755Q1028 包装小
平成調剤薬局川部店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 タリージェ錠10mg 1190026F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 タリージェ錠15mg 1190026F4027 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 タリージェ錠2.5mg 1190026F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
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平成調剤薬局金町店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 タリージェ錠5mg 1190026F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 1190014F2064 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 1190014F2064 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 1129008F2043 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 1129008F2043 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 1129008F2043 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「日医工」 1129008F3066 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 1129008F1063 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 1129008F1063 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 2312001X1260 バラ
平成調剤薬局加納店 日興製薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 2312001X1219 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 2312001X1219 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 2312001X1219 バラ
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 2312001X1219 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日興製薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 2312001X1219 バラ
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 2312001X1251 バラ
平成調剤薬局笠松店 マイラン製薬 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 2312001X1251 バラ
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 2312001X1251 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 中北薬品 タンニン酸アルブミン「メタル」 2312001X1111 バラ
平成調剤薬局八代店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局本店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局福光店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局笠松店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局⻑良店 丸石製薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 2312001X1235 バラ
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ タンボコール錠50mg 2129009F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ダイアコートクリーム0.05% 2646723N1151 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 ダイアコートクリーム0.05% 2646723N1151 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ダイアコートクリーム0.05% 2646723N1151 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 ダイアコートクリーム0.05% 2646723N1151 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ダイアコートクリーム0.05% 2646723N1151 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 調剤用
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 ダイアコート軟膏0.05% 2646723M1172 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局本店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 ダイアップ坐剤10 1124701J3025 包装小
平成調剤薬局八代店 高田製薬 ダイアップ坐剤4 1124701J1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 ダイアップ坐剤4 1124701J1022 包装小
平成調剤薬局本店 高田製薬 ダイアップ坐剤4 1124701J1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ダイアップ坐剤4 1124701J1022 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 ダイアップ坐剤4 1124701J1022 包装小
平成調剤薬局八代店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局川部店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局本店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 ダイアップ坐剤6 1124701J2029 包装小
平成調剤薬局加納店 三和化学研究所 ダイアモックス錠250mg 2134002F1109 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ダイアモックス錠250mg 2134002F1109 PTP
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 ダイアモックス錠250mg 2134002F1109 PTP
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 ダイアモックス錠250mg 2134002F1109 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ダイアモックス錠250mg 2134002F1109 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局福光店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ダイアート錠30mg 2139008F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 ダイアート錠60mg 2139008F1056 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 ダイアート錠60mg 2139008F1056 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ダイアート錠60mg 2139008F1056 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 ダイアート錠60mg 2139008F1056 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ダイアート錠60mg 2139008F1056 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 鈴粉末薬品 ダイオウ末鈴 5100121A1086 バラ
平成調剤薬局川部店 鈴粉末薬品 ダイオウ末鈴 5100121A1086 バラ
平成調剤薬局市役所前店 鈴粉末薬品 ダイオウ末鈴 5100121A1086 バラ
平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局茜部店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 ダイフェン配合錠 6290100F2107 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 ダイフェン配合顆粒 6290100D1070 分包
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 ダイフェン配合顆粒 6290100D1070 分包
平成調剤薬局八代店 日医工 ダイメジンスリービー配合カプセル25 3179109M1066 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ダイメジンスリービー配合カプセル25 3179109M1066 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ダイメジンスリービー配合カプセル25 3179109M1066 PTP
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 ダクチル錠50mg 1249004F1080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 ダクチル錠50mg 1249004F1080 PTP
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局福光店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 佐藤製薬 ダラシンTゲル1% 2634713M1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 佐藤製薬 ダラシンTローション1% 2634713Q1021 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 ダラシンTローション1% 2634713Q1021 包装小
平成調剤薬局八代店 ファイザー ダラシンカプセル150mg 6112001M2038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ダラシンカプセル150mg 6112001M2038 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ダラシンカプセル150mg 6112001M2038 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ダラシンカプセル150mg 6112001M2038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ダルメートカプセル15 1124002M2022 PTP
平成調剤薬局八代店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局加納店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局川部店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局日野店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局本店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局福光店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局茜部店 オーファンパシフィック ダントリウムカプセル25mg 1229002M1036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠1mg 3999049F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠2mg 3999049F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ダーブロック錠4mg 3999049F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD チアトンカプセル10mg 1231013M2179 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD チアトンカプセル5mg 1231013M1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 チアプリド細粒10%「サワイ」 1190004C1106 バラ
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 チアプリド細粒10%「サワイ」 1190004C1106 バラ
平成調剤薬局本店 沢井製薬 チアプリド細粒10%「サワイ」 1190004C1106 バラ
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 チアプリド細粒10%「サワイ」 1190004C1106 バラ
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 チアプリド細粒10%「サワイ」 1190004C1106 バラ
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 チアプリド錠25mg「サワイ」 1190004F1145 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ チアプリド錠25mg「テバ」 1190004F1161 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ チアプリド錠25mg「テバ」 1190004F1161 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ チアプリド錠25mg「テバ」 1190004F1161 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ チアプリド錠25mg「テバ」 1190004F1161 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 チアプリド錠50mg「サワイ」 1190004F2133 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 チアプリド錠50mg「サワイ」 1190004F2133 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ チアプリド錠50mg「テバ」 1190004F2150 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ チアプリド錠50mg「テバ」 1190004F2150 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ チアプリド錠50mg「テバ」 1190004F2150 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ チアプリド錠50mg「テバ」 1190004F2150 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイラン製薬 チオラ錠100 3919003F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 チオラ錠100 3919003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 1231013M2209 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 1231013M2209 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 1231013M2209 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局岐大前店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 3399001F1406 PTP
平成調剤薬局茜部店 鶴原製薬 チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」 3399001F1481 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 チザニジン錠1mg「NPI」 1249010F1336 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本薬品工業 チザニジン錠1mg「NPI」 1249010F1336 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ チザニジン錠1mg「テバ」 1249010F1298 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ チザニジン錠1mg「テバ」 1249010F1298 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ チザニジン錠1mg「テバ」 1249010F1298 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 チザニジン錠1mg「トーワ」 1249010F1310 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 チザニジン錠1mg「トーワ」 1249010F1310 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 チザニジン錠1mg「日医工」 1249010F1263 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ チスタニン糖衣錠100mg 2233001F1234 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ チバセン錠5mg 2144007F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 1249005F1122 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 1249005F1122 PTP

98



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局川部店 参天製薬 チモプトールXE点眼液0.5% 1319702Q4033 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 チモプトールXE点眼液0.5% 1319702Q4033 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 チモプトール点眼液0.5% 1319702Q2111 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 チモプトール点眼液0.5% 1319702Q2111 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 チモプトール点眼液0.5% 1319702Q2111 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 チモプトール点眼液0.5% 1319702Q2111 包装小
平成調剤薬局岐大前店 テイカ製薬 チモロールXE点眼液0.5%「TS」 1319702Q4041 包装小
平成調剤薬局茜部店 テイカ製薬 チモロールXE点眼液0.5%「TS」 1319702Q4041 包装小
平成調剤薬局川部店 東亜薬品 チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 1319702Q4068 包装小
平成調剤薬局本店 東亜薬品 チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 1319702Q4068 包装小
平成調剤薬局本店 あすか製薬 チラーヂンS散0.01% 2431004B1038 バラ
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS散0.01% 2431004B1038 バラ
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠100μg 2431004F3032 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠12.5μg 2431004F4020 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠25μg 2431004F2052 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠50μg 2431004F1056 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 チラーヂンS錠75μg 2431004F5027 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ ツイミーグ錠500mg 3969026F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ツイミーグ錠500mg 3969026F1027 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ツイミーグ錠500mg 3969026F1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ ツイミーグ錠500mg 3969026F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ ツイミーグ錠500mg 3969026F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 イーエヌ大塚製薬 ツインラインNF配合経腸用液 3259117S1020 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 ツインラインNF配合経腸用液 3259117S1020 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) 5200138D1059 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) 5200138D1059 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) 5200138D1059 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) 5200064D1045 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) 5200064D1045 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ三物⻩ごん湯エキス顆粒(医療用) 5200058D1023 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ三物⻩ごん湯エキス顆粒(医療用) 5200058D1023 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 5200012D1080 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 5200012D1080 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 5200012D1080 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 5200012D1080 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) 5200113D1024 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) 5200113D1024 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 5200047D1025 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 5200047D1025 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 5200047D1025 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 5200045D1034 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 5200045D1034 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 5200045D1034 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 5200048D1070 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ五⻁湯エキス顆粒(医療用) 5200044D1030 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ五⻁湯エキス顆粒(医療用) 5200044D1030 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 5200116D1060 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 5200116D1060 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 5200116D1060 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 5200116D1060 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 5200116D1060 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 5200117D1030 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ八味地⻩丸エキス顆粒(医療用) 5200121D1045 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
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平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 5200141D1034 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 5200146D1029 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 5200146D1029 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 5200016D1054 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 5200017D1083 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 5200069D1048 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 5200070D1105 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 5200070D1105 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 5200070D1105 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 5200070D1105 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 5200070D1105 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200122D1074 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
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平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 5200123D1079 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ半夏⽩朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 5200124D1022 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 5200046D1039 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) 5200062D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) 5200062D1020 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 5200065D1031 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 5200061D1025 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 5200061D1025 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 バラ
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 5200092D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 5200093D1092 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 5200093D1092 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 5200093D1092 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 5200096D1029 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 5200096D1029 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ大⻩⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200090D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) 5200115D1023 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 5200001D1066 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 5200001D1066 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 5200001D1066 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 5200001D1066 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) 5200076D1030 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 5200072D1058 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 5200073D1117 分包
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平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 5200073D1117 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 5200074D1022 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ小⻘⻯湯エキス顆粒(医療用) 5200075D1086 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) 5200088D1032 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 5200110D1047 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) 5200107D1029 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) 5200107D1029 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 5200111D1076 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 5200108D1023 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 5200108D1023 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 5200108D1023 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 5200108D1023 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 5200139D1037 分包
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平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 5200140D1021 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用) 5200137D1020 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 5200054D1033 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ柴胡加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200050D1094 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 5200052D1034 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 5200052D1034 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 5200052D1034 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200051D1080 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 5200055D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 5200055D1020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 5200055D1020 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 5200055D1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 5200055D1020 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 5200034D1044 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ桂枝加⻯骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 5200035D1030 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200033D1023 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
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店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 5200032D1045 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200028D1049 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 5200028D1049 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 5200038D1093 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 5200039D1039 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 5200039D1039 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 5200039D1039 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 5200039D1039 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 5200106D1059 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5200020D1026 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) 5200098D1028 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) 5200098D1028 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) 5200098D1028 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用) 5200099D1022 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 5200077D1034 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 5200084D1034 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 5200084D1034 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 5200086D1033 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 5200086D1033 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 5200086D1033 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 5200086D1033 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 5200085D1020 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 5200085D1020 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 5200085D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 5200085D1020 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 5200085D1020 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200087D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 5200006D1042 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 5200006D1042 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 5200005D1030 分包
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平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 5200005D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 5200059D1036 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 5200059D1036 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 5200071D1037 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ炙⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200066D1036 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ炙⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200066D1036 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ炙⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200066D1036 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ炙⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200066D1036 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ炙⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200066D1036 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 5200025D1029 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 5200103D1101 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ⽢⻨大棗湯エキス顆粒(医療用) 5200019D1031 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 5200089D1045 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ⽩⻁加人参湯エキス顆粒(医療用) 5200125D1035 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ⽩⻁加人参湯エキス顆粒(医療用) 5200125D1035 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ⽩⻁加人参湯エキス顆粒(医療用) 5200125D1035 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 5200083D1030 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 5200083D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 5200083D1030 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 5200083D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 5200149D1022 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ⻯胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) 5200142D1047 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 5200097D1023 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 5200097D1023 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 5200097D1023 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 5200097D1023 分包
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平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ紫雲膏 2649873M1030 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ紫雲膏 2649873M1030 調剤用
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ芍薬⽢草湯エキス顆粒(医療用) 5200067D1049 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ苓姜朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200144D1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ苓姜朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200144D1020 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ苓桂朮⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200145D1059 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ苓⽢姜味⾟夏仁湯エキス顆粒(医療用) 5200143D1025 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ苓⽢姜味⾟夏仁湯エキス顆粒(医療用) 5200143D1025 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 5200127D1026 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 5200003D1049 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 5200027D1052 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 5200027D1052 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 5200027D1052 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 5200013D1123 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう⾟夷エキス顆粒(医療用) 5200015D1084 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
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平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 5200131D1065 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 5200007D1047 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 5200007D1047 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 5200007D1047 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 5200007D1047 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 5200007D1047 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ⾟夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 5200080D1044 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) 5200105D1038 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 5200056D1032 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 5200101D1030 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ防已⻩耆湯エキス顆粒(医療用) 5200129D1076 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 5200130D1060 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 5200043D1027 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 5200043D1027 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 5200043D1027 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 5200043D1027 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 5200043D1027 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
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平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ⻨門冬湯エキス顆粒(医療用) 5200119D1030 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 5200136D1033 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ麻杏よく⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200135D1047 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ麻杏よく⽢湯エキス顆粒(医療用) 5200135D1047 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ麻杏⽢石湯エキス顆粒(医療用) 5200134D1042 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ麻杏⽢石湯エキス顆粒(医療用) 5200134D1042 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ麻杏⽢石湯エキス顆粒(医療用) 5200134D1042 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ麻杏⽢石湯エキス顆粒(医療用) 5200134D1042 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ麻杏⽢石湯エキス顆粒(医療用) 5200134D1042 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局日野店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局福光店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局茜部店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ麻⻩湯エキス顆粒(医療用) 5200132D1035 分包
平成調剤薬局八代店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局加納店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局岐大前店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局川部店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局笠松店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局⻑良店 ツムラ ツムラ麻⻩附子細⾟湯エキス顆粒(医療用) 5200133D1021 分包
平成調剤薬局本店 ツムラ ツムラ⻩耆建中湯エキス顆粒(医療用) 5200008D1025 分包
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ツムラ⻩連解毒湯エキス顆粒(医療用) 5200011D1078 分包
平成調剤薬局金町店 ツムラ ツムラ⻩連解毒湯エキス顆粒(医療用) 5200011D1078 分包
平成調剤薬局太郎丸店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 2259707S1187 包装小
平成調剤薬局本店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 2259707S1187 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 2259707S1187 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 2259707S1187 包装小
平成調剤薬局本店 東和薬品 ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 2259707S1209 包装小
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 2259707S1209 包装小
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 2259707S1209 包装小
平成調剤薬局加納店 ニプロ ツロブテロールテープ1mg「NP」 2259707S2159 包装小
平成調剤薬局本店 ニプロ ツロブテロールテープ1mg「NP」 2259707S2159 包装小
平成調剤薬局茜部店 ニプロ ツロブテロールテープ1mg「NP」 2259707S2159 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ ツロブテロールテープ1mg「NP」 2259707S2159 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ ツロブテロールテープ1mg「NP」 2259707S2159 包装小
平成調剤薬局本店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ1mg「YP」 2259707S2183 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ1mg「YP」 2259707S2183 包装小
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平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ1mg「YP」 2259707S2183 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ1mg「YP」 2259707S2183 包装小
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 2259707S2078 包装小
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 2259707S2205 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局日野店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局笠松店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ ツロブテロールテープ2mg「NP」 2259707S3155 包装小
平成調剤薬局本店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ2mg「YP」 2259707S3180 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ2mg「YP」 2259707S3180 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 ツロブテロールテープ2mg「YP」 2259707S3180 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 2259707S3201 包装小
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 2259707S3201 包装小
平成調剤薬局本店 東和薬品 ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 2259707S3201 包装小
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 2259707S3201 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 ツロブテロールテープ2mg「久光」 2259707S3210 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ツロブテロールテープ2mg「久光」 2259707S3210 包装小
平成調剤薬局笠松店 日医工 ツロブテロールテープ2mg「日医工」 2259707S3082 包装小
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 2259002R1118 バラ
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 2259002R1118 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ツートラム錠100mg 1149038G3022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ツートラム錠150mg 1149038G4029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ツートラム錠25mg 1149038G5025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ツートラム錠50mg 1149038G2026 PTP
平成調剤薬局本店 日本臓器製薬 ツートラム錠50mg 1149038G2026 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本臓器製薬 ツートラム錠50mg 1149038G2026 PTP
平成調剤薬局金町店 日本臓器製薬 ツートラム錠50mg 1149038G2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大鵬薬品工業 ティーエスワン配合OD錠T25 4229101F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」 6119401D1043
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 テオドール錠100mg 2251001F2115 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 テオドール錠100mg 2251001F2115 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 テオドール錠100mg 2251001F2115 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 テオドール錠200mg 2251001F3081 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 2251001R1131 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 2251001G1092 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 2251001G1092 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 2251001G1092 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 2251001G2080 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 2251001R1123 バラ
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 2251001R1123 バラ
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 2251001F2166 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 2251001F2166 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 2251001F2166 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 2251001F2166 PTP
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 2251001F2182 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 2251001F3154 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 2251001F3154 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ テオロング錠100mg 2251001F2050 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ テオロング錠100mg 2251001F2050 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ テオロング錠200mg 2251001F3049 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ テオロング錠50mg 2251001F1038 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ テオロング錠50mg 2251001F1038 PTP
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1142 包装小
平成調剤薬局加納店 佐藤製薬 テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1142 包装小
平成調剤薬局川部店 佐藤製薬 テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1142 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1142 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ テグレトール細粒50% 1139002C1082 バラ
平成調剤薬局日野店 サンファーマ テグレトール細粒50% 1139002C1082 バラ
平成調剤薬局本店 サンファーマ テグレトール細粒50% 1139002C1082 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ テグレトール細粒50% 1139002C1082 バラ
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ テグレトール細粒50% 1139002C1082 バラ
平成調剤薬局八代店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局日野店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局福光店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ テグレトール錠100mg 1139002F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局日野店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 バラ
平成調剤薬局金町店 サンファーマ テグレトール錠200mg 1139002F1062 PTP
平成調剤薬局日野店 日本⻭科薬品 テトラサイクリン・プレステロン⻭科用軟膏 2760803M1038 包装小
平成調剤薬局川部店 オルガノン テトラミド錠10mg 1179033F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン テトラミド錠10mg 1179033F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン テトラミド錠30mg 1179033F2027 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン テトラミド錠30mg 1179033F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 テネリアOD錠20mg 3969015F3021 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 バラ
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 テネリア錠20mg 3969015F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 テネリア錠40mg 3969015F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 テネリア錠40mg 3969015F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン テノゼット錠300mg 6250024F1030 バラ
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ テノーミン錠25 2123011F1155 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ テノーミン錠25 2123011F1155 PTP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ テノーミン錠25 2123011F1155 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ テノーミン錠50 2123011F2437 PTP
平成調剤薬局本店 太陽ファルマ テノーミン錠50 2123011F2437 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 テプレノンカプセル50mg「YD」 2329012M1374 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 テプレノンカプセル50mg「YD」 2329012M1374 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 テプレノンカプセル50mg「YD」 2329012M1374 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 テプレノンカプセル50mg「YD」 2329012M1374 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 テプレノンカプセル50mg「YD」 2329012M1374 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 2329012M1340 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 バラ
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 2329012M1293 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 テプレノン細粒10%「サワイ」 2329012C1328 分包
平成調剤薬局加納店 東和薬品 テプレノン細粒10%「トーワ」 2329012C1271 バラ
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 テプレノン細粒10%「トーワ」 2329012C1271 分包
平成調剤薬局川部店 東和薬品 テプレノン細粒10%「トーワ」 2329012C1271 分包
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 2144009F2170 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 2144009F2170 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 2144009F2170 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 2144009F3053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」 2144009F3177 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ テラムロ配合錠AP「DSEP」 2149117F1033 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ テラムロ配合錠BP「DSEP」 2149117F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ テラムロ配合錠BP「ニプロ」 2149117F2099 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ テラムロ配合錠BP「武田テバ」 2149117F2064 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 テラ・コートリル軟膏 2647705M1023 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 テラ・コートリル軟膏 2647705M1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 テラ・コートリル軟膏 2647705M1023 包装小
平成調剤薬局金町店 陽進堂 テラ・コートリル軟膏 2647705M1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 テラ・コートリル軟膏 2647705M1023 包装小
平成調剤薬局川部店 旭化成ファーマ テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 2439401G1024
平成調剤薬局市役所前店 旭化成ファーマ テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 2439401G1024
平成調剤薬局東⻑良店 旭化成ファーマ テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 2439401G1024
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 2439401G1024
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ14吸入用 2290804G1022 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ14吸入用 2290804G1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ14吸入用 2290804G1022 包装小
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン テリルジー100エリプタ30吸入用 2290804G2029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ14吸入用 2290804G3025 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ14吸入用 2290804G3025 包装小
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ30吸入用 2290804G4021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ30吸入用 2290804G4021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ30吸入用 2290804G4021 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ30吸入用 2290804G4021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン テリルジー200エリプタ30吸入用 2290804G4021 包装小
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ テルチア配合錠AP「DSEP」 2149113F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 テルチア配合錠AP「トーワ」 2149113F1060 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テルチア配合錠BP「DSEP」 2149113F2031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テルチア配合錠BP「DSEP」 2149113F2031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テルチア配合錠BP「DSEP」 2149113F2031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ テルチア配合錠BP「DSEP」 2149113F2031 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局川部店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局本店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局福光店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ テルネリン錠1mg 1249010F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ジェネリック テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 2659710N1187 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 2659710N1225 包装小
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
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平成調剤薬局本店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 2659710N1209 包装小
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 2659710N1136 包装小
平成調剤薬局日野店 東和薬品 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 2659710N1217 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 2659710N1195 包装小
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 2659710Q1108 包装小
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 2659710Q1108 包装小
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 2659710Q1108 包装小
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 2659710Q1108 包装小
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 2659710Q1108 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 テルビナフィン錠125mg「サワイ」 6290005F1296 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンド テルビナフィン錠125mg「サンド」 6290005F1130 PTP
平成調剤薬局八代店 高田製薬 テルビナフィン錠125mg「タカタ」 6290005F1342 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 テルビナフィン錠125mg「タカタ」 6290005F1342 PTP
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 テルビナフィン錠125mg「タカタ」 6290005F1342 PTP
平成調剤薬局金町店 高田製薬 テルビナフィン錠125mg「タカタ」 6290005F1342 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ テルビナフィン錠125mg「タナベ」 6290005F1253 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー テルビナフィン錠125mg「ファイザー」 6290005F1288 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 2149042F4024 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 2149042F5020 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ テルミサルタン錠20mg「DSEP」 2149042F1033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共創未来ファーマ テルミサルタン錠20mg「FFP」 2149042F1050 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 バラ
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ テルミサルタン錠40mg「DSEP」 2149042F2030 PTP
平成調剤薬局本店 ⾠⺒化学 テルミサルタン錠40mg「TCK」 2149042F2099 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ テルミサルタン錠40mg「ケミファ」 2149042F2137 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 2149042F2226 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ テルミサルタン錠40mg「明治」 2149042F2242 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ テルミサルタン錠80mg「DSEP」 2149042F3036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ テルミサルタン錠80mg「DSEP」 2149042F3036 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠80mg「DSEP」 2149042F3036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ テルミサルタン錠80mg「DSEP」 2149042F3036 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ テルミサルタン錠80mg「DSEP」 2149042F3036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ケミファ テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 2149042F3133 PTP
平成調剤薬局八代店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局加納店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局岐大前店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局川部店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局日野店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局本店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
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平成調剤薬局福光店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局金町店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局鏡島店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ テレミンソフト坐薬10mg 2359700J2106 包装小
平成調剤薬局八代店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局福光店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ テレミンソフト坐薬2mg 2359700J1088 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ディオバン錠40mg 2149041F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ ディオバン錠40mg 2149041F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ディオバン錠40mg 2149041F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ディオバン錠80mg 2149041F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 日新製薬 ディクアノン配合内用液 2349100X1212 調剤用
平成調剤薬局八代店 持田製薬 ディナゲスト錠0.5mg 2499010F3026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 持田製薬 ディナゲスト錠0.5mg 2499010F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 ディナゲスト錠0.5mg 2499010F3026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 ディナゲスト錠1mg 2499010F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 持田製薬 ディナゲスト錠1mg 2499010F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ ディフェリンゲル0.1% 2699711Q1027 包装小
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ ディレグラ配合錠 4490100F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ デエビゴ錠10mg 1190027F3025 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ デエビゴ錠2.5mg 1190027F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局茜部店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ デエビゴ錠5mg 1190027F2029 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 デカドロン錠0.5mg 2454002F1183 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 デカドロン錠4mg 2454002F3020 PTP
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 2646704N1078 包装小
平成調剤薬局八代店 池田薬品工業 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 2646726N1147 包装小
平成調剤薬局八代店 池田薬品工業 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 2646726M1141 包装小
平成調剤薬局加納店 池田薬品工業 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 2646726M1141 包装小
平成調剤薬局福光店 池田薬品工業 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 2646726M1141 包装小
平成調剤薬局八代店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局加納店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局川部店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局本店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局福光店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局金町店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 2399706M1125 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日東メディック デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 1315700M2057 包装小
平成調剤薬局笠松店 富士製薬工業 デキサンVG軟膏0.12% 2647709M1137 包装小
平成調剤薬局鏡島店 富士製薬工業 デキサンVG軟膏0.12% 2647709M1137 調剤用
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「トーワ」 2223001B1260 バラ
平成調剤薬局八代店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 バラ
平成調剤薬局本店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2223001F2137 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 2223001F2153 PTP
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 2223001F2153 PTP
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 2223001F2153 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
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平成調剤薬局本店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 2223001F2145 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン デザレックス錠5mg 4490032F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー デジレル錠25 1179037F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー デジレル錠50 1179037F2033 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー デジレル錠50 1179037F2033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 デスパコーワ口腔用クリーム 2399800X1033 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 デスパコーワ口腔用クリーム 2399800X1033 包装小
平成調剤薬局日野店 興和 デスパコーワ口腔用クリーム 2399800X1033 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 フェリング・ファーマ デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 2419700R1030 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 デタントール0.01%点眼液 1319747Q1023 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 デタントール0.01%点眼液 1319747Q1023 包装小
平成調剤薬局笠松店 エーザイ デタントールR錠3mg 2149015G1023 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 デトルシトールカプセル2mg 2590012M1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 デトルシトールカプセル2mg 2590012M1021 PTP
平成調剤薬局八代店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局加納店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局太郎丸店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局岐大前店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局川部店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局市役所前店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局本店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局東⻑良店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局笠松店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局金町店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局鏡島店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局⻑良店 日東薬品工業 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020 SP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 デノパミン錠10mg「日医工」 2119004F2051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン デパケンR錠100mg 1139004G1040 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン デパケンR錠200mg 1139004G2063 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン デパケンシロップ5% 1139004Q1100 調剤用
平成調剤薬局八代店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 分包
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 バラ
平成調剤薬局日野店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 バラ
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平成調剤薬局本店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 バラ
平成調剤薬局茜部店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 バラ
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン デパケン細粒40% 1139004C2061 分包
平成調剤薬局福光店 協和キリン デパケン錠100mg 1139004F1096 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン デパケン錠200mg 1139004F2173 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 デパス細粒1% 1179025C1054 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 デパス錠0.25mg 1179025F3029 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 デパス錠0.5mg 1179025F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 デパス錠1mg 1179025F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 デパス錠1mg 1179025F2022 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 デパス錠1mg 1179025F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 デパス錠1mg 1179025F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 デパス錠1mg 1179025F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ デプロメール錠25 1179039F1028 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ デプロメール錠25 1179039F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ デプロメール錠25 1179039F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ デプロメール錠25 1179039F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 Meiji Seika ファルマ デプロメール錠25 1179039F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局日野店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局本店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 デベルザ錠20mg 3969021F1032 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ デュアック配合ゲル 2699803Q1020 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ デュアック配合ゲル 2699803Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ デュアック配合ゲル 2699803Q1020 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ デュアック配合ゲル 2699803Q1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ デュアック配合ゲル 2699803Q1020 包装小
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ デュオトラバ配合点眼液 1319820Q1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ デュオトラバ配合点眼液 1319820Q1022 包装小
平成調剤薬局川部店 アッヴィ デュオドーパ配合経腸用液 1169101S1020 調剤用
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」 2499011M1051 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 2499011M1108 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
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平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 2499011F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 日新製薬 デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 2499011F1036 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 2499011F1044 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ デュピクセント皮下注300mgペン 4490405G2020
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ デュピクセント皮下注300mgペン 4490405G2020
平成調剤薬局金町店 サノフィ デュピクセント皮下注300mgペン 4490405G2020
平成調剤薬局八代店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 デュファストン錠5mg 2478003F1031 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 1179052F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 1179052F4022 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 1179052F4022 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 1179052M1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 1179052M1030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 1179052M1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 1179052M1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 1179052M2037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 1179052M2037 PTP
平成調剤薬局金町店 摩耶堂製薬 デルマクリンA軟膏1% 2649720M1049 調剤用
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 デルモゾールDPローション0.064% 2646703Q2033 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン デルモベートクリーム0.05% 2646713N1123 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン デルモベートクリーム0.05% 2646713N1123 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン デルモベートクリーム0.05% 2646713N1123 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン デルモベートクリーム0.05% 2646713N1123 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン デルモベートスカルプローション0.05% 2646713Q1081 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン デルモベートスカルプローション0.05% 2646713Q1081 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン デルモベートスカルプローション0.05% 2646713Q1081 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン デルモベートスカルプローション0.05% 2646713Q1081 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン デルモベート軟膏0.05% 2646713M1136 包装小
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ トアラセット配合錠「DSEP」 1149117F1039 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ トアラセット配合錠「Me」 1149117F1063 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 東洋カプセル トアラセット配合錠「TC」 1149117F1080 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD トアラセット配合錠「VTRS」 1149117F1268 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本薬品工業 トアラセット配合錠「ケミファ」 1149117F1152 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ トアラセット配合錠「杏林」 1149117F1144 PTP
平成調剤薬局本店 吉田製薬 トウモロコシデンプン「ヨシダ」 7112003X1090 バラ
平成調剤薬局八代店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2190006M1210 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2190006M2225 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工ファーマ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 2190006M2233 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 3150002F1280 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 3150002F1280 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 3150002F1280 PTP
平成調剤薬局加納店 鶴原製薬 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 3150002D1068 バラ
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 3150002D1068 バラ
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 3150002D1068 バラ
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 6241010C1059 分包
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 6241010C1059 バラ
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 6241010C1059 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 6241010F2086 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 6241010F2086 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 6241010F2086 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 6241010F2086 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日東メディック トスフロ点眼液0.3% 1319751Q1038 包装小
平成調剤薬局八代店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー トビエース錠4mg 2590015G1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー トビエース錠8mg 2590015G2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー トビエース錠8mg 2590015G2028 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン トピナ細粒10% 1139008C1020 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン トピナ細粒10% 1139008C1020 バラ
平成調剤薬局川部店 協和キリン トピナ錠100mg 1139008F2023 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン トピナ錠50mg 1139008F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 富士薬品 トピロリック錠20mg 3949004F1036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 富士薬品 トピロリック錠20mg 3949004F1036 PTP
平成調剤薬局金町店 富士薬品 トピロリック錠20mg 3949004F1036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 富士薬品 トピロリック錠40mg 3949004F2032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 トフィソパム錠50mg「サワイ」 1124026F1332 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 トフィソパム錠50mg「サワイ」 1124026F1332 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 トフィソパム錠50mg「日医工」 1124026F1324 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ トフラニール錠10mg 1174006F1078 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ トフラニール錠10mg 1174006F1078 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ トフラニール錠10mg 1174006F1078 PTP
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ トフラニール錠10mg 1174006F1078 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ トフラニール錠10mg 1174006F1078 PTP
平成調剤薬局笠松店 日東メディック トブラシン点眼液0.3% 1317708Q1037 包装小
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平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 トプシムEクリーム0.05% 2646708N1238 包装小
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 トプシムスプレー0.0143% 2646708R2031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 トプシムローション0.05% 2646708Q1030 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 富士フイルム富山化学 トミロン錠100 6132009F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 富士フイルム富山化学 トミロン錠100 6132009F2020 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ トラクリア小児用分散錠32mg 2190026X1028 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ トラクリア錠62.5mg 2190026F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー トラセミドOD錠4mg「TE」 2139009F3029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー トラセミドOD錠4mg「TE」 2139009F3029 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー トラセミドOD錠4mg「TE」 2139009F3029 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー トラセミドOD錠8mg「TE」 2139009F4025 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー トラセミドOD錠8mg「TE」 2139009F4025 PTP
平成調剤薬局八代店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局福光店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局笠松店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局金町店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 寿製薬 トラセミド錠4mg「KO」 2139009F1034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 寿製薬 トラセミド錠8mg「KO」 2139009F2030 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラゼンタ錠5mg 3969014F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 1179037F1053 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 1179037F2050 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠AP 3969108F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠BP 3969108F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠BP 3969108F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠BP 3969108F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠BP 3969108F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム トラディアンス配合錠BP 3969108F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 トラニラストカプセル100mg「トーワ」 4490002M1455 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 トラニラストカプセル100mg「トーワ」 4490002M1455 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 トラニラストカプセル100mg「トーワ」 4490002M1455 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 トラニラストカプセル100mg「トーワ」 4490002M1455 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 1319736Q1106 包装小
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 1319736Q1106 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 1319736Q1106 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 3327002M1281 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 3327002M1281 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 3327002M1281 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 3327002M1281 PTP
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 3327002M1320 PTP
平成調剤薬局福光店 鶴原製薬 トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 3327002C1120 バラ
平成調剤薬局八代店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局日野店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 バラ
平成調剤薬局福光店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」 3327002F1169 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 3327002F1193 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 トラネキサム酸錠500mg「YD」 3327002F2050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 トラネキサム酸錠500mg「YD」 3327002F2050 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 トラネキサム酸錠500mg「YD」 3327002F2050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ トラバタンズ点眼液0.004% 1319754Q1023 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ トラバタンズ点眼液0.004% 1319754Q1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ トラバタンズ点眼液0.004% 1319754Q1023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ トラバタンズ点眼液0.004% 1319754Q1023 包装小
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 トラピジル錠50mg「サワイ」 2171012F1238 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局福光店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ トラベルミン配合錠 1339100F1038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東亜薬品 トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 1319754Q1031 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 1319754Q1031 包装小
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 1324702Q1042 調剤用
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 1324702Q1042 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 1324702Q1042 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 1324702Q1042 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 1324702Q1042 調剤用
平成調剤薬局加納店 寿製薬 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 1149038F1032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 寿製薬 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 1149038F1032 PTP
平成調剤薬局茜部店 寿製薬 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 1149038F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 寿製薬 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 1149038F1032 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局本店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 トラマールOD錠25mg 1149038F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 トラマールOD錠50mg 1149038F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 トラマールOD錠50mg 1149038F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 トラマールOD錠50mg 1149038F2020 PTP
平成調剤薬局本店 日本新薬 トラマールOD錠50mg 1149038F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヤンセンファーマ トラムセット配合錠 1149117F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヤンセンファーマ トラムセット配合錠 1149117F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ヤンセンファーマ トラムセット配合錠 1149117F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヤンセンファーマ トラムセット配合錠 1149117F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 トランコロン錠7.5mg 1231009F1088 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 トランコロン錠7.5mg 1231009F1088 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 トランコロン錠7.5mg 1231009F1088 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 トランコロン錠7.5mg 1231009F1088 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 トランサミンカプセル250mg 3327002M1303 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局本店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 分包
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局福光店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局笠松店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局茜部店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 トランサミン散50% 3327002B1027 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 トランサミン錠250mg 3327002F1142 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 トランサミン錠500mg 3327002F2041 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 トランサミン錠500mg 3327002F2041 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 トランサミン錠500mg 3327002F2041 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 トランサミン錠500mg 3327002F2041 PTP
平成調剤薬局川部店 大原薬品工業 トランドラプリル錠1mg「オーハラ」 2144011F2070 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大原薬品工業 トランドラプリル錠1mg「オーハラ」 2144011F2070 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 トランドラプリル錠1mg「サワイ」 2144011F2097 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 1124007F1046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⾠⺒化学 トリアゾラム錠0.125mg「TCK」 1124007F1097 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 1124007F1135 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 1124007F1135 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 1124007F1135 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 1124007F1135 PTP
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 1124007F2247 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ⻑生堂製薬 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 1124007F2247 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 1124007F2247 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 1124007F2247 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⾠⺒化学 トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 1124007F2204 PTP
平成調剤薬局福光店 ⾠⺒化学 トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 1124007F2204 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⾠⺒化学 トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 1124007F2204 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 1124007F2220 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 1124007F2220 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 1124007F2220 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 2399707D2061 包装小
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平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ トリクロリールシロップ10% 1129004Q1031 調剤用
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ トリクロリールシロップ10% 1129004Q1031 調剤用
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ トリクロリールシロップ10% 1129004Q1031 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ トリクロリールシロップ10% 1129004Q1031 調剤用
平成調剤薬局八代店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 2132003F3020 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 2132003F3055 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 2132003F3055 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 2132003F3055 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 2132003F1400 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 2132003F1400 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 2132003F1460 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 2132003F1427 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 トリプタノール錠10 1179002F1068 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 トリプタノール錠25 1179002F2072 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 トリプタノール錠25 1179002F2072 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 トリプタノール錠25 1179002F2072 PTP
平成調剤薬局日野店 ⻑生堂製薬 トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%「CH」 1169002B1116 バラ
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 1169001F1210 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 1169001F1210 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 1169001F1210 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 2399006F1552 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 トリンテリックス錠10mg 1179060F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 トリンテリックス錠20mg 1179060F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 トリンテリックス錠20mg 1179060F2024 PTP
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平成調剤薬局加納店 参天製薬 トルソプト点眼液1% 1319738Q2020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 トルソプト点眼液1% 1319738Q2020 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 トルソプト点眼液1% 1319738Q2020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 トルソプト点眼液1% 1319738Q2020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 2139011F3042 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局金町店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2139011F3050 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 2139011F3069 PTP
平成調剤薬局加納店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局太郎丸店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局岐大前店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局福光店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局笠松店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局茜部店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局金町店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局鏡島店 日本イーライリリー トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 2499416G1029
平成調剤薬局加納店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局福光店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局笠松店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局茜部店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局⻑良店 ノボノルディスクファーマ トレシーバ注 フレックスタッチ 2492419G1021
平成調剤薬局日野店 旭化成ファーマ トレドミン錠15mg 1179040F1136 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 トレミフェン錠40mg「サワイ」 4291007F1030 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ トレリーフOD錠25mg 1169015F2022 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ トレリーフOD錠25mg 1169015F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ トレリーフOD錠25mg 1169015F2022 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ トレリーフOD錠50mg 1169015F3029 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ トレリーフOD錠50mg 1169015F3029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ロートニッテン トロピカミド点眼液0.4%「日点」 1311705Q1064 包装小
平成調剤薬局本店 陽進堂 ドキサゾシン錠0.5mg「YD」 2149026F1131 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 2149026F1050 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 2149026F1263 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 2149026F1263 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ドキサゾシン錠1mg「YD」 2149026F2189 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 2149026F2170 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 2149026F2235 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 2149026F2316 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 2149026F2316 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 2149026F2316 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 2149026F2316 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ドキサゾシン錠2mg「YD」 2149026F3185 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 2149026F3177 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 2149026F3177 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ ドキサゾシン錠2mg「テバ」 2149026F3274 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
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平成調剤薬局日野店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 2149026F3312 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ドキサゾシン錠4mg「YD」 2149026F4130 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ドキサゾシン錠4mg「サワイ」 2149026F4149 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 2149026F4050 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 2149026F4050 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロESファーマ ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 2149026F4050 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ ドキサゾシン錠4mg「ファイザー」 2149026F4262 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ドグマチール細粒50% 2329009C3078 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 ドグマチール錠100mg 1179016F1124 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ドグマチール錠50mg 2329009F1110 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190012F6036 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 1190012F6303 PTP
平成調剤薬局市役所前店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 1190012F6303 PTP
平成調剤薬局鏡島店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 1190012F6303 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 1190012F6273 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 1190012F3274 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 1190012F3274 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 1190012F3274 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 1190012F3274 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 1190012F3096 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局川部店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局日野店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 1190012F3339 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ケミファ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 1190012F3142 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 1190012F3240 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 1190012F3240 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190012F4270 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190012F4270 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190012F4270 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 1190012F4092 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局市役所前店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局金町店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局鏡島店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 1190012F4335 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ケミファ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 1190012F4149 PTP
平成調剤薬局本店 日本ケミファ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 1190012F4149 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンド ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 1190012F4319 PTP
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平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 1190012F4246 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 1190012C1046 分包
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 1190012F5277 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 1190012F1042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 1190012F1042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 1190012F2049 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 1190012F2324 バラ
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 1190012F2324 PTP
平成調剤薬局⻑良店 皇漢堂製薬 ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 1190012F2324 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 1190012F2243 PTP
平成調剤薬局八代店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局川部店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局日野店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局本店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局福光店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局笠松店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局茜部店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ダイト ドパコール配合錠L100 1169101F1170 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ダイト ドパコール配合錠L50 1169101F3033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ダイト ドパコール配合錠L50 1169101F3033 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 ドパストンカプセル250mg 1164001M2031 PTP
平成調剤薬局本店 大原薬品工業 ドパストン散98.5% 1164001B1034 バラ
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ ドプスOD錠100mg 1169006F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ドプスOD錠200mg 1169006F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ドプスOD錠200mg 1169006F2023 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ ドプスOD錠200mg 1169006F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ ドプスOD錠200mg 1169006F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 レオファーマ ドボネックス軟膏50μg/g 2691701M1031 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 レオファーマ ドボネックス軟膏50μg/g 2691701M1031 包装小
平成調剤薬局八代店 レオファーマ ドボベットゲル 2699802Q1026 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 レオファーマ ドボベットゲル 2699802Q1026 包装小
平成調剤薬局金町店 レオファーマ ドボベットゲル 2699802Q1026 包装小
平成調剤薬局金町店 レオファーマ ドボベットフォーム 2699802R1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 レオファーマ ドボベットフォーム 2699802R1021 包装小
平成調剤薬局八代店 レオファーマ ドボベット軟膏 2699802M1024 包装小
平成調剤薬局本店 レオファーマ ドボベット軟膏 2699802M1024 包装小
平成調剤薬局金町店 レオファーマ ドボベット軟膏 2699802M1024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 レオファーマ ドボベット軟膏 2699802M1024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ドラマミン錠50mg 1331001F1044 PTP
平成調剤薬局日野店 久光製薬 ドラール錠15 1124030F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ドラール錠15 1124030F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ドラール錠20 1124030F2025 PTP
平成調剤薬局本店 東亜薬品 ドルモロール配合点眼液「ニットー」 1319819Q1046 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局本店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ ドレニゾンテープ4μg/cm2 2646711S2051 包装小
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 2399005R1210 バラ
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 2399005R1210 バラ
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 2399005R1210 バラ
平成調剤薬局茜部店 日医工 ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 2399005R1201 バラ
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
平成調剤薬局川部店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
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平成調剤薬局福光店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ ドンペリドン錠10mg「EMEC」 2399005F2260 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 2399005F2350 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 ドンペリドン錠10mg「日医工」 2399005F2317 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 ドンペリドン錠10mg「日医工」 2399005F2317 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ドンペリドン錠10mg「日医工」 2399005F2317 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ ドンペリドン錠5mg「EMEC」 2399005F1183 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 2399005F1248 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 2399005F1248 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 2399005F1248 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 2399005F1248 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 2399005F1248 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 ナイキサン錠100mg 1149007F1142 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン ナウゼリンOD錠10 2399005F4026 PTP
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリンドライシロップ1% 2399005R1163 バラ
平成調剤薬局笠松店 協和キリン ナウゼリンドライシロップ1% 2399005R1163 バラ
平成調剤薬局川部店 協和キリン ナウゼリン坐剤10 2399714J1026 包装小
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリン坐剤10 2399714J1026 包装小
平成調剤薬局茜部店 協和キリン ナウゼリン坐剤10 2399714J1026 包装小
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン ナウゼリン坐剤10 2399714J1026 包装小
平成調剤薬局加納店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局川部店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局本店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局笠松店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局茜部店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局鏡島店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 協和キリン ナウゼリン坐剤30 2399714J2022 包装小
平成調剤薬局八代店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局加納店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局川部店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局本店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリン坐剤60 2399714J3029 包装小
平成調剤薬局八代店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 協和キリン ナウゼリン錠10 2399005F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 協和キリン ナウゼリン錠5 2399005F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 協和キリン ナウゼリン錠5 2399005F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 協和キリン ナウゼリン錠5 2399005F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 2639700N1075 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 2639700N1075 包装小
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平成調剤薬局八代店 東和薬品 ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 2639700Q1063 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 2639700Q1063 包装小
平成調剤薬局茜部店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 1329710Q2023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 1329710Q2023 包装小
平成調剤薬局八代店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局加納店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局川部店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局笠松店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 1329710Q1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ナテグリニド錠30mg「日医工」 3969006F1062 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 ナテグリニド錠90mg「テバ」 3969006F2050 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ナテグリニド錠90mg「テバ」 3969006F2050 PTP
平成調剤薬局八代店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局川部店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局本店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局笠松店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局茜部店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局金町店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局鏡島店 京都薬品工業 ナトリックス錠1 2149012F1059 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 京都薬品工業 ナトリックス錠2 2149012F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 京都薬品工業 ナトリックス錠2 2149012F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 ナパゲルンクリーム3% 2649731N1034 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ナパゲルンクリーム3% 2649731N1034 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局茜部店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ナパゲルンローション3% 2649731Q1065 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 ナパゲルン軟膏3% 2649731M1071 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ナパゲルン軟膏3% 2649731M1071 包装小
平成調剤薬局八代店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局川部店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局本店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エルメッド ナフトピジルOD錠25mg「EE」 2590009F6049 PTP
平成調剤薬局八代店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局加納店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エルメッド ナフトピジルOD錠50mg「EE」 2590009F4046 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 2590009F4135 PTP
平成調剤薬局八代店 エルメッド ナフトピジルOD錠75mg「EE」 2590009F5042 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド ナフトピジルOD錠75mg「EE」 2590009F5042 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エルメッド ナフトピジルOD錠75mg「EE」 2590009F5042 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド ナフトピジルOD錠75mg「EE」 2590009F5042 PTP
平成調剤薬局本店 エルメッド ナフトピジル錠25mg「EE」 2590009F1055 PTP
平成調剤薬局日野店 寿製薬 ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 2160007F1039 PTP
平成調剤薬局茜部店 寿製薬 ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 2160007F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 1190015F1038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 1190015F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 1190015F1038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 1190015F1038 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 2149019F1174 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 2149019F2308 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 2149019F2251 PTP
平成調剤薬局笠松店 ゾンネボード製薬 ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 3132002B1034 バラ
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 ニコランジル錠5mg「サワイ」 2171017F2156 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 ニコランジル錠5mg「サワイ」 2171017F2156 PTP
平成調剤薬局岐大前店 メディサ新薬 ニコランジル錠5mg「サワイ」 2171017F2156 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 ニコランジル錠5mg「サワイ」 2171017F2156 PTP
平成調剤薬局福光店 メディサ新薬 ニコランジル錠5mg「サワイ」 2171017F2156 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニコランジル錠5mg「トーワ」 2171017F2172 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 ニザチジンカプセル75mg「YD」 2325005M2118 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ニザチジンカプセル75mg「YD」 2325005M2118 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 ニザチジン錠150mg「YD」 2325005F1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ニザチジン錠150mg「YD」 2325005F1040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ ニセルゴリン錠5mg「NP」 2190021F1453 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ ニセルゴリン錠5mg「NP」 2190021F1453 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 2190021F1364 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 ニセルゴリン錠5mg「日新」 2190021F1461 PTP
平成調剤薬局金町店 日新製薬 ニセルゴリン錠5mg「日新」 2190021F1461 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヤンセンファーマ ニゾラールクリーム2% 2655709N1053 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ヤンセンファーマ ニゾラールクリーム2% 2655709N1053 包装小
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ ニゾラールクリーム2% 2655709N1053 包装小
平成調剤薬局笠松店 ヤンセンファーマ ニゾラールクリーム2% 2655709N1053 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ニゾラールローション2% 2655709Q1025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 ニゾラールローション2% 2655709Q1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岩城製薬 ニゾラールローション2% 2655709Q1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 岩城製薬 ニゾラールローション2% 2655709Q1025 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 ニゾラールローション2% 2655709Q1025 包装小
平成調剤薬局金町店 日新製薬 ニチファーゲン配合錠 3919100F1169 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1124003F2249 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ニトレンジピン錠10mg「日医工」 2171020F2255 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ニトレンジピン錠10mg「日医工」 2171020F2255 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 2171020F1267 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ニトレンジピン錠5mg「日医工」 2171020F1259 PTP
平成調剤薬局加納店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局日野店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局福光店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ニトロダームTTS25mg 2171701S2037 包装小
平成調剤薬局八代店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局加納店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局太郎丸店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局岐大前店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局川部店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局市役所前店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局日野店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局本店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局東⻑良店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局笠松店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局茜部店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局金町店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局鏡島店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局⻑良店 日本化薬 ニトロペン舌下錠0.3mg 2171018K1039 SP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ニトロールRカプセル20mg 2171011N1050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ニトロールRカプセル20mg 2171011N1050 PTP
平成調剤薬局茜部店 エーザイ ニトロールRカプセル20mg 2171011N1050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ニトロールスプレー1.25mg 2171700R1034 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ニトロール錠5mg 2171016F1082 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ニトロール錠5mg 2171016F1082 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ニバジール錠2mg 2149022F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ ニバジール錠2mg 2149022F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ ニバジール錠2mg 2149022F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 2171014G3090 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 2171014G3103 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ ニフェジピンCR錠20mg「NP」 2171014G4088 PTP
平成調剤薬局福光店 全星薬品工業 ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 2171014G4118 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 2171014G4061 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 2171014G4061 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 2171014G4061 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 2171014G4096 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 2171014G4100 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 2171014G4100 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 2171014G4100 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 2171014G4100 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ ニフェジピンCR錠40mg「NP」 2171014G5084 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 2171014G5068 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 2171014G5092 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 2171014G5106 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
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平成調剤薬局本店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 2171014G1259 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 2171014G2298 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 2171014M2291 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 2171014M1120 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 ニフェジピンカプセル5mg「テバ」 2171014M1163 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 ニフラン点眼液0.1% 1319724Q1120 包装小
平成調剤薬局金町店 千寿製薬 ニフラン点眼液0.1% 1319724Q1120 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ ニポラジン錠3mg 4413004F1200 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ ニポラジン錠3mg 4413004F1200 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ ニポラジン錠3mg 4413004F1200 PTP
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ ニポラジン錠3mg 4413004F1200 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 ニュベクオ錠300mg 4291063F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 ニュープロパッチ13.5mg 1169700S4024 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ニュープロパッチ18mg 1169700S5020 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 ニュープロパッチ18mg 1169700S5020 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ニュープロパッチ2.25mg 1169700S1025 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ニュープロパッチ4.5mg 1169700S2021 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 ニュープロパッチ4.5mg 1169700S2021 包装小
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 ニュープロパッチ4.5mg 1169700S2021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ニュープロパッチ4.5mg 1169700S2021 包装小
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 ニュープロパッチ9mg 1169700S3028 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 ニュープロパッチ9mg 1169700S3028 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ニュープロパッチ9mg 1169700S3028 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 ニュープロパッチ9mg 1169700S3028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ニュープロパッチ9mg 1169700S3028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 ニューレプチル細粒10% 1172005C1064 バラ
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ニューレプチル錠5mg 1172005F1044 PTP
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ニューレプチル錠5mg 1172005F1044 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ニューロタン錠25mg 2149039F1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン ニューロタン錠25mg 2149039F1031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン ニューロタン錠25mg 2149039F1031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ニューロタン錠25mg 2149039F1031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン ニューロタン錠50mg 2149039F2038 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン ニューロタン錠50mg 2149039F2038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ニューロタン錠50mg 2149039F2038 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン ヌーカラ皮下注100mgペン 2290401G2022
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ヌーカラ皮下注100mgペン 2290401G2022
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ネイリンカプセル100mg 6290007M1022 PTP
平成調剤薬局加納店 佐藤製薬 ネイリンカプセル100mg 6290007M1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 佐藤製薬 ネイリンカプセル100mg 6290007M1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 佐藤製薬 ネイリンカプセル100mg 6290007M1022 PTP
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 ネイリンカプセル100mg 6290007M1022 PTP
平成調剤薬局八代店 久光製薬 ネオキシテープ73.5mg 2590700S1025 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 ネオキシテープ73.5mg 2590700S1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 ネオキシテープ73.5mg 2590700S1025 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 ネオキシテープ73.5mg 2590700S1025 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 ネオキシテープ73.5mg 2590700S1025 包装小
平成調剤薬局八代店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局川部店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局日野店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局金町店 日本⻭科薬品 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2790820Q1040 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大原薬品工業 ネオドパストン配合錠L100 1169101F1120 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ ネオドパゾール配合錠 1169100F1060 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ ネオドパゾール配合錠 1169100F1060 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ ネオドパゾール配合錠 1169100F1060 PTP
平成調剤薬局加納店 大鵬薬品工業 ネオファーゲンC配合錠 3919100F1177 PTP
平成調剤薬局川部店 大鵬薬品工業 ネオファーゲンC配合錠 3919100F1177 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 ネオファーゲンC配合錠 3919100F1177 PTP
平成調剤薬局福光店 サンノーバ ネオフィリン錠100mg 2115002F1057 バラ
平成調剤薬局八代店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局加納店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局川部店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局金町店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ネオメドロールEE軟膏 1319807M1025 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ネオレスタミンコーワ散1% 4419003B1313 バラ
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ ネオーラル25mgカプセル 3999004M4028 PTP
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ ネオーラル50mgカプセル 3999004M5024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ネオーラル50mgカプセル 3999004M5024 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局日野店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局金町店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル10mg 2329029M1027 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 バラ
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 バラ
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局日野店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局金町店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ ネキシウムカプセル20mg 2329029M2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局日野店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 2329029D1027 分包
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 2329029D2023 分包
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 2329029D2023 分包
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 ネグミンシュガー軟膏 2699801V1068 調剤用
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ネシーナ錠12.5mg 3969012F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ネシーナ錠12.5mg 3969012F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ネシーナ錠12.5mg 3969012F2021 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ネシーナ錠25mg 3969012F3028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ネスプ注射液120μgプラシリンジ 3999425U2020
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ネスプ注射液30μgプラシリンジ 3999425S8027
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ネスプ注射液60μgプラシリンジ 3999425U1023
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ ネバナック懸濁性点眼液0.1% 1319759Q1026 包装小
平成調剤薬局笠松店 ジェイドルフ製薬 ネリザ軟膏 2559814M1042 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 レオファーマ ネリゾナクリーム0.1% 2646700N1150 包装小
平成調剤薬局金町店 レオファーマ ネリゾナソリューション0.1% 2646700Q1050 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 レオファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1169 包装小
平成調剤薬局岐大前店 レオファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1169 包装小
平成調剤薬局川部店 レオファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1169 包装小
平成調剤薬局市役所前店 レオファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1169 包装小
平成調剤薬局金町店 レオファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 2646700N1169 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 レオファーマ ネリゾナ軟膏0.1% 2646700M1163 包装小
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 ネリプロクト坐剤 2559814J1020 包装小
平成調剤薬局日野店 バイエル薬品 ネリプロクト坐剤 2559814J1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 ネリプロクト坐剤 2559814J1020 包装小
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 ネリプロクト坐剤 2559814J1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 ネリプロクト坐剤 2559814J1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 ネリプロクト軟膏 2559814M1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 ネリプロクト軟膏 2559814M1026 包装小
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 ネリプロクト軟膏 2559814M1026 包装小
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ ノイエルカプセル200mg 2329004M1175 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ ノイエル細粒40% 2329004C1129 バラ
平成調剤薬局八代店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局加納店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局川部店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局本店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局福光店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局金町店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本臓器製薬 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局鏡島店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 LTLファーマ ノイロビタン配合錠 3179106F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 協和キリン ノウリアスト錠20mg 1169016F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン ノウリアスト錠20mg 1169016F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン ノウリアスト錠20mg 1169016F1020 PTP
平成調剤薬局本店 協和キリン ノウリアスト錠20mg 1169016F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ノバミン錠5mg 1172010F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局福光店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノーベルファーマ ノベルジン錠25mg 3929007F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局本店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノーベルファーマ ノベルジン錠50mg 3929007F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 2492415G2020
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 2492415G2020
平成調剤薬局金町店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 2492415G2020
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局市役所前店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局福光店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局鏡島店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスタッチ 2492415G6025
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスペン 2492415G1031
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスペン 2492415G1031
平成調剤薬局笠松店 ノボノルディスクファーマ ノボラピッド注 フレックスペン 2492415G1031
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ ノボリンN注フレックスペン 2492413G1059
平成調剤薬局本店 ノボノルディスクファーマ ノボリンN注フレックスペン 2492413G1059
平成調剤薬局笠松店 ノボノルディスクファーマ ノボリンN注フレックスペン 2492413G1059
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ノリトレン錠25mg 1179004F2039 PTP
平成調剤薬局加納店 ムンディファーマ ノルスパンテープ10mg 1149704S2027 包装小
平成調剤薬局川部店 ムンディファーマ ノルスパンテープ10mg 1149704S2027 包装小
平成調剤薬局本店 ムンディファーマ ノルスパンテープ10mg 1149704S2027 包装小
平成調剤薬局川部店 ムンディファーマ ノルスパンテープ20mg 1149704S3023 包装小
平成調剤薬局加納店 ムンディファーマ ノルスパンテープ5mg 1149704S1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ムンディファーマ ノルスパンテープ5mg 1149704S1020 包装小
平成調剤薬局川部店 ムンディファーマ ノルスパンテープ5mg 1149704S1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ムンディファーマ ノルスパンテープ5mg 1149704S1020 包装小
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠10mg 2171022F6039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠10mg 2171022F6039 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠10mg 2171022F6039 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠2.5mg 2171022F3048 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠2.5mg 2171022F3048 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠2.5mg 2171022F3048 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠5mg 2171022F4044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠5mg 2171022F4044 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠5mg 2171022F4044 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠5mg 2171022F4044 PTP
平成調剤薬局金町店 ヴィアトリス製薬 ノルバスクOD錠5mg 2171022F4044 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠2.5mg 2171022F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠2.5mg 2171022F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠2.5mg 2171022F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠2.5mg 2171022F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠2.5mg 2171022F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 ノルバスク錠5mg 2171022F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ ノルバデックス錠10mg 4291003F1163 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ノルモナール錠15mg 2149007F1023 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ノルモナール錠15mg 2149007F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ ノルモナール錠15mg 2149007F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 ⻑生堂製薬 ハイアラージン外用液2% 2659705Q1042 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 ハイアラージン軟膏2% 2659705M1032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 ハイアラージン軟膏2% 2659705M1032 包装小
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 ハイアラージン軟膏2% 2659705M1032 包装小
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 ハイアラージン軟膏2% 2659705M1032 包装小
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ハイシー顆粒25% 3140002D1037 分包
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 ハイシー顆粒25% 3140002D1037 分包
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平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 ハイシー顆粒25% 3140002D1037 分包
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 ハイチオール錠40 3999006F1037 PTP
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 ハイチオール錠40 3999006F1037 PTP
平成調剤薬局金町店 久光製薬 ハイチオール錠40 3999006F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 久光製薬 ハイチオール錠80 3999006F2033 PTP
平成調剤薬局川部店 久光製薬 ハイチオール錠80 3999006F2033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 ハイチオール錠80 3999006F2033 PTP
平成調剤薬局金町店 久光製薬 ハイチオール錠80 3999006F2033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ ハイドレアカプセル500mg 4229001M1027 PTP
平成調剤薬局本店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ ハイドレアカプセル500mg 4229001M1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ ハイドレアカプセル500mg 4229001M1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ ハイドレアカプセル500mg 4229001M1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 ハイパジールコーワ点眼液0.25% 1319740Q1056 包装小
平成調剤薬局茜部店 興和 ハイパジールコーワ点眼液0.25% 1319740Q1056 包装小
平成調剤薬局鏡島店 興和 ハイパジールコーワ点眼液0.25% 1319740Q1056 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 ハイパジールコーワ錠3 2149021F1031 PTP
平成調剤薬局笠松店 興和 ハイパジールコーワ錠3 2149021F1031 PTP
平成調剤薬局八代店 日本新薬 ハイペン錠100mg 1149032F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ハイペン錠100mg 1149032F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 ハイペン錠100mg 1149032F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 ハイペン錠100mg 1149032F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ハイペン錠200mg 1149032F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ハイペン錠200mg 1149032F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 ハイペン錠200mg 1149032F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 ハイペン錠200mg 1149032F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ ハイボン細粒10% 3131002C1024 バラ
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ ハイボン錠20mg 3131002F1276 PTP
平成調剤薬局加納店 日興製薬 ハッカ油「ニッコー」 7149006X1221 包装小
平成調剤薬局日野店 日興製薬 ハッカ油「ニッコー」 7149006X1221 包装小
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 ハッカ油「ニッコー」 7149006X1221 包装小
平成調剤薬局金町店 日興製薬 ハッカ油「ニッコー」 7149006X1221 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 ハッカ油「ニッコー」 7149006X1221 包装小
平成調剤薬局福光店 大石膏盛堂 ハップスターID70mg 2649719S1207 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ハルシオン0.125mg錠 1124007F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ハルシオン0.125mg錠 1124007F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ハルシオン0.125mg錠 1124007F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ハルシオン0.125mg錠 1124007F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 ハルナールD錠0.2mg 2590008F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 ハルロピテープ16mg 1169701S2026 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 ハルロピテープ16mg 1169701S2026 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 ハルロピテープ16mg 1169701S2026 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 ハルロピテープ24mg 1169701S3022 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 ハルロピテープ24mg 1169701S3022 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 ハルロピテープ32mg 1169701S4029 包装小
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平成調剤薬局笠松店 久光製薬 ハルロピテープ32mg 1169701S4029 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 ハルロピテープ8mg 1169701S1020 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 ハルロピテープ8mg 1169701S1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 ハロペリドール錠0.75mg「JG」 1179020F1252 PTP
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 ハロペリドール錠0.75mg「JG」 1179020F1252 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 1179020F1244 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 1179020F1244 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 1179020F1244 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 1179020F3310 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 1179020F3310 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⻑生堂製薬 ハロペリドール錠1mg「JG」 1179020F2119 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ハロペリドール錠1mg「アメル」 1179020F2100 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ハロペリドール錠1mg「アメル」 1179020F2100 PTP
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ハロペリドール錠1mg「タカタ」 1179020F2127 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ハロペリドール錠3mg「アメル」 1179020F5142 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 1179020F5169 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 1179020F5169 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 京都薬品工業 ハーフジゴキシンKY錠0.125 2113003F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 京都薬品工業 ハーフジゴキシンKY錠0.125 2113003F2029 PTP
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 バラ
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 バラ
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局日野店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局福光店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 バラ
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 バイエル薬品 バイアスピリン錠100mg 3399007H1021 PTP
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 バイナス錠75mg 4490021F2021 PTP
平成調剤薬局福光店 バイエル薬品 バイナス錠75mg 4490021F2021 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 バイナス錠75mg 4490021F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 バクシダール点眼液0.3% 1319727Q1174 包装小
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 バクシダール点眼液0.3% 1319727Q1174 包装小
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 バクシダール錠100mg 6241005F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ バクタ配合錠 6290100F2115 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ バクタ配合顆粒 6290100D1088 バラ
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ バクタ配合顆粒 6290100D1088 バラ
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ バクタ配合顆粒 6290100D1088 バラ
平成調剤薬局加納店 太陽ファルマ バクトラミン配合顆粒 6290100D1096 バラ
平成調剤薬局本店 太陽ファルマ バクトラミン配合顆粒 6290100D1096 バラ
平成調剤薬局笠松店 太陽ファルマ バクトラミン配合顆粒 6290100D1096 バラ
平成調剤薬局鏡島店 太陽ファルマ バクトラミン配合顆粒 6290100D1096 バラ
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ バクトラミン配合顆粒 6290100D1096 バラ
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
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平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 3999027F1039 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 バソレーターテープ27mg 2171701S7055 包装小
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 バソレーターテープ27mg 2171701S7055 包装小
平成調剤薬局金町店 三和化学研究所 バソレーターテープ27mg 2171701S7055 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 バソレーターテープ27mg 2171701S7055 包装小
平成調剤薬局日野店 日医工岐阜工場 バッサミン配合錠A81 3399100F1108 PTP
平成調剤薬局八代店 大鵬薬品工業 バップフォー錠10 2590007F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大鵬薬品工業 バップフォー錠20 2590007F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 大鵬薬品工業 バップフォー錠20 2590007F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 バナンドライシロップ5% 6132011R1078 分包
平成調剤薬局川部店 第一三共 バナン錠100mg 6132011F1080 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 バナン錠100mg 6132011F1080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 バナン錠100mg 6132011F1080 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 バナン錠100mg 6132011F1080 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 バナン錠100mg 6132011F1080 PTP
平成調剤薬局福光店 ライオン バファリン配合錠A330 1143010F2074 SP
平成調剤薬局八代店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局太郎丸店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局岐大前店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局川部店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局市役所前店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局本店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局東⻑良店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局笠松店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局茜部店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局金町店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局鏡島店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局⻑良店 ライオン バファリン配合錠A81 3399100F1116 SP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 バフセオ錠150mg 3999050F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 バフセオ錠300mg 3999050F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 バフセオ錠300mg 3999050F2026 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 バフセオ錠300mg 3999050F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ バラクルード錠0.5mg 6250029F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ バラクルード錠0.5mg 6250029F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ バラクルード錠0.5mg 6250029F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ バラクルード錠0.5mg 6250029F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ バラシクロビル錠500mg「DSEP」 6250019F1055 PTP
平成調剤薬局八代店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局加納店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局金町店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「SPKK」 6250019F1365 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 バラシクロビル錠500mg「YD」 6250019F1152 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 バラシクロビル錠500mg「YD」 6250019F1152 PTP
平成調剤薬局八代店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「アスペン」 6250019F1330 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「アスペン」 6250019F1330 PTP
平成調剤薬局福光店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「アスペン」 6250019F1330 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンドファーマ バラシクロビル錠500mg「アスペン」 6250019F1330 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 バラシクロビル錠500mg「サワイ」 6250019F1233 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 バラシクロビル錠500mg「サワイ」 6250019F1233 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 バラシクロビル錠500mg「サワイ」 6250019F1233 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンドファーマ バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 6250019D1089 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンドファーマ バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 6250019D1089 バラ
平成調剤薬局金町店 サンドファーマ バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 6250019D1089 バラ
平成調剤薬局川部店 東和薬品 バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 6250019D1046 分包
平成調剤薬局日野店 東和薬品 バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 6250019D1046 分包
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 6250019D1046 バラ
平成調剤薬局八代店 東洋製薬化成 バラマイシン軟膏 2639805M1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東洋製薬化成 バラマイシン軟膏 2639805M1020 包装小
平成調剤薬局金町店 東洋製薬化成 バラマイシン軟膏 2639805M1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 東洋製薬化成 バラマイシン軟膏 2639805M1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ バルサルタン錠160mg「DSEP」 2149041F4054 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ バルサルタン錠160mg「DSEP」 2149041F4054 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド バルサルタン錠160mg「サンド」 2149041F4232 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 バルサルタン錠20mg「サワイ」 2149041F1225 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 サンド バルサルタン錠20mg「サンド」 2149041F1233 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド バルサルタン錠20mg「サンド」 2149041F1233 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンド バルサルタン錠20mg「サンド」 2149041F1233 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ バルサルタン錠40mg「DSEP」 2149041F2051 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ケミファ バルサルタン錠40mg「ケミファ」 2149041F2205 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド バルサルタン錠40mg「サンド」 2149041F2230 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド バルサルタン錠40mg「サンド」 2149041F2230 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンド バルサルタン錠40mg「サンド」 2149041F2230 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 バルサルタン錠40mg「トーワ」 2149041F2272 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ バルサルタン錠80mg「DSEP」 2149041F3058 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド バルサルタン錠80mg「サンド」 2149041F3236 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド バルサルタン錠80mg「サンド」 2149041F3236 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス錠500 6250019F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス顆粒50% 6250019D1020 バラ
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン バルトレックス顆粒50% 6250019D1020 分包
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ バルヒディオ配合錠EX「テバ」 2149112F2045 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ バルヒディオ配合錠EX「テバ」 2149112F2045 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド バルヒディオ配合錠MD「サンド」 2149112F1030 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ バルヒディオ配合錠MD「テバ」 2149112F1049 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ バルヒディオ配合錠MD「テバ」 2149112F1049 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ バルヒディオ配合錠MD「テバ」 2149112F1049 PTP
平成調剤薬局本店 藤永製薬 バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 1139004Q1127 調剤用
平成調剤薬局茜部店 藤永製薬 バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 1139004Q1127 調剤用
平成調剤薬局加納店 藤永製薬 バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 1139004D1087 バラ
平成調剤薬局加納店 藤永製薬 バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 1139004F1118 PTP
平成調剤薬局茜部店 藤永製薬 バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」 1139004F2190 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 包装小
平成調剤薬局川部店 日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 包装小
平成調剤薬局日野店 日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 包装小
平成調剤薬局笠松店 日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 包装小
平成調剤薬局加納店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 1139004G1075 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 1139004G1075 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 1139004G1075 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 1139004G1075 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 1139004G2080 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 1139004C1049 バラ
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平成調剤薬局加納店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局本店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局笠松店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 分包
平成調剤薬局⻑良店 日医工 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 1139004C2070 バラ
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 1139004F1088 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 1139004F2165 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 1139004F2165 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 健栄製薬 バレイショデンプン「ケンエー」 7112004X1060 バラ
平成調剤薬局笠松店 丸石製薬 バレイショデンプン原末「マルイシ」 7112004X1257 バラ
平成調剤薬局鏡島店 丸石製薬 バレイショデンプン原末「マルイシ」 7112004X1257 バラ
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 6113400A1219
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠12.5mg 1179041G1020 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠25mg 1179041G2027 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠25mg 1179041G2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン パキシルCR錠25mg 1179041G2027 PTP
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠10mg 1179041F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠10mg 1179041F1025 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠10mg 1179041F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠10mg 1179041F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠10mg 1179041F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠20mg 1179041F2021 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠20mg 1179041F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン パキシル錠20mg 1179041F2021 PTP
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 パスタロンクリーム20% 2669701N2040 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 佐藤製薬 パスタロンクリーム20% 2669701N2040 包装小
平成調剤薬局川部店 佐藤製薬 パスタロンクリーム20% 2669701N2040 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 パスタロンクリーム20% 2669701N2040 包装小
平成調剤薬局⻑良店 佐藤製薬 パスタロンクリーム20% 2669701N2040 包装小
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏10% 2669701M1073 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏10% 2669701M1073 包装小
平成調剤薬局市役所前店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏10% 2669701M1073 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏10% 2669701M1073 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏20% 2669701M2100 包装小
平成調剤薬局笠松店 佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏20% 2669701M2100 包装小
平成調剤薬局市役所前店 協和キリン パセトシンカプセル125 6131001M1070 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ パタノール点眼液0.1% 1319752Q1024 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 クリニジェン パナルジン錠100mg 3399001F1384 PTP
平成調剤薬局福光店 クリニジェン パナルジン錠100mg 3399001F1384 PTP
平成調剤薬局鏡島店 クリニジェン パナルジン錠100mg 3399001F1384 PTP
平成調剤薬局⻑良店 クリニジェン パナルジン錠100mg 3399001F1384 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ パニマイシン点眼液0.3% 1317710Q1034 包装小
平成調剤薬局八代店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
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平成調剤薬局茜部店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ パリエット錠10mg 2329028F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ パリエット錠20mg 2329028F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ パリエット錠5mg 2329028F3026 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ パリエット錠5mg 2329028F3026 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ パリエット錠5mg 2329028F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ パリエット錠5mg 2329028F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 持田製薬 パルタンM錠0.125mg 2531002F1214 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 2290701G1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 2290701G3031 包装小
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 2290701G2035 包装小
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 2290701G2035 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ パルミコート吸入液0.25mg 2290701G4020 包装小
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ パルミコート吸入液0.25mg 2290701G4020 包装小
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ パルミコート吸入液0.25mg 2290701G4020 包装小
平成調剤薬局八代店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局日野店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局本店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 パルモディア錠0.1mg 2183007F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ パロキセチン錠10mg「DSEP」 1179041F1050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ パロキセチン錠20mg「DSEP」 1179041F2056 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ パロキセチン錠20mg「DSEP」 1179041F2056 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ パロキセチン錠20mg「DSEP」 1179041F2056 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ パロキセチン錠5mg「DSEP」 1179041F3052 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 パンテチン散20%「テバ」 3133001B1215 バラ
平成調剤薬局八代店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 バラ
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 バラ
平成調剤薬局川部店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 バラ
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局日野店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 バラ
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
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平成調剤薬局茜部店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 パンテチン錠100mg「YD」 3133001F3163 PTP
平成調剤薬局日野店 鶴原製薬 パンテチン錠30mg「ツルハラ」 3133001F1136 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大正製薬 パンデル軟膏0.1% 2646721M1068 包装小
平成調剤薬局笠松店 大正製薬 パンデル軟膏0.1% 2646721M1068 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大正製薬 パンデル軟膏0.1% 2646721M1068 包装小
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ パントシン散20% 3133001B1193 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ パントシン散20% 3133001B1193 バラ
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ パントシン散20% 3133001B1193 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン散20% 3133001B1193 バラ
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ パントシン散20% 3133001B1193 バラ
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン錠100 3133001F3090 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 バラ
平成調剤薬局岐大前店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局川部店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局笠松店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン錠200 3133001F4020 PTP
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ パントシン錠30 3133001F1110 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ パントシン錠30 3133001F1110 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ パーロデル錠2.5mg 1169005F1200 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ パーロデル錠2.5mg 1169005F1200 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ パーロデル錠2.5mg 1169005F1200 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ パーロデル錠2.5mg 1169005F1200 PTP
平成調剤薬局川部店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 1319720Q3230 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 1319720Q3230 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 1319720Q3230 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 1319720Q3230 包装小
平成調剤薬局八代店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局日野店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局笠松店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局茜部店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局金町店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 1319720Q3213 包装小
平成調剤薬局加納店 科研製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」 1319720Q3221 包装小
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局日野店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局金町店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 1319720Y2187 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」 1319720Y2160 包装小
平成調剤薬局八代店 ロートニッテン ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 1319720Q3132 包装小
平成調剤薬局本店 ロートニッテン ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 1319720Q3132 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ロートニッテン ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 1319720Q3132 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ロートニッテン ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 1319720Q3132 包装小
平成調剤薬局岐大前店 テイカ製薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」 1319720Q3167 包装小
平成調剤薬局本店 テイカ製薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」 1319720Q3167 包装小
平成調剤薬局笠松店 テイカ製薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」 1319720Y2055 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ヒアレインミニ点眼液0.3% 1319720Q5038 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 ヒアレインミニ点眼液0.3% 1319720Q5038 包装小
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平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ヒアレインミニ点眼液0.3% 1319720Q5038 包装小
平成調剤薬局八代店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.1% 1319720Q3078 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.3% 1319720Y2020 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.3% 1319720Y2020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ヒアレイン点眼液0.3% 1319720Y2020 包装小
平成調剤薬局日野店 藤永製薬 ヒダントール錠25mg 1132002F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 藤永製薬 ヒダントール錠25mg 1132002F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 藤永製薬 ヒダントール錠25mg 1132002F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 日新製薬 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 1179019F1071 PTP
平成調剤薬局笠松店 日新製薬 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 1179019F1071 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 2132004F2037 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 2132004F2037 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 2132004F2037 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 2132004F1103 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 2132004F1103 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ジーシー昭和薬品 ヒノポロン口腔用軟膏 2790810M1037 包装小
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ヒベルナ散10% 4413002B1030 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ヒベルナ散10% 4413002B1030 バラ
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ヒベルナ糖衣錠25mg 4413002F2062 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 ヒベルナ糖衣錠25mg 4413002F2062 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ヒベルナ糖衣錠25mg 4413002F2062 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アッヴィ ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 3999426G5020
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー ヒューマリンN注100単位/mL 2492403A3047
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー ヒューマログミックス25注ミリオペン 2492414G6020
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー ヒューマログミックス50注ミリオペン 2492414G7027
平成調剤薬局金町店 日本イーライリリー ヒューマログ注カート 2492414A1026
平成調剤薬局八代店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局太郎丸店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局本店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局茜部店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局鏡島店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
平成調剤薬局川部店 日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペンHD 2492414G9020
平成調剤薬局八代店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局日野店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ヒルドイドクリーム0.3% 3339950N1035 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドゲル0.3% 2649950M1143 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ヒルドイドゲル0.3% 2649950M1143 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局加納店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局川部店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局日野店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
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平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局福光店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 調剤用
平成調剤薬局金町店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3339950M1137 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ヒルドイドフォーム0.3% 3339950R1177 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局加納店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局日野店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ヒルドイドローション0.3% 3339950Q1074 包装小
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ヒルナミン細粒10% 1172014C1055 バラ
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ヒルナミン細粒10% 1172014C1055 バラ
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(25mg) 1172014F2139 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(25mg) 1172014F2139 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(50mg) 1172014F3038 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(5mg) 1172014F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(5mg) 1172014F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(5mg) 1172014F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 ヒルナミン錠(5mg) 1172014F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 本草製薬 ビアサン 2339107X1021 バラ
平成調剤薬局市役所前店 本草製薬 ビアサン 2339107X1021 バラ
平成調剤薬局八代店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 バラ
平成調剤薬局日野店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局茜部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合OD錠 2316017F2023 PTP
平成調剤薬局加納店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局岐大前店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 分包
平成調剤薬局川部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局日野店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 分包
平成調剤薬局本店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 分包
平成調剤薬局東⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局福光店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局笠松店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 分包
平成調剤薬局茜部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局鏡島店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 分包
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合散 2316017B1041 バラ
平成調剤薬局八代店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 バラ
平成調剤薬局川部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 バラ
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局日野店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
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平成調剤薬局本店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局福光店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 バラ
平成調剤薬局茜部店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局金町店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品工業 ビオスリー配合錠 2316017F1035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東洋製薬化成 ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」 3190001R1031 バラ
平成調剤薬局加納店 扶桑薬品工業 ビオチン散0.2%「フソー」 3190001B1041 SP
平成調剤薬局太郎丸店 扶桑薬品工業 ビオチン散0.2%「フソー」 3190001B1041 SP
平成調剤薬局市役所前店 扶桑薬品工業 ビオチン散0.2%「フソー」 3190001B1041 バラ
平成調剤薬局茜部店 扶桑薬品工業 ビオチン散0.2%「フソー」 3190001B1041 SP
平成調剤薬局金町店 扶桑薬品工業 ビオチン散0.2%「フソー」 3190001B1041 バラ
平成調剤薬局八代店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 分包
平成調剤薬局市役所前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 分包
平成調剤薬局日野店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 分包
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局福光店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 分包
平成調剤薬局笠松店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 分包
平成調剤薬局笠松店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局茜部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局金町店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR散 2316004B1036 バラ
平成調剤薬局八代店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局金町店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミンR錠 2316004F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局加納店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局岐大前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局川部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局川部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局日野店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局福光店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局茜部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局茜部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局金町店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 分包
平成調剤薬局⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン配合散 2316012A1132 バラ
平成調剤薬局八代店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 バラ
平成調剤薬局川部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局福光店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
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平成調剤薬局福光店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 バラ
平成調剤薬局笠松店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 バラ
平成調剤薬局茜部店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ビオフェルミン製薬 ビオフェルミン錠剤 2316020F1029 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 4291009F2124 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 4291009F2124 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 4291009F2124 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 4291009F2124 PTP
平成調剤薬局福光店 富士化学工業 ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 4291009F2060 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 4291009F2094 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ ビカルタミドOD錠80mg「明治」 4291009F2108 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ビカルタミド錠80mg「DSEP」 4291009F1276 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド ビカルタミド錠80mg「サンド」 4291009F1144 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド ビカルタミド錠80mg「サンド」 4291009F1144 PTP
平成調剤薬局川部店 サンド ビカルタミド錠80mg「サンド」 4291009F1144 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンド ビカルタミド錠80mg「サンド」 4291009F1144 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンド ビカルタミド錠80mg「サンド」 4291009F1144 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ ビクトーザ皮下注18mg 2499410G1021
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ ビクトーザ皮下注18mg 2499410G1021
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ビクトーザ皮下注18mg 2499410G1021
平成調剤薬局⻑良店 ノボノルディスクファーマ ビクトーザ皮下注18mg 2499410G1021
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局福光店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー ビソノテープ2mg 2149700S3020 包装小
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局福光店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー ビソノテープ4mg 2149700S1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー ビソノテープ8mg 2149700S2023 包装小
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 2123016F3061 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 2123016F3100 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 2123016F3088 PTP
平成調剤薬局八代店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局加納店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局川部店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局本店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局福光店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」 2123016F3134 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 2123016F1115 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 2123016F1115 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 2123016F1166 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 2123016F1166 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 2123016F1123 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2123016F1131 PTP
平成調剤薬局加納店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 2123016F1190 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 2123016F1190 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 2123016F1190 PTP
平成調剤薬局本店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 2123016F1190 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」 2123016F1190 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ジェネリック ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「JG」 2123016F2251 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 2123016F2197 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サンド」 2123016F2260 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 2123016F2243 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 2123016F2243 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 2123016F2243 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 2123016F2200 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 2123016F2219 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 2123016F2219 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 2123016F2219 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 2123016F2219 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 2123016F2219 PTP
平成調剤薬局加納店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」 2123016F2278 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」 2123016F2278 PTP
平成調剤薬局日野店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」 2123016F2278 PTP
平成調剤薬局本店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」 2123016F2278 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meファルマ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」 2123016F2278 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局加納店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局川部店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局本店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局笠松店 サノフィ ビソルボン吸入液0.2% 2234700G1051 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ビソルボン錠4mg 2234001F1312 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル25 3179107M1040 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル25 3179107M1040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル25 3179107M1040 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル25 3179107M1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル25 3179107M1040 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ビタノイリンカプセル50 3179107M1059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 丸石製薬 ビタミンB6散10%「マルイシ」 3134002B2060 バラ
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB25 3179109M1074 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB25 3179109M1074 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB25 3179109M1074 PTP
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB25 3179109M1074 PTP
平成調剤薬局金町店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB25 3179109M1074 PTP
平成調剤薬局加納店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB50 3179110M1034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB50 3179110M1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB50 3179110M1034 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB50 3179110M1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アルフレッサファーマ ビタメジン配合カプセルB50 3179110M1034 PTP
平成調剤薬局本店 アルフレッサファーマ ビタメジン静注用 3179506F1023
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ ビタメジン静注用 3179506F1023
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ビダラビンクリーム3%「マルホ」 6250700N1052 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ビダラビンクリーム3%「マルホ」 6250700N1052 包装小
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ビダラビン軟膏3%「SW」 6250700M1243 包装小
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ビダラビン軟膏3%「SW」 6250700M1243 包装小
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ビダラビン軟膏3%「SW」 6250700M1243 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 ビダラビン軟膏3%「イワキ」 6250700M1227 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
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平成調剤薬局加納店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局本店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 6250700M1235 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ビトラ軟膏0.1% 2646727M1057 包装小
平成調剤薬局鏡島店 塩野義製薬 ビバンセカプセル20mg 1179059M1024 PTP
平成調剤薬局日野店 塩野義製薬 ビバンセカプセル30mg 1179059M2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 塩野義製薬 ビバンセカプセル30mg 1179059M2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局本店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ビビアント錠20mg 3999027F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 ゾンネボード製薬 ビフロキシン配合錠 3179100F1031 PTP
平成調剤薬局加納店 ゾンネボード製薬 ビフロキシン配合錠 3179100F1031 PTP
平成調剤薬局福光店 ゾンネボード製薬 ビフロキシン配合錠 3179100F1031 PTP
平成調剤薬局金町店 ゾンネボード製薬 ビフロキシン配合錠 3179100F1031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ゾンネボード製薬 ビフロキシン配合錠 3179100F1031 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ビブラマイシン錠100mg 6152004F2089 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ビブラマイシン錠100mg 6152004F2089 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ビブラマイシン錠100mg 6152004F2089 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ビブラマイシン錠50mg 6152004F1074 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ビブラマイシン錠50mg 6152004F1074 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 ビプレッソ徐放錠150mg 1179042G2021 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 ビプレッソ徐放錠50mg 1179042G1025 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 1162001B1048 バラ
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 1162001C1051 バラ
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 1162001C1051 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 1162001F1074 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 1162001F1082 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 1162001F1082 PTP
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 2655708N1318 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 2655708N1318 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天アイケア ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 1319757Q1035 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局日野店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ユーシービージャパン ビムパットドライシロップ10% 1139015R1023 バラ
平成調剤薬局加納店 ユーシービージャパン ビムパット錠100mg 1139015F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ユーシービージャパン ビムパット錠100mg 1139015F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン ビムパット錠100mg 1139015F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン ビムパット錠100mg 1139015F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ユーシービージャパン ビムパット錠50mg 1139015F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 ユーシービージャパン ビムパット錠50mg 1139015F1027 PTP
平成調剤薬局日野店 ユーシービージャパン ビムパット錠50mg 1139015F1027 PTP
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン ビムパット錠50mg 1139015F1027 バラ
平成調剤薬局笠松店 ユーシービージャパン ビムパット錠50mg 1139015F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局福光店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大鵬薬品工業 ビラノアOD錠20mg 4490033F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局本店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局金町店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大鵬薬品工業 ビラノア錠20mg 4490033F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア120吸入 2290805G2023 包装小
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア120吸入 2290805G2023 包装小
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア120吸入 2290805G2023 包装小
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア120吸入 2290805G2023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア120吸入 2290805G2023 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア56吸入 2290805G1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア56吸入 2290805G1027 包装小
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア56吸入 2290805G1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア56吸入 2290805G1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ビ・シフロール錠0.125mg 1169012F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ビ・シフロール錠0.125mg 1169012F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 日本ベーリンガーインゲルハイム ビ・シフロール錠0.5mg 1169012F2029 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ビ・シフロール錠0.5mg 1169012F2029 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 ビーフリード輸液 3259529G1030
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 ビーフリード輸液 3259529G1030
平成調剤薬局太郎丸店 日本臓器製薬 ビーマス配合錠 2359108F1066 PTP
平成調剤薬局川部店 日本臓器製薬 ビーマス配合錠 2359108F1066 PTP
平成調剤薬局日野店 日本臓器製薬 ビーマス配合錠 2359108F1066 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本臓器製薬 ビーマス配合錠 2359108F1066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本臓器製薬 ビーマス配合錠 2359108F1066 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 3969007F3035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 3969007F1032 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 3969007F1130 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 3969007F1130 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 3969007F1130 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 3969007F1130 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 3969007F1326 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 3969007F1326 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 3969007F1326 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 3969007F2039 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 3969007F2039 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 3969007F2039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 3969007F2039 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」 2359005S1356 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 2359005S1305 包装小
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 2359005S1305 包装小
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 2359005S1305 包装小
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 2359005S1305 包装小
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 2359005S1305 包装小
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ ピコスルファートNa内用液0.75%「武田テバ」 2359005S1330 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シー・エイチ・オー新薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 2359005S1259 調剤用
平成調剤薬局八代店 ⻑生堂製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 2359005S1291 包装小
平成調剤薬局茜部店 ⻑生堂製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 2359005S1291 包装小
平成調剤薬局金町店 ⻑生堂製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 2359005S1291 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 2359005S1348 包装小
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 2359005S1348 包装小
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 2359005S1348 包装小
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」 2359005S1313 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」 2359005S1313 包装小
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」 2359005S1313 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」 2359005S1313 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
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平成調剤薬局川部店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局日野店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局本店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局笠松店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 2359005F1269 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 2359005F1242 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 2189016F4035 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 2189016F4035 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 2189016F5031 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 2189016F5031 PTP
平成調剤薬局八代店 マイラン製薬 ピタバスタチンCa・OD錠4mg「ファイザー」 2189016F6089 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局本店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 2189016F1303 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 2189016F1087 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 2189016F1087 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 2189016F1133 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 2189016F1206 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局本店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 2189016F2300 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 2189016F2083 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 2189016F2130 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 2189016F2180 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 2189016F2180 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 2189016F2202 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 2189016F5112 PTP
平成調剤薬局加納店 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 2189016F1290 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 2189016F1290 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 2189016F1257 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 2189016F2296 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 2189016F2253 PTP
平成調剤薬局市役所前店 太陽ファルマ ピドキサール錠10mg 3134003F1388 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ ピドキサール錠10mg 3134003F1388 PTP
平成調剤薬局福光店 太陽ファルマ ピドキサール錠10mg 3134003F1388 PTP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ ピドキサール錠10mg 3134003F1388 PTP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ ピドキサール錠10mg 3134003F1388 PTP
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局加納店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局市役所前店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局日野店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局鏡島店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ ピドキサール錠20mg 3134003F2147 PTP
平成調剤薬局日野店 本草製薬 ピムロ顆粒 2359102X1056 分包
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平成調剤薬局東⻑良店 本草製薬 ピムロ顆粒 2359102X1056 分包
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ピメノールカプセル100mg 2129012M2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ピメノールカプセル50mg 2129012M1020 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー ピモベンダン錠1.25mg「TE」 2119006F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー ピモベンダン錠2.5mg「TE」 2119006F2026 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー ピモベンダン錠2.5mg「TE」 2119006F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ピモベンダン錠2.5mg「TE」 2119006F2026 PTP
平成調剤薬局八代店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局加納店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局川部店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局市役所前店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局本店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局笠松店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局茜部店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局金町店 コーアイセイ ピリドキサール錠10mg「イセイ」 3134003F1205 PTP
平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 3134003F2163 PTP
平成調剤薬局加納店 鶴原製薬 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 3134003F2163 PTP
平成調剤薬局本店 鶴原製薬 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 3134003F2163 PTP
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 3134003F2163 PTP
平成調剤薬局加納店 コーアイセイ ピリドキサール錠30mg「イセイ」 3134003F3143 PTP
平成調剤薬局本店 コーアイセイ ピリドキサール錠30mg「イセイ」 3134003F3143 PTP
平成調剤薬局⻑良店 コーアイセイ ピリドキサール錠30mg「イセイ」 3134003F3143 PTP
平成調剤薬局市役所前店 鶴原製薬 ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 3134003F3356 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 2129008M1172 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 2129008M1172 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 2129008M1172 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 2129008M1113 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロESファーマ ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 2129008M1105 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 2129008M2187 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 2129008M2187 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 2129008M2187 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 2129008M2187 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 2129008M2187 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⾠⺒化学 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「TCK」 2129008M2152 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 2129008M2128 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 2129008M2128 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 2129008M2128 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 2129008M2144 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 2129008M2144 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 2129008M2144 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 2129008M2144 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 ピレスパ錠200mg 3999025F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 1319706Q3043 包装小
平成調剤薬局加納店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局川部店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局日野店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局福光店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
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平成調剤薬局笠松店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局茜部店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局金町店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 全星薬品工業 ピーエイ配合錠 1180109F1034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 ピーゼットシー糖衣錠2mg 1172013F1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ピートルチュアブル錠250mg 2190036F1026 PTP
平成調剤薬局川部店 キッセイ薬品工業 ピートルチュアブル錠250mg 2190036F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ピートルチュアブル錠500mg 2190036F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ピートル顆粒分包250mg 2190036D1025 分包
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ピートル顆粒分包500mg 2190036D2021 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ジーシー昭和薬品 ピーマーゲン配合散 2339189B1065 分包
平成調剤薬局八代店 EAファーマ ファスティック錠90 3969006F2034 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 6250031F1080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 6250031F1080 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 6250031F1080 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 6250031F1080 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 6250031F1080 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 旭化成ファーマ ファムビル錠250mg 6250031F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 旭化成ファーマ ファムビル錠250mg 6250031F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 旭化成ファーマ ファムビル錠250mg 6250031F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 旭化成ファーマ ファムビル錠250mg 6250031F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 旭化成ファーマ ファムビル錠250mg 6250031F1021 PTP
平成調剤薬局日野店 鶴原製薬 ファモター配合錠A81 3399100F1124 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 バラ
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 2325003F3124 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ ファモチジンD錠20mg「EMEC」 2325003F4198 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 バラ
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 2325003F4147 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局川部店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局笠松店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局茜部店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 2325003F3213 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ファモチジンOD錠20mg「Me」 2325003F4295 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 ファモチジンOD錠20mg「YD」 2325003F4201 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 2325003F4236 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 2325003F4236 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 2325003F4236 PTP
平成調剤薬局川部店 大原薬品工業 ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 2325003F4236 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ファモチジン散10%「サワイ」 2325003B1065 バラ
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジン散10%「サワイ」 2325003B1065 バラ
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジン細粒2%「サワイ」 2325003B2045 分包
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ファモチジン細粒2%「サワイ」 2325003B2045 バラ
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ファモチジン細粒2%「サワイ」 2325003B2045 バラ
平成調剤薬局笠松店 大原薬品工業 ファモチジン錠10mg「オーハラ」 2325003F1288 PTP
平成調剤薬局金町店 大原薬品工業 ファモチジン錠10mg「オーハラ」 2325003F1288 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ファモチジン錠10mg「クニヒロ」 2325003F1342 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ファモチジン錠10「サワイ」 2325003F1040 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ファモチジン錠10「サワイ」 2325003F1040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ファモチジン錠20mg「オーハラ」 2325003F2306 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ファモチジン錠20「サワイ」 2325003F2055 PTP
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平成調剤薬局本店 沢井製薬 ファモチジン錠20「サワイ」 2325003F2055 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ファモチジン錠20「サワイ」 2325003F2055 PTP
平成調剤薬局金町店 マルホ ファロム錠150mg 6139001F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局本店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ファロム錠200mg 6139001F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 クリニジェン ファンギゾンシロップ100mg/mL 6173001Q1047 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 クリニジェン ファンギゾンシロップ100mg/mL 6173001Q1047 包装小
平成調剤薬局川部店 クリニジェン ファンギゾンシロップ100mg/mL 6173001Q1047 包装小
平成調剤薬局笠松店 クリニジェン ファンギゾンシロップ100mg/mL 6173001Q1047 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ フィアスプ注 フレックスタッチ 2492415G7021
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ フィアスプ注 フレックスタッチ 2492415G7021
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ フィアスプ注 フレックスタッチ 2492415G7021
平成調剤薬局加納店 エーザイ フィコンパ細粒1% 1139014C1026 バラ
平成調剤薬局川部店 エーザイ フィコンパ細粒1% 1139014C1026 バラ
平成調剤薬局本店 エーザイ フィコンパ細粒1% 1139014C1026 バラ
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ フィコンパ細粒1% 1139014C1026 バラ
平成調剤薬局加納店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ フィコンパ錠2mg 1139014F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ フィコンパ錠4mg 1139014F2029 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ フィコンパ錠4mg 1139014F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 フィブラストスプレー250 2699710R1028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 科研製薬 フィブラストスプレー250 2699710R1028 包装小
平成調剤薬局川部店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局日野店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局福光店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局茜部店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局金町店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 科研製薬 フィブラストスプレー500 2699710R2024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局日野店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局本店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局福光店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局金町店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 バラ
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 4490023R2035 分包
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 4490023F3116 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 4490023F3051 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 4490023F3051 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 4490023F3051 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 4490023F2098 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」 4490023F2128 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」 4490023F2160 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 4490023F2276 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」 4490023F2276 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 4490023F1091 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
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平成調剤薬局福光店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 4490023F1121 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 4490023F1270 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 4490023F1270 PTP
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 4490023F1156 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 4490023F1156 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 4490023F1156 PTP
平成調剤薬局加納店 丸石製薬 フェノバルビタール散10%「マルイシ」 1125003B2139 バラ
平成調剤薬局本店 丸石製薬 フェノバルビタール散10%「マルイシ」 1125003B2139 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 フェノバルビタール散10%「マルイシ」 1125003B2139 バラ
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 フェノバルビタール散10%「マルイシ」 1125003B2139 バラ
平成調剤薬局鏡島店 丸石製薬 フェノバルビタール散10%「マルイシ」 1125003B2139 バラ
平成調剤薬局加納店 藤永製薬 フェノバールエリキシル0.4% 1125004S1030 調剤用
平成調剤薬局八代店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局川部店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局日野店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局本店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局笠松店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局金町店 藤永製薬 フェノバール散10% 1125003B2031 バラ
平成調剤薬局日野店 藤永製薬 フェノバール錠30mg 1125004F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 藤永製薬 フェノバール錠30mg 1125004F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 藤永製薬 フェノバール錠30mg 1125004F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 藤永製薬 フェノバール錠30mg 1125004F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 2183006F3040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 2183006F3040 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 2183006F3040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 2183006F3040 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 2183006F3040 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2183006F4046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日興製薬 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 2649804X1192 調剤用
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 2649804X1192 調剤用
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 バラ
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 3949003F1040 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 フェブキソスタット錠10mg「YD」 3949003F1074 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 3949003F1104 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ フェブキソスタット錠10mg「明治」 3949003F1147 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 バラ
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
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平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 3949003F2046 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 フェブキソスタット錠20mg「YD」 3949003F2070 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ フェブキソスタット錠20mg「明治」 3949003F2143 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 3949003F3042 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 3949003F3042 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 3949003F3042 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 3949003F3042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 3949003F3042 PTP
平成調剤薬局八代店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 バラ
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局本店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠10mg 3949003F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 バラ
平成調剤薬局日野店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局本店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠20mg 3949003F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局本店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ フェブリク錠40mg 3949003F3026 PTP
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ フェマーラ錠2.5mg 4291015F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ フェマーラ錠2.5mg 4291015F1026 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ フェマーラ錠2.5mg 4291015F1026 PTP
平成調剤薬局八代店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局加納店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局岐大前店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局川部店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局日野店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局本店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局福光店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局笠松店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局茜部店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局金町店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三笠製薬 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 2649731M1098 包装小
平成調剤薬局本店 三笠製薬 フェルビナクテープ35mg「三笠」 2649731S2069 包装小
平成調剤薬局八代店 救急薬品工業 フェルビナクテープ70mg「EMEC」 2649731S1178 包装小
平成調剤薬局市役所前店 救急薬品工業 フェルビナクテープ70mg「EMEC」 2649731S1178 包装小
平成調剤薬局笠松店 救急薬品工業 フェルビナクテープ70mg「EMEC」 2649731S1178 包装小
平成調剤薬局鏡島店 救急薬品工業 フェルビナクテープ70mg「EMEC」 2649731S1178 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岡山大鵬薬品 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 2649731S1313 包装小
平成調剤薬局金町店 岡山大鵬薬品 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 2649731S1313 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岡山大鵬薬品 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 2649731S1313 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 2649731S1313 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大石膏盛堂 フェルビナクパップ70mg「ユートク」 2649731S1291 包装小
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平成調剤薬局金町店 大石膏盛堂 フェルビナクパップ70mg「ユートク」 2649731S1291 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大石膏盛堂 フェルビナクパップ70mg「ユートク」 2649731S1291 包装小
平成調剤薬局岐大前店 三友薬品 フェルビナクパップ70mg「ラクール」 2649731S1267 包装小
平成調剤薬局茜部店 三友薬品 フェルビナクパップ70mg「ラクール」 2649731S1267 包装小
平成調剤薬局加納店 東光薬品工業 フェルビナクローション3%「ラクール」 2649731Q1081 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東光薬品工業 フェルビナクローション3%「ラクール」 2649731Q1081 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東光薬品工業 フェルビナクローション3%「ラクール」 2649731Q1081 包装小
平成調剤薬局八代店 三笠製薬 フェルビナクローション3%「三笠」 2649731Q1090 包装小
平成調剤薬局金町店 三笠製薬 フェルビナクローション3%「三笠」 2649731Q1090 包装小
平成調剤薬局八代店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 フェルムカプセル100mg 3222010N2022 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ジェネリック フェロベリン配合錠 2319100F1064 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 バラ
平成調剤薬局川部店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ フェロミア錠50mg 3222013F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 分包
平成調剤薬局加納店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局川部店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局日野店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局本店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 分包
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ フェロミア顆粒8.3% 3222013D1059 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD フェロ・グラデュメット錠105mg 3222007G1033 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD フェロ・グラデュメット錠105mg 3222007G1033 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD フェロ・グラデュメット錠105mg 3222007G1033 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD フェロ・グラデュメット錠105mg 3222007G1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD フェロ・グラデュメット錠105mg 3222007G1033 PTP
平成調剤薬局八代店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 8219701S1033 包装小
平成調剤薬局八代店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 8219701S2030 包装小
平成調剤薬局笠松店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 8219701S2030 包装小
平成調剤薬局八代店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 8219701S3036 包装小
平成調剤薬局川部店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 8219701S3036 包装小
平成調剤薬局笠松店 救急薬品工業 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 8219701S3036 包装小
平成調剤薬局本店 第一三共プロファーマ フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 8219400A2051
平成調剤薬局加納店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 フェントステープ0.5mg 8219701S6027 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 フェントステープ1mg 8219701S1025 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
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平成調剤薬局川部店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 フェントステープ2mg 8219701S2021 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 フェントステープ4mg 8219701S3028 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 フェントステープ6mg 8219701S4024 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 フェントステープ6mg 8219701S4024 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 フェントステープ6mg 8219701S4024 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 フェントステープ8mg 8219701S5020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD フエナゾールクリーム5% 2649727N1054 包装小
平成調剤薬局本店 マイランEPD フエナゾールクリーム5% 2649727N1054 包装小
平成調剤薬局八代店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局福光店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局金町店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD フエナゾール軟膏5% 2649727M1059 包装小
平成調剤薬局⻑良店 MSD フォサマック錠35mg 3999018F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局茜部店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ フォシーガ錠10mg 3969019F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局本店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局笠松店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アストラゼネカ フォシーガ錠5mg 3969019F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 協和キリン フォスブロック錠250mg 2190025F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン フォスブロック錠250mg 2190025F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン フォスブロック錠250mg 2190025F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン フォスブロック錠250mg 2190025F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 バラ
平成調剤薬局加納店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 バラ
平成調剤薬局川部店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局日野店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局本店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
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平成調剤薬局鏡島店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本製薬 フォリアミン錠 3135001F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本イーライリリー フォルテオ皮下注キット600μg 2439400G1020
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 フオイパン錠100mg 3999003F1297 PTP
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 フオイパン錠100mg 3999003F1297 PTP
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 フオイパン錠100mg 3999003F1297 PTP
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 フオイパン錠100mg 3999003F1297 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 フシジンレオ軟膏2% 2634708M1037 包装小
平成調剤薬局川部店 第一三共 フシジンレオ軟膏2% 2634708M1037 包装小
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 フシジンレオ軟膏2% 2634708M1037 包装小
平成調剤薬局本店 第一三共 フシジンレオ軟膏2% 2634708M1037 包装小
平成調剤薬局福光店 第一三共 フシジンレオ軟膏2% 2634708M1037 包装小
平成調剤薬局加納店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局日野店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局本店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局福光店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD フスコデ配合シロップ 2229102Q1120 調剤用
平成調剤薬局八代店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局日野店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局本店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局金町店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD フスコデ配合錠 2229101F1060 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロESファーマ フスタゾール糖衣錠10mg 2229004F1030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ フスタゾール糖衣錠10mg 2229004F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ フスタゾール糖衣錠10mg 2229004F1030 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ フラジール内服錠250mg 6419002F1131 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ フラジール内服錠250mg 6419002F1131 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ フラジール内服錠250mg 6419002F1131 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ フラジール内服錠250mg 6419002F1131 PTP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ フラジール内服錠250mg 6419002F1131 PTP
平成調剤薬局八代店 富士製薬工業 フラジール腟錠250mg 2529707H1063 PTP
平成調剤薬局加納店 トーアエイヨー フラビタン点眼液0.05% 1319714Q3102 包装小
平成調剤薬局日野店 トーアエイヨー フラビタン点眼液0.05% 1319714Q3102 包装小
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー フラビタン点眼液0.05% 1319714Q3102 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 2590002F1517 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 2590002F1517 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 2590002F1517 PTP
平成調剤薬局八代店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局茜部店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局金町店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局鏡島店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー フランドルテープ40mg 2171700S1095 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー フランドル錠20mg 2171011G1123 PTP
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー フランドル錠20mg 2171011G1123 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 フリウェル配合錠LD「あすか」 2482009F1066 PTP
平成調剤薬局八代店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局加納店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局日野店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局本店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局笠松店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局茜部店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
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平成調剤薬局金町店 持田製薬販売 フリウェル配合錠LD「モチダ」 2482009F1058 PTP
平成調剤薬局笠松店 持田製薬販売 フリウェル配合錠ULD「モチダ」 2482009F2062 PTP
平成調剤薬局八代店 旭化成ファーマ フリバスOD錠25mg 2590009F6022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 旭化成ファーマ フリバスOD錠25mg 2590009F6022 PTP
平成調剤薬局八代店 旭化成ファーマ フリバスOD錠50mg 2590009F4020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 旭化成ファーマ フリバスOD錠50mg 2590009F4020 PTP
平成調剤薬局金町店 旭化成ファーマ フリバスOD錠50mg 2590009F4020 PTP
平成調剤薬局八代店 旭化成ファーマ フリバスOD錠75mg 2590009F5026 PTP
平成調剤薬局鏡島店 旭化成ファーマ フリバスOD錠75mg 2590009F5026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 旭化成ファーマ フリバス錠50mg 2590009F2035 PTP
平成調剤薬局茜部店 旭化成ファーマ フリバス錠50mg 2590009F2035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 旭化成ファーマ フリバス錠50mg 2590009F2035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ フルイトラン錠1mg 2132003F3039 PTP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ フルイトラン錠1mg 2132003F3039 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ フルイトラン錠1mg 2132003F3039 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ フルイトラン錠2mg 2132003F1257 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ フルイトラン錠2mg 2132003F1257 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ フルイトラン錠2mg 2132003F1257 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ フルイトラン錠2mg 2132003F1257 PTP
平成調剤薬局金町店 東興薬品工業 フルオシノニドゲル0.05%「日医工」 2646708N1335 包装小
平成調剤薬局八代店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 1315704Q1131 包装小
平成調剤薬局岐大前店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 1315704Q1131 包装小
平成調剤薬局川部店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 1315704Q1131 包装小
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局日野店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 1315704Q1166 包装小
平成調剤薬局日野店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 1315704Q2073 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 1315704Q2073 包装小
平成調剤薬局岐大前店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 1315704Q3142 包装小
平成調剤薬局市役所前店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 1315704Q3142 包装小
平成調剤薬局金町店 わかもと製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 1315704Q3142 包装小
平成調剤薬局八代店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局茜部店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 1315704Q3177 包装小
平成調剤薬局川部店 日東メディック フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 1315704Q3169 包装小
平成調剤薬局本店 テルモ フルカリック1号輸液(未開通投与防止機構付) 3259523G1033
平成調剤薬局八代店 テルモ フルカリック2号輸液(未開通投与防止機構付) 3259524G1038
平成調剤薬局市役所前店 日医工 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 6290002M2166 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 6290002M2166 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 6290002M2166 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 6290002M2166 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 フルコートスプレー0.007% 2646709R2036 包装小
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 フルコート軟膏0.025% 2646709M1121 包装小
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 フルコート軟膏0.025% 2646709M1121 包装小
平成調剤薬局日野店 廣貫堂 フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」 3122007D1023 バラ
平成調剤薬局八代店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3122007F2063 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン フルタイド100μgエアゾール60吸入用 2290700G8039 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン フルタイド100ディスカス 2290700G5021 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン フルタイド100ディスカス 2290700G5021 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン フルタイド100ディスカス 2290700G5021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルタイド100ディスカス 2290700G5021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン フルタイド200ディスカス 2290700G6028 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン フルタイド200ディスカス 2290700G6028 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン フルタイド200ディスカス 2290700G6028 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルタイド200ディスカス 2290700G6028 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルタイド50μgエアゾール120吸入用 2290700G7032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 セオリアファーマ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 1329707Q3249 包装小
平成調剤薬局鏡島店 セオリアファーマ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 1329707Q3249 包装小
平成調剤薬局⻑良店 セオリアファーマ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 1329707Q3249 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 1329707Q2064 包装小
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 1329707Q2064 包装小
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 1329707Q2064 包装小
平成調剤薬局八代店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局岐大前店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局本店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局福光店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局茜部店 コーアイセイ フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 1329707Q3044 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 1329707Q1092 包装小
平成調剤薬局八代店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 2290802G4022 包装小
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 2290802G2020 包装小
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 2290802G2020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 杏林製薬 フルティフォーム50エアゾール120吸入用 2290802G3026 包装小
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 フルティフォーム50エアゾール56吸入用 2290802G1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 フルティフォーム50エアゾール56吸入用 2290802G1023 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 1329707Q1181 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 1329707Q1181 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 1329707Q1181 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 1329707Q1181 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 1329707Q3052 包装小
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1124008F2047 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 フルバスタチン錠10mg「サワイ」 2189012F1038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 2189012F2034 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 2189012F2034 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 2189012F2034 PTP
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平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 フルバスタチン錠30mg「サワイ」 2189012F3030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 フルバスタチン錠30mg「サワイ」 2189012F3030 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 1179039F1052 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバ薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」 1179039F1192 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」 1179039F1192 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 1179039F1141 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 1179039F1141 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 1179039F1141 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」 1179039F1150 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」 1179039F1150 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」 1179039F1184 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 1179039F1168 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 1179039F1168 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 1179039F1125 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 1179039F1125 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 1179039F1125 PTP
平成調剤薬局福光店 ⻑生堂製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」 1179039F2040 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 1179039F2148 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 1179039F2148 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」 1179039F2156 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 1179039F2180 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 1179039F2164 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」 1179039F2121 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ フルメタクリーム 2646731N1024 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ フルメタクリーム 2646731N1024 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ フルメタクリーム 2646731N1024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ フルメタローション 2646731Q1020 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ フルメタローション 2646731Q1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ フルメタローション 2646731Q1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ フルメタローション 2646731Q1020 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ フルメタローション 2646731Q1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ フルメタ軟膏 2646731M1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ フルメタ軟膏 2646731M1029 包装小
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ フルメタ軟膏 2646731M1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ フルメタ軟膏 2646731M1029 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ フルメタ軟膏 2646731M1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局本店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.02% 1315704Q1115 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局川部店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 フルメトロン点眼液0.1% 1315704Q3126 包装小
平成調剤薬局川部店 大協薬品工業 フルルバンパップ40mg 2649732S1199 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大協薬品工業 フルルバンパップ40mg 2649732S1199 包装小
平成調剤薬局⻑良店 救急薬品工業 フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 2649732S3086 包装小
平成調剤薬局八代店 ニプロファーマ フロジン外用液5% 2679701Q1055 包装小
平成調剤薬局川部店 ニプロファーマ フロジン外用液5% 2679701Q1055 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロファーマ フロジン外用液5% 2679701Q1055 包装小
平成調剤薬局金町店 ニプロファーマ フロジン外用液5% 2679701Q1055 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロファーマ フロジン外用液5% 2679701Q1055 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局岐大前店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局川部店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局本店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局笠松店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局茜部店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局鏡島店 エルメッド フロセミド細粒4%「EMEC」 2139005C1048 バラ
平成調剤薬局加納店 日医工岐阜工場 フロセミド錠10mg「NIG」 2139005F3063 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 フロセミド錠10mg「NIG」 2139005F3063 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 フロセミド錠10mg「NIG」 2139005F3063 PTP
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平成調剤薬局加納店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ フロセミド錠10mg「NP」 2139005F3020 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ フロセミド錠10mg「武田テバ」 2139005F3055 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工岐阜工場 フロセミド錠20mg「NIG」 2139005F1117 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ フロセミド錠20mg「NP」 2139005F1060 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロ フロセミド錠20mg「NP」 2139005F1060 バラ
平成調剤薬局福光店 ニプロ フロセミド錠20mg「NP」 2139005F1060 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ フロセミド錠20mg「NP」 2139005F1060 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 バラ
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ フロセミド錠20mg「武田テバ」 2139005F1109 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工岐阜工場 フロセミド錠40mg「NIG」 2139005F2474 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工岐阜工場 フロセミド錠40mg「NIG」 2139005F2474 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 フロセミド錠40mg「トーワ」 2139005F2407 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ フロセミド錠40mg「武田テバ」 2139005F2466 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ フロセミド錠40mg「武田テバ」 2139005F2466 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 フロモックス小児用細粒100mg 6132016C1027 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 フロモックス小児用細粒100mg 6132016C1027 バラ
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 フロモックス小児用細粒100mg 6132016C1027 バラ
平成調剤薬局八代店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局本店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 塩野義製薬 フロモックス錠100mg 6132016F2020 PTP
平成調剤薬局八代店 塩野義製薬 フロモックス錠75mg 6132016F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 塩野義製薬 フロモックス錠75mg 6132016F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンドファーマ フロリネフ錠0.1mg 2452003F1035 バラ
平成調剤薬局川部店 サンドファーマ フロリネフ錠0.1mg 2452003F1035 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ フロリネフ錠0.1mg 2452003F1035 バラ
平成調剤薬局八代店 持田製薬 フロリードDクリーム1% 2655702N1060 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 持田製薬 フロリードDクリーム1% 2655702N1060 包装小
平成調剤薬局福光店 持田製薬 フロリードDクリーム1% 2655702N1060 包装小
平成調剤薬局金町店 持田製薬 フロリードDクリーム1% 2655702N1060 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 フロリードDクリーム1% 2655702N1060 包装小
平成調剤薬局加納店 持田製薬 フロリードゲル経口用2% 6290003X1039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 フロリードゲル経口用2% 6290003X1039 包装小
平成調剤薬局笠松店 持田製薬 フロリードゲル経口用2% 6290003X1039 包装小
平成調剤薬局茜部店 持田製薬 フロリードゲル経口用2% 6290003X1039 包装小
平成調剤薬局金町店 持田製薬 フロリードゲル経口用2% 6290003X1039 包装小
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 フロリード腟坐剤100mg 2529704J1045 包装小
平成調剤薬局加納店 ファイザー ブイフェンド錠50mg 6179001F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ブコラム口腔用液10mg 1139700Q4028 包装小
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 ブコラム口腔用液5mg 1139700Q2025 包装小
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 ブコラム口腔用液7.5mg 1139700Q3021 包装小
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ブシラミン錠100mg「トーワ」 4420002F1125 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ブシラミン錠100mg「トーワ」 4420002F1125 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ツムラ ブシ末(調剤用)「ツムラ」 5900004A1053 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ツムラ ブシ末(調剤用)「ツムラ」 5900004A1053 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ツムラ ブシ末(調剤用)「ツムラ」 5900004A1053 バラ
平成調剤薬局八代店 サノフィ ブスコパン注20mg 1242401A1315
平成調剤薬局本店 サノフィ ブスコパン注20mg 1242401A1315
平成調剤薬局八代店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局加納店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局福光店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局茜部店 サノフィ ブスコパン錠10mg 1242002F1330 PTP
平成調剤薬局加納店 鶴原製薬 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 1242002F1381 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 1242002F1381 PTP
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 1242002F1381 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 2659708N1090 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 2290801G1037 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 2290801G1037 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局本店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本ジェネリック ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 2290801G2033 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品 ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 2290801G2041 包装小
平成調剤薬局本店 ニプロ ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 2290801G2050 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 2290801G2050 包装小
平成調剤薬局笠松店 ニプロ ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 2290801G2050 包装小
平成調剤薬局茜部店 ニプロ ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 2290801G2050 包装小
平成調剤薬局加納店 日医工 ブドウ糖「日医工」 3231001X1205 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 ブドウ糖「日医工」 3231001X1205 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ブドウ糖「日医工」 3231001X1205 バラ
平成調剤薬局加納店 中北薬品 ブドウ酒 3291001X1025 調剤用
平成調剤薬局茜部店 中北薬品 ブドウ酒WINE 3291001X1025 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 中北薬品 ブドウ酒WINE 3291001X1025 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ブラダロン錠200mg 2590002F1371 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 ブラダロン錠200mg 2590002F1371 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本新薬 ブラダロン錠200mg 2590002F1371 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本新薬 ブラダロン錠200mg 2590002F1371 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本新薬 ブラダロン錠200mg 2590002F1371 PTP
平成調剤薬局加納店 東亜薬品 ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 1319761Q1031 包装小
平成調剤薬局川部店 東亜薬品 ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 1319761Q1031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 1319761Q1031 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天アイケア ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 1319761Q1040 包装小
平成調剤薬局川部店 サンド ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 1319748Q1060 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 1319748Q1044 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 ブルフェン錠100 1149001F1455 PTP
平成調剤薬局茜部店 科研製薬 ブルフェン錠100 1149001F1455 PTP
平成調剤薬局⻑良店 科研製薬 ブルフェン錠100 1149001F1455 PTP
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 ブルフェン錠200 1149001F2168 PTP
平成調剤薬局日野店 科研製薬 ブルフェン錠200 1149001F2168 PTP
平成調剤薬局福光店 科研製薬 ブルフェン錠200 1149001F2168 PTP
平成調剤薬局茜部店 科研製薬 ブルフェン錠200 1149001F2168 PTP
平成調剤薬局茜部店 旭化成ファーマ ブレディニン錠50 3999002F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 メディサ新薬 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 1124009F2076 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
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平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 1124009F2092 PTP
平成調剤薬局金町店 サンノーバ ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 1124009F1410 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 1124009F1312 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」 1124009F1371 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 1124009F1347 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 1124009F1347 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 1124009F1398 PTP
平成調剤薬局八代店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 ブロナック点眼液0.1% 1319743Q1033 包装小
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン散2%「DSPB」 1179048B1033 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 1179048F1043 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 1179048F1043 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 1179048F1086 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ブロナンセリン錠4mg「DSEP」 1179048F2031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 1179048F2040 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 1179048F2040 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 1179048F2040 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 1179048F3046 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ブロプレス錠2 2149040F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ブロプレス錠2 2149040F1026 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 ブロプレス錠2 2149040F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ブロプレス錠2 2149040F1026 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ブロプレス錠4 2149040F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ブロプレス錠8 2149040F3029 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド ブロマゼパム錠2mg「サンド」 1124020F2056 PTP
平成調剤薬局日野店 サンド ブロマゼパム錠2mg「サンド」 1124020F2056 PTP
平成調剤薬局八代店 サンド ブロマゼパム錠5mg「サンド」 1124020F4059 PTP
平成調剤薬局日野店 サンド ブロマゼパム錠5mg「サンド」 1124020F4059 PTP
平成調剤薬局川部店 東亜薬品 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 1319743Q1050 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 1319743Q1050 包装小
平成調剤薬局加納店 日新製薬 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 1319743Q1041 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日新製薬 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 1319743Q1041 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日新製薬 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 1319743Q1041 包装小
平成調剤薬局金町店 日新製薬 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 1319743Q1041 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2234700G1043 包装小
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2234700G1043 包装小
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2234700G1043 包装小
平成調剤薬局八代店 皇漢堂製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 2234001F1339 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 2234001F1339 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2234001F1363 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2234001F1363 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2234001F1363 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2234001F1363 PTP
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平成調剤薬局八代店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 2234001F1371 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ブロムペリドール細粒1%「サワイ」 1179028C1104 バラ
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ブロムペリドール錠1mg「アメル」 1179028F1089 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ブロムペリドール錠3mg「アメル」 1179028F2131 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ブロムペリドール錠3mg「アメル」 1179028F2131 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ブロムペリドール錠6mg「アメル」 1179028F3065 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ブロムペリドール錠6mg「アメル」 1179028F3065 PTP
平成調剤薬局川部店 ジェイドルフ製薬 ブロメライン軟膏5万単位/g 3959701M1035 包装小
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 1169005F1308 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 1169005F1308 PTP
平成調剤薬局川部店 ダイト ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」 1169005F1260 PTP
平成調剤薬局笠松店 ダイト ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」 1169005F1260 PTP
平成調剤薬局茜部店 ダイト ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」 1169005F1260 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 プソフェキ配合錠「SANIK」 4490100F1048 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 プソフェキ配合錠「サワイ」 4490100F1030 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 プソフェキ配合錠「サワイ」 4490100F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 プソフェキ配合錠「サワイ」 4490100F1030 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 プソフェキ配合錠「サワイ」 4490100F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 プソフェキ配合錠「サワイ」 4490100F1030 PTP
平成調剤薬局加納店 サノフィ プラケニル錠200mg 3999038F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ プラケニル錠200mg 3999038F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ プラケニル錠200mg 3999038F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ プラケニル錠200mg 3999038F1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル110mg 3339001M2020 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル75mg 3339001M1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル75mg 3339001M1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル75mg 3339001M1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル75mg 3339001M1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム プラザキサカプセル75mg 3339001M1024 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 プラノバール配合錠 2482005F1041 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 プラノバール配合錠 2482005F1041 PTP
平成調剤薬局川部店 日東メディック プラノプロフェン点眼液0.1%「ニットー」 1319724Q1197 包装小
平成調剤薬局加納店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局岐大前店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局福光店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局笠松店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局茜部店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局金町店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 1319724Q1200 包装小
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ プラバスタチンNa錠10mg「Me」 2189010F2485 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ プラバスタチンNa錠10mg「Me」 2189010F2485 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ プラバスタチンNa錠10mg「Me」 2189010F2485 PTP
平成調剤薬局川部店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局茜部店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局金町店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日新製薬 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 2189010F2450 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 2189010F2361 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 2189010F2361 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 2189010F2353 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 2189010F2353 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 2189010F2353 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 2189010F2477 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ プラバスタチンNa錠5mg「Me」 2189010F1462 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ プラバスタチンNa錠5mg「Me」 2189010F1462 PTP
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平成調剤薬局八代店 日新製薬 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 2189010F1438 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日新製薬 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 2189010F1438 PTP
平成調剤薬局日野店 日新製薬 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 2189010F1438 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 2189010F1438 PTP
平成調剤薬局茜部店 日新製薬 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 2189010F1438 PTP
平成調剤薬局川部店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 2189010F1349 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 2189010F1349 PTP
平成調剤薬局福光店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 2189010F1349 PTP
平成調剤薬局金町店 日本薬品工業 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 2189010F1349 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 2189010F1330 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 2189010F1330 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 2189010F1330 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 2189010F1454 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 2189010F1454 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 2189010F1454 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 2189010F1454 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 2189010F1357 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」 2189010F2302 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ プラビックス錠25mg 3399008F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ プラビックス錠25mg 3399008F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ プラビックス錠25mg 3399008F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 サノフィ プラビックス錠25mg 3399008F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ プラビックス錠25mg 3399008F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局福光店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ プラビックス錠75mg 3399008F2021 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」 1169012G1036 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」 1169012G1036 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 1169012G2032 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 1169012G2032 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 1169012G2032 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 1169012F1049 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 1169012F1049 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 1169012F2045 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 1169012F2045 PTP
平成調剤薬局八代店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 分包
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局川部店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局本店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 分包
平成調剤薬局本店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局福光店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 分包
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局金町店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 プランルカストDS10%「タカタ」 4490017R1157 バラ
平成調剤薬局川部店 東和薬品 プランルカストDS10%「トーワ」 4490017R1165 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工 プランルカストDS10%「日医工」 4490017R1173 分包
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 4490017M1109 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 4490017M1109 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 4490017M1109 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 4490017M1109 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 4490017M1109 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 4490017M1087 PTP
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 プランルカストカプセル112.5mg「ファイザー」 4490017M1117 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 4490017M1079 PTP
平成調剤薬局金町店 シオノケミカル プランルカストカプセル112.5mg「科研」 4490017M1052 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノケミカル プランルカストカプセル112.5mg「科研」 4490017M1052 PTP
平成調剤薬局鏡島店 セオリアファーマ プランルカスト錠112.5mg「CEO」 4490017F1053 PTP

165



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 プランルカスト錠112.5mg「TYK」 4490017F1045 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 セオリアファーマ プランルカスト錠225mg「CEO」 4490017F2050 PTP
平成調剤薬局鏡島店 セオリアファーマ プランルカスト錠225mg「CEO」 4490017F2050 PTP
平成調剤薬局茜部店 日新製薬 プリビナ液0.05% 1324704Q1033 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 日新製薬 プリビナ液0.05% 1324704Q1033 調剤用
平成調剤薬局本店 日新製薬 プリビナ点眼液0.5mg/mL 1316700Q1050 調剤用
平成調剤薬局日野店 日医工 プリミドン細粒99.5%「日医工」 1135002C1059 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日医工 プリミドン細粒99.5%「日医工」 1135002C1059 バラ
平成調剤薬局加納店 バイエル薬品 プリモボラン錠5mg 2449003F1021 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 プリンペラン注射液10mg 2399401A1083
平成調剤薬局八代店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局日野店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 プリンペラン錠5 2399004F1200 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局加納店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局川部店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局日野店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局福光店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ プルゼニド錠12mg 2354003F2316 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プレガバリンOD錠150mg「YD」 1190017F3080 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 プレガバリンOD錠25mg「YD」 1190017F1088 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 プレガバリンOD錠25mg「YD」 1190017F1088 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プレガバリンOD錠25mg「YD」 1190017F1088 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 プレガバリンOD錠25mg「YD」 1190017F1088 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 プレガバリンOD錠25mg「YD」 1190017F1088 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 1190017F1207 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 1190017F1215 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ プレガバリンOD錠25mg「杏林」 1190017F1134 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ プレガバリンOD錠25mg「杏林」 1190017F1134 PTP
平成調剤薬局金町店 ダイト プレガバリンOD錠25mg「科研」 1190017F1126 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 プレガバリンOD錠50mg「YD」 1190017F4036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プレガバリンOD錠50mg「YD」 1190017F4036 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 プレガバリンOD錠50mg「YD」 1190017F4036 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 プレガバリンOD錠75mg「YD」 1190017F2084 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 1190017F2203 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザーUPJ プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 1190017F2211 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ プレガバリンOD錠75mg「杏林」 1190017F2130 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ プレガバリンOD錠75mg「杏林」 1190017F2130 PTP
平成調剤薬局金町店 ダイト プレガバリンOD錠75mg「科研」 1190017F2122 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 1190017M1036 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 1190017M1036 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 1190017M1036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 1190017M2032 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 1190017M2032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 プレタールOD錠100mg 3399002F4027 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 プレタールOD錠100mg 3399002F4027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 プレタールOD錠50mg 3399002F3020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 プレタールOD錠50mg 3399002F3020 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 プレタールOD錠50mg 3399002F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 プレタールOD錠50mg 3399002F3020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 プレタールOD錠50mg 3399002F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 プレドニゾロン散「タケダ」1% 2456002B1062 バラ
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 プレドニゾロン散「タケダ」1% 2456002B1062 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日東メディック プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 1315705M1053 包装小
平成調剤薬局笠松店 日東メディック プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 1315705M1053 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日東メディック プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 1315705M1053 包装小
平成調剤薬局八代店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局加納店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局日野店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局本店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局茜部店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局金町店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 2456001F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 マイラン製薬 プレドニゾロン錠1mg「ファイザー」 2456001F2058 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 2456001F3046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 2456001F1345 PTP
平成調剤薬局川部店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 2456001F1345 PTP
平成調剤薬局日野店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 2456001F1345 PTP
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 2456001F1345 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 プレドニゾロン錠5mg「トーワ」 2456001F1400 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 2456001F1396 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバ薬品 プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 2456001F1353 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 2456001F1353 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ プレドニン眼軟膏 1315705M1037 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ プレドニン錠5mg 2456001F1310 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー プレマリン錠0.625mg 2479004F1033 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー プレマリン錠0.625mg 2479004F1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ プレマリン錠0.625mg 2479004F1033 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン プレミネント配合錠LD 2149110F1040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ プロクトセディル軟膏 2559806M1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ プロクトセディル軟膏 2559806M1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ プロクトセディル軟膏 2559806M1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 プログラフカプセル0.5mg 3999014M2029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 プログラフカプセル1mg 3999014M1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 プログラフカプセル1mg 3999014M1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 プログラフカプセル1mg 3999014M1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 プログラフカプセル1mg 3999014M1022 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 プログラフ顆粒0.2mg 3999014D1022 分包
平成調剤薬局岐大前店 科研製薬 プロサイリン錠20 3399005F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 科研製薬 プロサイリン錠20 3399005F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局岐大前店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局川部店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局市役所前店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局日野店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局本店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局笠松店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局金町店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 プロスタンディン軟膏0.003% 2699705M1038 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 プロスタール錠25 2478001F2179 PTP
平成調剤薬局八代店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠10 2325006F4027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠10 2325006F4027 PTP
平成調剤薬局日野店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠10 2325006F4027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠10 2325006F4027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠5 2325006F3020 PTP
平成調剤薬局本店 大鵬薬品工業 プロテカジンOD錠5 2325006F3020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大鵬薬品工業 プロテカジン錠10 2325006F2032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大鵬薬品工業 プロテカジン錠10 2325006F2032 PTP
平成調剤薬局笠松店 大鵬薬品工業 プロテカジン錠10 2325006F2032 PTP
平成調剤薬局茜部店 大鵬薬品工業 プロテカジン錠10 2325006F2032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大鵬薬品工業 プロテカジン錠5 2325006F1036 PTP
平成調剤薬局八代店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ プロトピック軟膏0.03%小児用 2699709M2024 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ プロトピック軟膏0.1% 2699709M1028 包装小
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー プロノン錠150mg 2129006F1026 PTP
平成調剤薬局本店 トーアエイヨー プロノン錠150mg 2129006F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 プロパジール錠50mg 2432002F1046 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 プロパジール錠50mg 2432002F1046 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 プロパジール錠50mg 2432002F1046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大原薬品工業 プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 2129006F1050 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」 2590007F1293 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」 2590007F1293 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 2590007F1269 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 2590007F1307 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 2590007F2257 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 2590007F2257 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 2590007F2257 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 2590007F2257 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 鶴原製薬 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 2123008F1277 PTP
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 2123008F1277 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123008F1285 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123008F1285 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 2123008F1285 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー プロベラ錠2.5mg 2478002F1070 SP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー プロベラ錠2.5mg 2478002F1070 SP
平成調剤薬局八代店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局八代店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局加納店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局川部店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局本店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局福光店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局笠松店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局金町店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 丸石製薬 プロペト 7121703X1330 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 ゼリア新薬工業 プロマックD錠75 2329027F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ゼリア新薬工業 プロマックD錠75 2329027F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 ゼリア新薬工業 プロマックD錠75 2329027F1029 PTP
平成調剤薬局本店 ゼリア新薬工業 プロマックD錠75 2329027F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 プロマックD錠75 2329027F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ゼリア新薬工業 プロマック顆粒15% 2329027D1028 分包
平成調剤薬局東⻑良店 ゼリア新薬工業 プロマック顆粒15% 2329027D1028 分包
平成調剤薬局⻑良店 ゼリア新薬工業 プロマック顆粒15% 2329027D1028 分包
平成調剤薬局茜部店 ファイザー プロ・バンサイン錠15mg 1231008F1032 SP
平成調剤薬局東⻑良店 テルモ ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL 3334402G4055
平成調剤薬局東⻑良店 テルモ ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 3334402G2052
平成調剤薬局日野店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G4071
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G4071
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G4071
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G2079
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G2079
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G2079
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G2079
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 3334402G2079
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL 3334402G1064
平成調剤薬局市役所前店 ゼリア新薬工業 ヘパリンZ軟膏500単位/g 3334700M1063 包装小
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 3339950N1051 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局日野店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 調剤用
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 3339950N1094 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 3339950Q1104 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東光薬品工業 ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 3339950Q1120 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局日野店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
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平成調剤薬局本店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局茜部店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3339950Q1139 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」 3339950R1134 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局川部店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局笠松店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局茜部店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3339950R1126 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 3339950R1142 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 3339950R1142 包装小
平成調剤薬局八代店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局加納店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局日野店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局本店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局福光店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局茜部店 日東メディック ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 3339950R1150 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ヤクハン製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 3339950R1185 包装小
平成調剤薬局八代店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局本店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局笠松店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局茜部店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局金町店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本臓器製薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 3339950R1169 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日東メディック ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 3339950M1161 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日東メディック ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 3339950M1161 調剤用
平成調剤薬局福光店 日東メディック ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 3339950M1161 包装小
平成調剤薬局笠松店 日東メディック ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 3339950M1161 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日東メディック ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」 3339950M1161 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 3339950M1153 包装小
平成調剤薬局本店 ニプロ ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 3339950M1153 包装小
平成調剤薬局福光店 ニプロ ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 3339950M1153 調剤用
平成調剤薬局八代店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局八代店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 調剤用
平成調剤薬局加納店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 調剤用
平成調剤薬局川部店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局日野店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局本店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局本店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 調剤用
平成調剤薬局福光店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局茜部店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局茜部店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 調剤用
平成調剤薬局金町店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3339950M1188 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 天藤製薬 ヘモクロンカプセル200mg 2559001M1104 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 天藤製薬 ヘモクロンカプセル200mg 2559001M1104 PTP
平成調剤薬局笠松店 天藤製薬 ヘモクロンカプセル200mg 2559001M1104 PTP
平成調剤薬局加納店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局川部店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局日野店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局福光店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局茜部店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局金町店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 2559101X1036 PTP
平成調剤薬局八代店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
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平成調剤薬局加納店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局本店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局笠松店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局茜部店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局金町店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 2559808M1039 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東菱薬品工業 ヘモリンガル舌下錠0.18mg 2559002X1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東菱薬品工業 ヘモリンガル舌下錠0.18mg 2559002X1032 PTP
平成調剤薬局八代店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局本店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局福光店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局茜部店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局金町店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ジェイドルフ製薬 ヘモレックス軟膏 2559806M1030 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 2171006N1105 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ヘルベッサーRカプセル200mg 2171006N2039 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ヘルベッサー錠30 2171006F1224 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 ヘルベッサー錠30 2171006F1224 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ⻑生堂製薬 ヘルミチンS坐剤 2559807J1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 ベイスンOD錠0.2 3969004F3023 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ベイスンOD錠0.3 3969004F4020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 ベイスンOD錠0.3 3969004F4020 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ベイスンOD錠0.3 3969004F4020 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 ベイスン錠0.2 3969004F1020 PTP
平成調剤薬局八代店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局本店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ベオーバ錠50mg 2590017F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ ベガモックス点眼液0.5% 1319753Q1029 包装小
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ ベガモックス点眼液0.5% 1319753Q1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ ベガモックス点眼液0.5% 1319753Q1029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ ベガモックス点眼液0.5% 1319753Q1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ベガモックス点眼液0.5% 1319753Q1029 包装小
平成調剤薬局金町店 東興薬品工業 ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 1329702R3217 包装小
平成調剤薬局鏡島店 東興薬品工業 ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 1329702R3217 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 1329702R7034 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 1329702R7034 包装小
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 1329702R7034 包装小
平成調剤薬局八代店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局川部店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局本店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
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平成調剤薬局笠松店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局金町店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ ベサコリン散5% 1231004B1067 バラ
平成調剤薬局加納店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局川部店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局日野店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局本店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局笠松店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局茜部店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局金町店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 ベザトールSR錠200mg 2183005G1234 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 2183005G2133 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 2183005G2133 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 2183005G2109 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 2183005G2109 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 2183005G1285 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」 2183005G2168 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 2183005G1307 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ベシケアOD錠2.5mg 2590011F3020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベシケアOD錠2.5mg 2590011F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 ベシケアOD錠2.5mg 2590011F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 ベシケアOD錠2.5mg 2590011F3020 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ベシケアOD錠5mg 2590011F4027 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 ベシケアOD錠5mg 2590011F4027 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 ベシケアOD錠5mg 2590011F4027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベシケアOD錠5mg 2590011F4027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベシケア錠2.5mg 2590011F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 ベシケア錠2.5mg 2590011F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ベシケア錠5mg 2590011F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 ベシケア錠5mg 2590011F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 ベシケア錠5mg 2590011F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベシケア錠5mg 2590011F2024 PTP
平成調剤薬局本店 千寿製薬 ベストロン点眼用0.5% 1317713Q1038 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ベストロン点眼用0.5% 1317713Q1038 包装小
平成調剤薬局金町店 千寿製薬 ベストロン点眼用0.5% 1317713Q1038 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ベストロン点眼用0.5% 1317713Q1038 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ベストロン耳鼻科用1% 1325702Q1040 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ベストロン耳鼻科用1% 1325702Q1040 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 ベストロン耳鼻科用1% 1325702Q1040 包装小
平成調剤薬局八代店 持田製薬 ベセルナクリーム5% 6290701N1028 包装小
平成調剤薬局笠松店 持田製薬 ベセルナクリーム5% 6290701N1028 包装小
平成調剤薬局金町店 持田製薬 ベセルナクリーム5% 6290701N1028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 持田製薬 ベセルナクリーム5% 6290701N1028 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 2149031F1086 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ベタキソロール点眼液0.5%「SW」 1319733Q1099 包装小
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ベタセレミン配合錠 2459100F1197 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP

172



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 ベタニス錠25mg 2590014F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 ベタニス錠50mg 2590014F2028 PTP
平成調剤薬局金町店 セオリアファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」 1339005F2217 PTP
平成調剤薬局加納店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 1339005F2233 PTP
平成調剤薬局笠松店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 1339005F2233 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 1339005F2233 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⾠⺒化学 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TCK」 1339005F2160 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 1339005F2187 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 1339005F2250 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 1339005F2250 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 1339005F2250 PTP
平成調剤薬局本店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 1339005F2250 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 1339005F2250 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 セオリアファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 1339005F1431 PTP
平成調剤薬局八代店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 1339005F1466 PTP
平成調剤薬局本店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 1339005F1466 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ジェイドルフ製薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 1339005F1466 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ⾠⺒化学 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 1339005F1407 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 1339005F1490 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 1339005F1490 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 1339005F1490 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局本店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 1339005F1482 PTP
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 2646701Q1054 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 2646701M2202 包装小
平成調剤薬局八代店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 2646730N1062 包装小
平成調剤薬局加納店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 2646730N1062 包装小
平成調剤薬局笠松店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 2646730N1062 包装小
平成調剤薬局鏡島店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 2646730N1062 包装小
平成調剤薬局⻑良店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 2646730N1062 包装小
平成調剤薬局八代店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 2646730Q1050 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 2646730Q1050 包装小
平成調剤薬局本店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 2646730Q1050 包装小
平成調剤薬局福光店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 2646730Q1050 包装小
平成調剤薬局鏡島店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 2646730Q1050 包装小
平成調剤薬局八代店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局加納店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局日野店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局本店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局福光店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局鏡島店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 前田薬品工業 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 2646730M1075 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 2454004F2081 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 2454004F2081 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 2454004F2081 PTP
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートNクリーム 2647708N1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートNクリーム 2647708N1022 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートNクリーム 2647708N1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートNクリーム 2647708N1022 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートN軟膏 2647708M1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートN軟膏 2647708M1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートN軟膏 2647708M1027 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートN軟膏 2647708M1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートN軟膏 2647708M1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートクリーム0.12% 2646701N2160 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ベトネベートクリーム0.12% 2646701N2160 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン ベトネベート軟膏0.12% 2646701M2180 包装小
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ベトノバールGクリーム0.12% 2647709N1078 包装小
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局岐大前店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局本店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局福光店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局鏡島店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局⻑良店 佐藤製薬 ベトノバールG軟膏0.12% 2647709M1145 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 2144007F2066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 2144007F2066 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 ベナパスタ軟膏4% 2642703M1036 調剤用
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 ベナパスタ軟膏4% 2642703M1036 調剤用
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 ベナパスタ軟膏4% 2642703M1036 調剤用
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 ベナパスタ軟膏4% 2642703M1036 調剤用
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局日野店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 2171021F1105 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2171021F1113 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 2171021F1253 PTP
平成調剤薬局本店 日本薬品工業 ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」 2171021F2101 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 2171021F2284 PTP
平成調剤薬局本店 日新製薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 2171021F2284 PTP
平成調剤薬局笠松店 日新製薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 2171021F2284 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局金町店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 2171021F2144 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2171021F2152 PTP
平成調剤薬局茜部店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 2171021F2152 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 2171021F2179 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 2171021F3043 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 2171021F3043 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 2171021F3043 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 2171021F3043 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 2171021F3043 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ベニジピン塩酸塩錠8mg「テバ」 2171021F3256 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ベネット錠17.5mg 3999019F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ベネット錠17.5mg 3999019F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ベネット錠17.5mg 3999019F2030 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ベネット錠17.5mg 3999019F2030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ベネット錠17.5mg 3999019F2030 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ベネット錠2.5mg 3999019F1034 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ベネット錠75mg 3999019F3037 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン ベネトリン吸入液0.5% 2254700G2034 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局加納店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ベピオゲル2.5% 2699712Q1021 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ベプリコール錠100mg 2129011F2031 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ベプリコール錠50mg 2129011F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 4490022F4053 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局本店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 4490022F4037 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 4490022F4061 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 4490022F2042 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ギリアド・サイエンシズ ベムリディ錠25mg 6250045F1023 バラ
平成調剤薬局川部店 ギリアド・サイエンシズ ベムリディ錠25mg 6250045F1023 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ギリアド・サイエンシズ ベムリディ錠25mg 6250045F1023 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ギリアド・サイエンシズ ベムリディ錠25mg 6250045F1023 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ギリアド・サイエンシズ ベムリディ錠25mg 6250045F1023 バラ
平成調剤薬局川部店 科研製薬 ベラサスLA錠60μg 2190027G1030 PTP
平成調剤薬局川部店 大興製薬 ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 2171008F1118 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 2171008F1088 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 シオノケミカル ベラプロストNa錠20μg「AFP」 3399005F1250 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 ベラプロストNa錠20μg「YD」 3399005F1218 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ベラプロストNa錠20μg「YD」 3399005F1218 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 3399005F1200 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 3399005F1200 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 3399005F1200 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ベラプロストNa錠20μg「テバ」 3399005F1269 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 3399005F1234 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 3399005F1234 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 3399005F1234 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 3399005F1234 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キョーリンリメディオ ベラプロストNa錠20μg「杏林」 3399005F1307 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 バラ
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 バラ
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 SP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037 バラ
平成調剤薬局加納店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局日野店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ベルソムラ錠10mg 1190023F3027 PTP
平成調剤薬局八代店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局本店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ベルソムラ錠15mg 1190023F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局日野店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局本店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD ベルソムラ錠20mg 1190023F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ロートニッテン ベルベゾロンF点眼・点鼻液 1319813Q1057 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ベロテックエロゾル100 2252704G2020 包装小
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 ベンザリン細粒1% 1124003C1092 バラ
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 ベンザリン細粒1% 1124003C1092 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ベンザリン細粒1% 1124003C1092 バラ
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ベンザリン細粒1% 1124003C1092 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ベンザリン錠2 1124003F1021 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 ベンザリン錠5 1124003F2222 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 3949002F1126 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 3949002F1142 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 3949002F1142 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 3949002F1142 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ ベンズブロマロン錠50mg「NM」 3949002F2238 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 3949002F2203 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キョーリンリメディオ ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 3949002F2220 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 3999445G2023
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー ベージニオ錠100mg 4291054F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー ベージニオ錠150mg 4291054F3029 PTP
平成調剤薬局金町店 テイカ製薬 ペキロンクリーム0.5% 2659711N1033 包装小
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 1319735Q1080 包装小
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 1319735Q1080 包装小
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 1319735Q1080 包装小
平成調剤薬局⻑良店 キョーリンリメディオ ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 1319735Q1080 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ペリアクチンシロップ0.04% 4419005Q1072 調剤用
平成調剤薬局八代店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局本店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局茜部店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ペリアクチン散1% 4419005B1045 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工 ペリアクチン錠4mg 4419005F1047 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 2144012F1095 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 2144012F2091 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 2144012F2091 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ペルサンチン錠100mg 2171010F3053 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ペルサンチン錠25mg 2171010F2553 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ペルサンチン錠25mg 2171010F2553 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム ペルサンチン錠25mg 2171010F2553 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 LTLファーマ ペルジピンLAカプセル20mg 2149019N1160 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 LTLファーマ ペルジピンLAカプセル40mg 2149019N2175 PTP
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ペルジピンLAカプセル40mg 2149019N2175 PTP
平成調剤薬局川部店 LTLファーマ ペルジピンLAカプセル40mg 2149019N2175 PTP
平成調剤薬局本店 LTLファーマ ペルジピンLAカプセル40mg 2149019N2175 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ペルジピン錠10mg 2149019F1069 PTP
平成調剤薬局加納店 LTLファーマ ペルジピン錠20mg 2149019F2170 PTP
平成調剤薬局福光店 LTLファーマ ペルジピン錠20mg 2149019F2170 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」 1179043F3035 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 1179043F1040 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 1179043F1040 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 1179043F1040 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 1179043F2047 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 1179043F2047 PTP
平成調剤薬局八代店 杏林製薬 ペンタサ坐剤1g 2399715J1020 SP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ペンタサ坐剤1g 2399715J1020 SP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ペンタサ注腸1g 2399715X1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ペンタサ錠250mg 2399009F1149 PTP
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ペンタサ錠250mg 2399009F1149 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ペンタサ錠250mg 2399009F1149 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ペンタサ錠500mg 2399009F2030 PTP
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 ペンタサ錠500mg 2399009F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ペンタサ錠500mg 2399009F2030 PTP
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 ペンタサ錠500mg 2399009F2030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ペンタサ錠500mg 2399009F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ペンタサ顆粒94% 2399009D2020 分包
平成調剤薬局岐大前店 杏林製薬 ペンタサ顆粒94% 2399009D2020 分包
平成調剤薬局日野店 杏林製薬 ペンタサ顆粒94% 2399009D2020 分包
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平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ペンタサ顆粒94% 2399009D2020 分包
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ペンタサ顆粒94% 2399009D2020 分包
平成調剤薬局川部店 日東電工 ペンレステープ18mg 1214701S1051 包装小
平成調剤薬局金町店 中北薬品 ホウ酸 1314701X1178 調剤用
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン ホクナリンテープ0.5mg 2259707S1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アボットジャパン ホクナリンテープ0.5mg 2259707S1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン ホクナリンテープ0.5mg 2259707S1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン ホクナリンテープ0.5mg 2259707S1020 包装小
平成調剤薬局八代店 アボットジャパン ホクナリンテープ1mg 2259707S2027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 アボットジャパン ホクナリンテープ1mg 2259707S2027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン ホクナリンテープ1mg 2259707S2027 包装小
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン ホクナリンテープ1mg 2259707S2027 包装小
平成調剤薬局茜部店 アボットジャパン ホクナリンテープ1mg 2259707S2027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局岐大前店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局福光店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局茜部店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 アボットジャパン ホクナリンテープ2mg 2259707S3023 包装小
平成調剤薬局笠松店 アボットジャパン ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 2259002R1061 バラ
平成調剤薬局鏡島店 アボットジャパン ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 2259002R1061 バラ
平成調剤薬局市役所前店 アボットジャパン ホクナリン錠1mg 2259002F1065 PTP
平成調剤薬局本店 アボットジャパン ホクナリン錠1mg 2259002F1065 PTP
平成調剤薬局福光店 アボットジャパン ホクナリン錠1mg 2259002F1065 PTP
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 ホスコH-15 7190700X1031 調剤用
平成調剤薬局福光店 丸石製薬 ホスコS-55 7190700X1040 調剤用
平成調剤薬局茜部店 丸石製薬 ホスコS-55 7190700X1040 調剤用
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ ホスミシンドライシロップ400 6135001R2110 バラ
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ ホスミシンドライシロップ400 6135001R2110 分包
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ ホスミシンドライシロップ400 6135001R2110 バラ
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ ホスミシン錠500 6135001F2025 PTP
平成調剤薬局加納店 ゼリア新薬工業 ホスリボン配合顆粒 3229103D1020 分包
平成調剤薬局川部店 ゼリア新薬工業 ホスリボン配合顆粒 3229103D1020 分包
平成調剤薬局市役所前店 ゼリア新薬工業 ホスリボン配合顆粒 3229103D1020 分包
平成調剤薬局本店 ゼリア新薬工業 ホスリボン配合顆粒 3229103D1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 ホスレノールOD錠250mg 2190029F3029 PTP
平成調剤薬局川部店 バイエル薬品 ホスレノールOD錠500mg 2190029F4025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 バイエル薬品 ホスレノール顆粒分包500mg 2190029D2021 分包
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ボアラクリーム0.12% 2646724N1040 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ボアラクリーム0.12% 2646724N1040 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ボアラクリーム0.12% 2646724N1040 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ボアラクリーム0.12% 2646724N1040 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局岐大前店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局本店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局笠松店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ ボアラ軟膏0.12% 2646724M1045 包装小
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 3969004F3040 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 3969004F3082 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 3969004F3147 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 3969004F4046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 3969004F4089 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 3969004F4143 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 3969004F1152 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ボグリボース錠0.3mg「YD」 3969004F2299 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ボシュリフ錠100mg 4291036F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 ボスミン外用液0.1% 2451700Q1032 調剤用
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ボチシート20% 2649710S1036 包装小
平成調剤薬局八代店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局本店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー35mg 3999018Q1022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ ボナロン錠35mg 3999018F2036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ボナロン錠5mg 3999018F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ボノサップパック400 6199104X1023 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ボノサップパック800 6199104X2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田薬品工業 ボノサップパック800 6199104X2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ボノサップパック800 6199104X2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ボノサップパック800 6199104X2020 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 ボノテオ錠50mg 3999026F2022 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ボノピオンパック 6199105X1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ボノピオンパック 6199105X1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ボノピオンパック 6199105X1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ボノピオンパック 6199105X1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ボノピオンパック 6199105X1028 PTP
平成調剤薬局八代店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局岐大前店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局川部店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局市役所前店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局福光店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局茜部店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局金町店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局⻑良店 天藤製薬 ボラザG坐剤 2559813J1033 包装小
平成調剤薬局八代店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局加納店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
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平成調剤薬局太郎丸店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局川部店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局日野店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局本店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局福光店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 天藤製薬 ボラザG軟膏 2559813M1021 包装小
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 6179001F2038 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック ボリコナゾール錠200mg「JG」 6179001F2046 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 6179001F2062 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 6179001F2089 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 6179001F1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 同仁医薬化工 ボルタレンSRカプセル37.5mg 1147002N1174 PTP
平成調剤薬局市役所前店 同仁医薬化工 ボルタレンSRカプセル37.5mg 1147002N1174 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 同仁医薬化工 ボルタレンSRカプセル37.5mg 1147002N1174 PTP
平成調剤薬局⻑良店 同仁医薬化工 ボルタレンSRカプセル37.5mg 1147002N1174 PTP
平成調剤薬局八代店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局岐大前店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局川部店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局市役所前店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局本店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局福光店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局笠松店 同仁医薬化工 ボルタレンゲル1% 2649734Q1069 包装小
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ12.5mg 1147700J1057 包装小
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ12.5mg 1147700J1057 包装小
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ25mg 1147700J2061 包装小
平成調剤薬局八代店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局本店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局笠松店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ボルタレンサポ50mg 1147700J3084 包装小
平成調剤薬局加納店 同仁医薬化工 ボルタレンテープ30mg 2649734S2070 包装小
平成調剤薬局市役所前店 同仁医薬化工 ボルタレンテープ30mg 2649734S2070 包装小
平成調剤薬局金町店 同仁医薬化工 ボルタレンテープ30mg 2649734S2070 包装小
平成調剤薬局⻑良店 同仁医薬化工 ボルタレンテープ30mg 2649734S2070 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 同仁医薬化工 ボルタレンローション1% 2649734Q2022 包装小
平成調剤薬局川部店 同仁医薬化工 ボルタレンローション1% 2649734Q2022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 同仁医薬化工 ボルタレンローション1% 2649734Q2022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 同仁医薬化工 ボルタレンローション1% 2649734Q2022 包装小
平成調剤薬局加納店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局日野店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局福光店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局金町店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノバルティスファーマ ボルタレン錠25mg 1147002F1560 PTP
平成調剤薬局八代店 久光製薬 ボレークリーム1% 2659708N1066 包装小
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平成調剤薬局笠松店 久光製薬 ボレークリーム1% 2659708N1066 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 ボレー外用液1% 2659708Q1054 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ボンアルファクリーム2μg/g 2691700N1059 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ボンアルファクリーム2μg/g 2691700N1059 包装小
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ ボンアルファハイ軟膏20μg/g 2691700M2025 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 ボンゾール錠100mg 2499007F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局本店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局茜部店 中外製薬 ボンビバ錠100mg 3999040F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A6098
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A4109
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A4109
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A4109
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A4109
平成調剤薬局福光店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A6098
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 ポタコールR輸液 3319538A4109
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ポトレンド配合錠 3949101F1111 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ポトレンド配合錠 3949101F1111 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ポトレンド配合錠 3949101F1111 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ポトレンド配合錠 3949101F1111 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ポトレンド配合錠 3949101F1111 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 岩城製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 2260701F1425 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 2260701F1425 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 2260701F1425 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 2260701F1425 包装小
平成調剤薬局川部店 健栄製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 2260701F1417 包装小
平成調剤薬局笠松店 健栄製薬 ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 2260701F1417 包装小
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 2260701F1409 包装小
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 2260701F1409 包装小
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 2260701F1409 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 2612701Q3482 調剤用
平成調剤薬局福光店 岩城製薬 ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 2612701Q3482 調剤用
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ ポビドンヨード外用液10%「明治」 2612701Q3466 調剤用
平成調剤薬局八代店 クリニジェン ポラキス錠1 2590005F3025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 クリニジェン ポラキス錠1 2590005F3025 PTP
平成調剤薬局八代店 クリニジェン ポラキス錠2 2590005F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 クリニジェン ポラキス錠2 2590005F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 クリニジェン ポラキス錠2 2590005F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 クリニジェン ポラキス錠3 2590005F2029 PTP
平成調剤薬局福光店 クリニジェン ポラキス錠3 2590005F2029 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 2329027F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 日新製薬 ポラプレジンク顆粒15%「NS」 2329027D1052 バラ
平成調剤薬局金町店 高田製薬 ポララミンシロップ0.04% 4419002Q1095 調剤用
平成調剤薬局八代店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局本店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局金町店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 ポララミン錠2mg 4419002F1027 バラ
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平成調剤薬局日野店 日医工 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 2399011C1069 分包
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 2399011C1069 分包
平成調剤薬局福光店 日医工 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 2399011C1069 バラ
平成調剤薬局金町店 日医工 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 2399011C1069 分包
平成調剤薬局八代店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局加納店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局福光店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局茜部店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局金町店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 2190016Q2034 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 2190016D1036 分包
平成調剤薬局八代店 マイランEPD ポリフル細粒83.3% 2399011C1050 分包
平成調剤薬局川部店 マイランEPD ポリフル細粒83.3% 2399011C1050 分包
平成調剤薬局福光店 マイランEPD ポリフル細粒83.3% 2399011C1050 バラ
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD ポリフル細粒83.3% 2399011C1050 分包
平成調剤薬局川部店 マイランEPD ポリフル錠500mg 2399011F1030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD ポリフル錠500mg 2399011F1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD ポリフル錠500mg 2399011F1030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ポンタールカプセル250mg 1141005M2094 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ポンタールシロップ3.25% 1141005Q1081 調剤用
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ポンタール散50% 1141005B1062 バラ
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 マイコスポールクリーム1% 2655708N1261 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 バイエル薬品 マイコスポール外用液1% 2655708Q1179 包装小
平成調剤薬局岐大前店 バイエル薬品 マイコスポール外用液1% 2655708Q1179 包装小
平成調剤薬局金町店 バイエル薬品 マイコスポール外用液1% 2655708Q1179 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 マイザークリーム0.05% 2646725N1150 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 調剤用
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 調剤用
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 マイザー軟膏0.05% 2646725M1201 包装小

182



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局加納店 住友ファーマ マイスタン細粒1% 1139006C1030 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ マイスタン細粒1% 1139006C1030 バラ
平成調剤薬局本店 住友ファーマ マイスタン細粒1% 1139006C1030 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ マイスタン細粒1% 1139006C1030 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ マイスタン錠5mg 1139006F1028 PTP
平成調剤薬局本店 住友ファーマ マイスタン錠5mg 1139006F1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ マイスタン錠5mg 1139006F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 マイスリー錠10mg 1129009F2021 PTP
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 マイスリー錠5mg 1129009F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 2691702M1052 包装小
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 マクサルトRPD錠10mg 2160006F2022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 マクサルトRPD錠10mg 2160006F2022 包装小
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 マクサルトRPD錠10mg 2160006F2022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 マクロゴール軟膏 7123700M1059 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 マクロゴール軟膏 7123700M1059 調剤用
平成調剤薬局八代店 日医工 マグテクト配合内服液 2349100X1220 調剤用
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠200mg 2344009F3038 PTP
平成調剤薬局日野店 マグミット製薬 マグミット錠200mg 2344009F3038 PTP
平成調剤薬局八代店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 バラ
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 バラ
平成調剤薬局市役所前店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局福光店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局笠松店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠250mg 2344009F1035 PTP
平成調剤薬局八代店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局加納店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 バラ
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 バラ
平成調剤薬局市役所前店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局日野店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
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平成調剤薬局福光店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局笠松店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局笠松店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 バラ
平成調剤薬局金町店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠330mg 2344009F2031 PTP
平成調剤薬局八代店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局川部店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 バラ
平成調剤薬局市役所前店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局本店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局福光店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局笠松店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局金町店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マグミット製薬 マグミット錠500mg 2344009F4034 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 マックターゼ配合錠 2339265F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局日野店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局笠松店 太陽ファルマ マドパー配合錠 1169100F1079 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」 2149027F2183 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 2149027F3180 PTP
平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 マリキナ配合顆粒 1180107D1158 分包
平成調剤薬局岐大前店 鶴原製薬 マリキナ配合顆粒 1180107D1158 分包
平成調剤薬局日野店 鶴原製薬 マリキナ配合顆粒 1180107D1158 分包
平成調剤薬局笠松店 鶴原製薬 マリキナ配合顆粒 1180107D1158 分包
平成調剤薬局⻑良店 鶴原製薬 マリキナ配合顆粒 1180107D1158 分包
平成調剤薬局市役所前店 MSD マリゼブ錠12.5mg 3969025F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 MSD マリゼブ錠25mg 3969025F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 MSD マリゼブ錠25mg 3969025F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 MSD マリゼブ錠25mg 3969025F2029 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 マルツエキス分包 3272001X1062 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 マルツエキス分包 3272001X1062 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 マルツエキス分包 3272001X1062 包装小
平成調剤薬局本店 東洋製薬化成 マルファ懸濁用配合顆粒 2349101D1237 分包
平成調剤薬局笠松店 東洋製薬化成 マルファ配合内服液 2349100X1247 調剤用
平成調剤薬局八代店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局加納店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局岐大前店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局川部店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局市役所前店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局日野店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局本店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局福光店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局笠松店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局鏡島店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局⻑良店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 バラ
平成調剤薬局⻑良店 寿製薬 マーズレンS配合顆粒 2329122D1414 分包
平成調剤薬局東⻑良店 寿製薬 マーズレン配合錠0.375ES 2329122F3027 PTP
平成調剤薬局福光店 マルホ マーデュオックス軟膏 2699804M1023 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ マーデュオックス軟膏 2699804M1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ マーデュオックス軟膏 2699804M1023 包装小
平成調剤薬局川部店 サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253 分包
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253 分包
平成調剤薬局福光店 サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253 分包
平成調剤薬局笠松店 サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253 分包
平成調剤薬局茜部店 サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253 分包
平成調剤薬局本店 ユーシービージャパン ミオカーム内服液33.3% 1190013S1037 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
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平成調剤薬局福光店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー ミオコールスプレー0.3mg 2171701R4038 包装小
平成調剤薬局八代店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ミオナール錠50mg 1249009F1090 PTP
平成調剤薬局加納店 参天製薬 ミオピン点眼液 1319809X2043 包装小
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ミオピン点眼液 1319809X2043 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカトリオ配合錠 2149122F1026 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠AP 2149117F1025 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠BP 2149117F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠BP 2149117F2021 PTP
平成調剤薬局金町店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠BP 2149117F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカムロ配合錠BP 2149117F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局本店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠20mg 2149042F1025 PTP
平成調剤薬局加納店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠40mg 2149042F2021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミカルディス錠80mg 2149042F3028 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ミグシス錠5mg 2190023F1037 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 3969009F6033 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 3969009F4030 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 3969009F4030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 3969009F4030 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 3969009F4030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 3969009F4030 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 3969009F4049 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ミグリトール錠25mg「トーワ」 3969009F1031 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ミグリトール錠25mg「トーワ」 3969009F1031 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ミグリトール錠25mg「トーワ」 3969009F1031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ミグリトール錠25mg「トーワ」 3969009F1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ミグリトール錠50mg「トーワ」 3969009F2038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ミグリトール錠75mg「トーワ」 3969009F3034 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ミグリトール錠75mg「トーワ」 3969009F3034 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ミグリトール錠75mg「トーワ」 3969009F3034 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ミケランLAカプセル15mg 2149025N1034 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ミケランLA点眼液2% 1319701Q4020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 ミケランLA点眼液2% 1319701Q4020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 ミケランLA点眼液2% 1319701Q4020 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ミケランLA点眼液2% 1319701Q4020 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 ミケラン点眼液1% 1319701Q1021 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 ミケラン錠5mg 2123005F1141 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 1319823Q1026 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 1319823Q1026 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 1319823Q1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 1319823Q1026 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 1319823Q1026 包装小
平成調剤薬局八代店 陽進堂 ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」 2655702N1094 包装小
平成調剤薬局福光店 陽進堂 ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」 2655702N1094 包装小
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 3999017M1050 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 3999017M1050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイラン製薬 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 3999017M1042 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイラン製薬 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 3999017M1042 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム ミコンビ配合錠AP 2149113F1027 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ミゾリビン錠50mg「サワイ」 3999002F2035 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 3969008F4044 PTP
平成調剤薬局本店 日本ジェネリック ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 3969008F4044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 3969008F4079 PTP
平成調剤薬局川部店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 3969008F4079 PTP
平成調剤薬局笠松店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 3969008F4079 PTP
平成調剤薬局鏡島店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 3969008F4079 PTP
平成調剤薬局⻑良店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 3969008F4079 PTP
平成調剤薬局加納店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 3969008F3072 PTP
平成調剤薬局市役所前店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 3969008F3072 PTP
平成調剤薬局茜部店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 3969008F3072 PTP
平成調剤薬局⻑良店 リョートーファイン ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 3969008F3072 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 4490031F2025 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 4490031F2025 包装小
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 4490031F2025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 4490031F2025 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 4490031F1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 4490031F1029 包装小
平成調剤薬局本店 大原薬品工業 ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 2160002F1095 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2160002F1109 PTP
平成調剤薬局市役所前店 参天製薬 ミドリンM点眼液0.4% 1311705Q1048 包装小
平成調剤薬局日野店 参天製薬 ミドリンM点眼液0.4% 1311705Q1048 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ミドリンM点眼液0.4% 1311705Q1048 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ミドリンP点眼液 1319810Q1053 包装小
平成調剤薬局⻑良店 参天製薬 ミドリンP点眼液 1319810Q1053 包装小
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ ミニトロテープ27mg 2171701S7071 包装小
平成調剤薬局八代店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠120μg 2419001F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠120μg 2419001F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠120μg 2419001F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠120μg 2419001F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠240μg 2419001F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠240μg 2419001F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠60μg 2419001F3026 PTP
平成調剤薬局笠松店 フェリング・ファーマ ミニリンメルトOD錠60μg 2419001F3026 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 ミネブロ錠1.25mg 2149049F1027 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 ミネブロ錠1.25mg 2149049F1027 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 ミネブロ錠1.25mg 2149049F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 ミネブロ錠1.25mg 2149049F1027 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 ミネブロ錠2.5mg 2149049F2023 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 ミネブロ錠5mg 2149049F3020 PTP
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平成調剤薬局加納店 第一三共 ミネブロ錠5mg 2149049F3020 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 ミネブロ錠5mg 2149049F3020 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 ミネブロ錠5mg 2149049F3020 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 ミネブロ錠5mg 2149049F3020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工ファーマ ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 6152005M2090 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 6152005F2113 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 6152005F2113 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 6152005F2113 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 6152005F2113 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 6152005F1095 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 6152005F1095 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 6152005F1109 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 6152005F1109 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工ファーマ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 6152005F1117 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工ファーマ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 6152005F1117 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 3999026F2090 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局日野店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 3999026F2111 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 3999026F2103 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 3999026F2103 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 3999026F2103 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ミノマイシンカプセル100mg 6152005M2074 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ミノマイシンカプセル100mg 6152005M2074 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ミノマイシンカプセル100mg 6152005M2074 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ミノマイシン錠50mg 6152005F1052 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー ミノマイシン錠50mg 6152005F1052 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ミノマイシン錠50mg 6152005F1052 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ミノマイシン錠50mg 6152005F1052 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ミノマイシン錠50mg 6152005F1052 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ミノマイシン顆粒2% 6152005D1094 バラ
平成調剤薬局八代店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局加納店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局岐大前店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局岐大前店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局川部店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局市役所前店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局日野店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局本店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局本店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局福光店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局笠松店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局茜部店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局金町店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局⻑良店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 分包
平成調剤薬局⻑良店 ミヤリサン製薬 ミヤBM細粒 2316009C1026 バラ
平成調剤薬局八代店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 バラ
平成調剤薬局本店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 バラ
平成調剤薬局笠松店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 SP
平成調剤薬局茜部店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 SP
平成調剤薬局金町店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ミヤリサン製薬 ミヤBM錠 2316009F1022 PTP
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平成調剤薬局加納店 日本化薬 ミリステープ5mg 2171701S4048 包装小
平成調剤薬局川部店 日本化薬 ミリステープ5mg 2171701S4048 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本化薬 ミリステープ5mg 2171701S4048 包装小
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 1179051F3048 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ミルタザピンOD錠30mg「サワイ」 1179051F4044 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ミルタザピン錠15mg「サワイ」 1179051F1126 PTP
平成調剤薬局加納店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局川部店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局日野店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局本店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局笠松店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局茜部店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大蔵製薬 ミルタザピン錠15mg「明治」 1179051F1207 PTP
平成調剤薬局日野店 大蔵製薬 ミルタザピン錠30mg「明治」 1179051F2203 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロファーマ ミルタックスパップ30mg 2649729S1189 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロファーマ ミルタックスパップ30mg 2649729S1189 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ニプロファーマ ミルタックスパップ30mg 2649729S1189 包装小
平成調剤薬局金町店 ニプロファーマ ミルタックスパップ30mg 2649729S1189 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ニプロファーマ ミルタックスパップ30mg 2649729S1189 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーワ」 1179040F2116 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エムジーファーマ ミルマグ錠350mg 2344003F1038 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局川部店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局本店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局笠松店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ ムコサールドライシロップ1.5% 2239001R1110 バラ
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 ムコスタ点眼液UD2% 1319760Q1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 ムコスタ点眼液UD2% 1319760Q1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 ムコスタ点眼液UD2% 1319760Q1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ムコスタ点眼液UD2% 1319760Q1029 包装小
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ムコスタ錠100mg 2329021F1102 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 ムコスタ顆粒20% 2329021D1020 分包
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 ムコスタ顆粒20% 2329021D1020 分包
平成調剤薬局八代店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局本店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ムコソルバンL錠45mg 2239001G2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局日野店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ムコソルバン錠15mg 2239001F1696 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
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平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
平成調剤薬局本店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 分包
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 分包
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ムコダインDS50% 2233002R2029 バラ
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ムコダインシロップ5% 2233002Q1035 調剤用
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ムコダインシロップ5% 2233002Q1035 調剤用
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局金町店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ムコダイン錠250mg 2233002F1174 PTP
平成調剤薬局八代店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局本店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局福光店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 杏林製薬 ムコダイン錠500mg 2233002F2022 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ ムコフィリン吸入液20% 2233700G2034 包装小
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS小児用細粒10% 6132015C1103 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS小児用細粒10% 6132015C1103 バラ
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS小児用細粒10% 6132015C1103 分包
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS小児用細粒10% 6132015C1103 バラ
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS小児用細粒10% 6132015C1103 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 Meiji Seika ファルマ メイアクトMS錠100mg 6132015F1037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ メイスパン配合軟膏 2699801V1149 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイスパン配合軟膏 2699801V1149 調剤用
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局日野店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠1mg 1124029F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ メイラックス錠2mg 1124029F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 メインテート錠0.625mg 2123016F3037 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
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平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 メインテート錠2.5mg 2123016F1107 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 メインテート錠5mg 2123016F2189 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ メキシチールカプセル100mg 2129003M2028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 太陽ファルマ メキシチールカプセル100mg 2129003M2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ メキシチールカプセル100mg 2129003M2028 PTP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ メキシチールカプセル50mg 2129003M1021 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 2129003M2230 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 2129003M2230 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 陽進堂 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 2129003M2230 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 2129003M2230 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 2129003M2222 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 2129003M2222 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 2129003M2222 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 2129003M2206 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 2129003M2206 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 2129003M1200 PTP
平成調剤薬局茜部店 ネオクリティケア製薬 メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 2129003F1057 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キョーリンリメディオ メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 2129003F1049 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 メキタジン錠3mg「サワイ」 4413004F1308 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 メキタジン錠3mg「サワイ」 4413004F1308 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 メキタジン錠3mg「サワイ」 4413004F1308 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 メキタジン錠3mg「サワイ」 4413004F1308 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ メキタジン錠3mg「タイヨー」 4413004F1219 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ メキタジン錠3mg「タイヨー」 4413004F1219 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ メキタジン錠3mg「タイヨー」 4413004F1219 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ メキタジン錠3mg「タイヨー」 4413004F1219 PTP
平成調剤薬局金町店 鶴原製薬 メキタジン錠3mg「ツルハラ」 4413004F1235 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 メキタジン錠3mg「トーワ」 4413004F1316 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 メコバラミン錠500μg「SW」 3136004F2278 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 メコバラミン錠500μg「SW」 3136004F2278 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 メコバラミン錠500μg「SW」 3136004F2278 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 メコバラミン錠500μg「SW」 3136004F2278 PTP
平成調剤薬局八代店 ⾠⺒化学 メコバラミン錠500μg「TCK」 3136004F2260 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 バラ
平成調剤薬局福光店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 バラ
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 メコバラミン錠500「トーワ」 3136004F2081 PTP
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局川部店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局日野店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局福光店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局笠松店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局金町店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 メサデルムクリーム0.1% 2646726N1090 包装小
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 メサデルムローション0.1% 2646726Q1046 包装小
平成調剤薬局金町店 岡山大鵬薬品 メサデルムローション0.1% 2646726Q1046 包装小
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局川部店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局日野店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
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平成調剤薬局本店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局福光店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局笠松店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 調剤用
平成調剤薬局茜部店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局金町店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 メサデルム軟膏0.1% 2646726M1095 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 2399009F3087 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 2399009F3044 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイラン製薬 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 2399009F3036 PTP
平成調剤薬局日野店 日本薬品工業 メサラジン錠250mg「サワイ」 2399009F1106 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本薬品工業 メサラジン錠500mg「サワイ」 2399009F2072 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ メジコン配合シロップ 2249106Q1066 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ メジコン配合シロップ 2249106Q1066 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ メジコン配合シロップ 2249106Q1066 調剤用
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ メジコン配合シロップ 2249106Q1066 調剤用
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ メジコン錠15mg 2223001F2099 PTP
平成調剤薬局鏡島店 共和薬品工業 メスチノン錠60mg 1239003F1046 SP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 メタクト配合錠HD 3969100F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバ薬品 メタクト配合錠LD 3969100F1020 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ メチコバール細粒0.1% 3136004C1038 分包
平成調剤薬局福光店 エーザイ メチコバール細粒0.1% 3136004C1038 分包
平成調剤薬局茜部店 エーザイ メチコバール細粒0.1% 3136004C1038 分包
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ メチコバール錠250μg 3136004F1050 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ メチコバール錠250μg 3136004F1050 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ メチコバール錠250μg 3136004F1050 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ メチコバール錠250μg 3136004F1050 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ メチコバール錠250μg 3136004F1050 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 バラ
平成調剤薬局福光店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ メチコバール錠500μg 3136004F2138 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」 2113005F2044 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」 2113005F2044 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」 2113005F2044 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」 2113005F2044 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」 2113005F2036 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」 2113005F2036 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」 2113005F2036 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 2113005F1056 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 2113005F1056 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 2113005F1056 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工岐阜工場 メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 2113005F1056 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 2113005F1048 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 2113005F1048 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 2113005F1048 PTP
平成調剤薬局川部店 鶴原製薬 メチルドパ錠(ツルハラ)250 2145001F2210 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 メトアナ配合錠HD 3969109F2028 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 メトアナ配合錠HD 3969109F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 メトアナ配合錠HD 3969109F2028 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 メトアナ配合錠LD 3969109F1021 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 メトアナ配合錠LD 3969109F1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 メトアナ配合錠LD 3969109F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 メトアナ配合錠LD 3969109F1021 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工岐阜工場 メトクロプラミド錠5mg「NIG」 2399004F1286 PTP
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 メトクロプラミド錠5mg「NIG」 2399004F1286 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 メトクロプラミド錠5mg「あすか」 2399004F1278 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 2399004F1260 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 2399004F1260 PTP
平成調剤薬局日野店 高田製薬 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 2399004F1260 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 2399004F1260 PTP
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 2399004F1260 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 鶴原製薬 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 2399004F1235 PTP
平成調剤薬局茜部店 鶴原製薬 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 2399004F1235 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバファーマ メトクロプラミド錠5mg「テバ」 2399004F1243 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 バラ
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ メトグルコ錠250mg 3962002F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ メトグルコ錠500mg 3962002F3023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 3999016M1056 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 3999016F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 バラ
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 3962002F2035 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 3962002F2124 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 3962002F2124 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 3962002F2124 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 3962002F2124 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 3962002F2124 PTP
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 3962002F2060 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 3962002F2108 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 3962002F2108 バラ
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 3962002F2078 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 3962002F3031 PTP
平成調剤薬局加納店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 3962002F3120 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 3962002F3120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマプロモ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 3962002F3120 PTP
平成調剤薬局市役所前店 トーアエイヨー メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 3962002F3066 PTP
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平成調剤薬局福光店 ニプロ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 3962002F3082 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 3962002F3082 バラ
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 3962002F3074 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 メトリジンD錠2mg 2160002F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 大正製薬 メトリジンD錠2mg 2160002F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 メトリジンD錠2mg 2160002F2024 PTP
平成調剤薬局笠松店 大正製薬 メトリジンD錠2mg 2160002F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 メトリジンD錠2mg 2160002F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 大正製薬 メトリジン錠2mg 2160002F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 大正製薬 メトリジン錠2mg 2160002F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 メトリジン錠2mg 2160002F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 大正製薬 メトリジン錠2mg 2160002F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 大正製薬 メトリジン錠2mg 2160002F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 富士製薬工業 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 2478002F3064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 富士製薬工業 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」 2478002F2068 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー メドロール錠2mg 2456003F1034 SP
平成調剤薬局八代店 ファイザー メドロール錠4mg 2456003F2030 SP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー メドロール錠4mg 2456003F2030 SP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 メナテトレノンカプセル15mg「YD」 3160002M2095 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 3160002M2125 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 3160002M2125 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 3160002M2125 PTP
平成調剤薬局加納店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局金町店 オルガノン メネシット配合錠100 1169101F1146 PTP
平成調剤薬局八代店 久光製薬 メノエイドコンビパッチ 2482800S1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 メノエイドコンビパッチ 2482800S1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 メノエイドコンビパッチ 2482800S1026 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 東菱薬品工業 メバレクト錠10mg 2189010F2167 バラ
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 メバロチン細粒0.5% 2189010C1032 バラ
平成調剤薬局八代店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 メバロチン錠10 2189010F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 メバロチン錠5 2189010F1039 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 メプチンエアー10μg吸入100回 2259704G9033 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 メプチンキッドエアー5μg吸入100回 2259704G8037 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 メプチンキッドエアー5μg吸入100回 2259704G8037 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局本店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 メプチンドライシロップ0.005% 2259004R2024 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 メプチンミニ錠25μg 2259004F1110 PTP
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平成調剤薬局川部店 大塚製薬 メプチンミニ錠25μg 2259004F1110 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局本店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 2259704G5020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 メプチン錠50μg 2259004F2168 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 鶴原製薬 メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 1231009F1100 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 メマリーOD錠20mg 1190018F6025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 メマリーOD錠20mg 1190018F6025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 メマリーOD錠5mg 1190018F4022 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 メマリー錠5mg 1190018F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 1190018R1038 分包
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 1190018R1038 バラ
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 1190018R1038 分包
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 1190018F5037 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 1190018F5223 PTP
平成調剤薬局本店 ダイト メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」 1190018F5231 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 バラ
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 1190018F6033 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 バラ
平成調剤薬局福光店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 1190018F6220 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 1190018F4030 PTP
平成調剤薬局加納店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 バラ
平成調剤薬局笠松店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 PTP
平成調剤薬局茜部店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 PTP
平成調剤薬局金町店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 1190018F4227 PTP
平成調剤薬局本店 ダイト メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 1190018F4235 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 1190018R1046 分包
平成調剤薬局太郎丸店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局日野店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局本店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局笠松店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
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平成調剤薬局茜部店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局鏡島店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局⻑良店 ノーベルファーマ メラトベル顆粒小児用0.2% 1190028D1026 バラ
平成調剤薬局加納店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ メリスロン錠12mg 1339005F2128 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ メリスロン錠6mg 1339005F1296 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 メルカゾール錠2.5mg 2432001F2021 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 メルカゾール錠2.5mg 2432001F2021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 メルカゾール錠2.5mg 2432001F2021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 メルカゾール錠2.5mg 2432001F2021 PTP
平成調剤薬局加納店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局川部店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局金町店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局鏡島店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 メルカゾール錠5mg 2432001F1033 PTP
平成調剤薬局八代店 アルフレッサファーマ メレックス錠0.5mg 1124025F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 アルフレッサファーマ メレックス錠0.5mg 1124025F1028 PTP
平成調剤薬局福光店 アルフレッサファーマ メレックス錠0.5mg 1124025F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 メロキシカム錠10mg「YD」 1149035F2108 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 メロキシカム錠10mg「YD」 1149035F2108 PTP
平成調剤薬局岐大前店 陽進堂 メロキシカム錠10mg「YD」 1149035F2108 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 メロキシカム錠10mg「YD」 1149035F2108 PTP
平成調剤薬局日野店 陽進堂 メロキシカム錠5mg「YD」 1149035F1101 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 メロキシカム錠5mg「YD」 1149035F1101 PTP
平成調剤薬局市役所前店 科研製薬 メンタックスクリーム1% 2659708N1082 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 科研製薬 メンタックスクリーム1% 2659708N1082 包装小
平成調剤薬局金町店 科研製薬 メンタックスクリーム1% 2659708N1082 包装小
平成調剤薬局⻑良店 科研製薬 メンタックスクリーム1% 2659708N1082 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬 モイゼルト軟膏1% 2699715M2020 包装小
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 モイゼルト軟膏1% 2699715M2020 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 1319753Q1045 包装小
平成調剤薬局川部店 ロートニッテン モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 1319753Q1037 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 バラ
平成調剤薬局川部店 日医工 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 バラ
平成調剤薬局本店 日医工 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 バラ
平成調剤薬局笠松店 日医工 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 バラ
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 バラ
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 バラ
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
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平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 2399010F2059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ケミファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 2399010F2199 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ケミファ モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 2399010F2199 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンド モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 2399010F2210 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 2399010F2237 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2245 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2245 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 2399010F2270 PTP
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 2399010F2180 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 モニラック・シロップ65% 3999001Q2058 包装小
平成調剤薬局川部店 中外製薬 モニラック・シロップ65% 3999001Q2058 包装小
平成調剤薬局日野店 EAファーマ モビコール配合内用剤HD 2359110B2025 分包
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ モビコール配合内用剤HD 2359110B2025 分包
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ モビコール配合内用剤HD 2359110B2025 分包
平成調剤薬局八代店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局加納店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局岐大前店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局川部店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局市役所前店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局日野店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局本店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局福光店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局笠松店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局茜部店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局鏡島店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ モビコール配合内用剤LD 2359110B1037 分包
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 2646731N1067 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 2646731N1067 包装小
平成調剤薬局八代店 前田薬品工業 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 2646731Q1055 包装小
平成調剤薬局加納店 前田薬品工業 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 2646731Q1055 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 前田薬品工業 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 2646731Q1055 包装小
平成調剤薬局鏡島店 前田薬品工業 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 2646731Q1055 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 2646731M1061 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岩城製薬 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 2646731M1061 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用 1329710Q1060 包装小
平成調剤薬局八代店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 1329710Q2031 包装小
平成調剤薬局市役所前店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 1329710Q2031 包装小
平成調剤薬局八代店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局加納店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局金町店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局⻑良店 キョーリンリメディオ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 1329710Q1035 包装小
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 4490026F4094 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 4490026F4094 PTP
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 4490026F4060 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ モンテルカストOD錠10mg「明治」 4490026F4086 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ モンテルカストOD錠10mg「明治」 4490026F4086 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 4490026F4078 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 4490026F1079 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ケミファ モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 4490026F1176 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」 4490026F1184 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 4490026F1222 PTP
平成調剤薬局本店 高田製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 4490026F1222 PTP
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 4490026F1222 PTP
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 4490026F1222 PTP
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 4490026F1222 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 4490026C1048 分包
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 4490026C1099 分包
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 4490026C1099 分包
平成調剤薬局加納店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
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平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局本店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局福光店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局金町店 高田製薬 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 4490026C1129 分包
平成調剤薬局太郎丸店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局笠松店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局茜部店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局金町店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠10mg「KM」 4490026F2067 PTP
平成調剤薬局福光店 ⾠⺒化学 モンテルカスト錠10mg「TCK」 4490026F2156 PTP
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 4490026F2180 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 モンテルカスト錠10mg「サワイ」 4490026F2369 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 モンテルカスト錠10mg「サワイ」 4490026F2369 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2288 PTP
平成調剤薬局福光店 ダイト モンテルカスト錠10mg「科研」 4490026F2199 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠5mg「KM」 4490026F3047 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠5mg「KM」 4490026F3047 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ モンテルカスト錠5mg「KM」 4490026F3047 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム モービック錠10mg 1149035F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム モービック錠10mg 1149035F2027 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム モービック錠10mg 1149035F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム モービック錠10mg 1149035F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム モービック錠10mg 1149035F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 モーラステープ20mg 2649729S2169 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局金町店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 モーラステープL40mg 2649729S3084 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 モーラスパップ30mg 2649729S1154 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
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平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局茜部店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 モーラスパップ60mg 2649729S4030 包装小
平成調剤薬局八代店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局加納店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局岐大前店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局川部店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局本店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 久光製薬 モーラスパップXR120mg 2649729S5028 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 久光製薬 モーラスパップXR240mg 2649729S6024 包装小
平成調剤薬局市役所前店 久光製薬 モーラスパップXR240mg 2649729S6024 包装小
平成調剤薬局福光店 久光製薬 モーラスパップXR240mg 2649729S6024 包装小
平成調剤薬局笠松店 久光製薬 モーラスパップXR240mg 2649729S6024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局川部店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局笠松店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局金町店 トクホン ヤクバンテープ20mg 2649732S3051 包装小
平成調剤薬局八代店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局加納店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局岐大前店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局川部店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局福光店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局⻑良店 トクホン ヤクバンテープ40mg 2649732S2055 包装小
平成調剤薬局市役所前店 トクホン ヤクバンテープ60mg 2649732S6026 包装小
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 ヤーズフレックス配合錠 2482011F2027 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 ヤーズフレックス配合錠 2482011F2027 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 ヤーズフレックス配合錠 2482011F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 ヤーズフレックス配合錠 2482011F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 バイエル薬品 ヤーズフレックス配合錠 2482011F2027 PTP
平成調剤薬局八代店 バイエル薬品 ヤーズ配合錠 2482011F1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 バイエル薬品 ヤーズ配合錠 2482011F1020 PTP
平成調剤薬局本店 バイエル薬品 ヤーズ配合錠 2482011F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 バイエル薬品 ヤーズ配合錠 2482011F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 バイエル薬品 ヤーズ配合錠 2482011F1020 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局福光店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ユナシン錠375mg 6131008F1030 PTP
平成調剤薬局八代店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠HD 2149116F2027 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠LD 2149116F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠LD 2149116F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠LD 2149116F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ユニシア配合錠LD 2149116F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 ユニフィルLA錠200mg 2251001G1076 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 ユニフィルLA錠200mg 2251001G1076 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 2119003F2650 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 2119003F2650 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ユベラNカプセル100mg 2190006M1156 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 バラ
平成調剤薬局笠松店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ユベラNソフトカプセル200mg 2190006M2179 PTP
平成調剤薬局八代店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局川部店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局日野店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局福光店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局金町店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ ユベラ軟膏 2649805M1026 包装小
平成調剤薬局八代店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局川部店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局福光店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局茜部店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンノーバ ユベラ錠50mg 3150002F1239 PTP
平成調剤薬局八代店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局本店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 富士薬品 ユリス錠0.5mg 3949005F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局福光店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局笠松店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局金町店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 富士薬品 ユリス錠1mg 3949005F2029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 富士薬品 ユリス錠2mg 3949005F3025 PTP
平成調剤薬局福光店 富士薬品 ユリス錠2mg 3949005F3025 PTP
平成調剤薬局日野店 トーアエイヨー ユリノーム錠25mg 3949002F1053 PTP
平成調剤薬局笠松店 トーアエイヨー ユリノーム錠25mg 3949002F1053 PTP
平成調剤薬局⻑良店 トーアエイヨー ユリノーム錠25mg 3949002F1053 PTP
平成調剤薬局八代店 トーアエイヨー ユリノーム錠50mg 3949002F2114 PTP
平成調剤薬局川部店 トーアエイヨー ユリノーム錠50mg 3949002F2114 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 トーアエイヨー ユリノーム錠50mg 3949002F2114 PTP
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 ユリーフOD錠2mg 2590010F3026 PTP
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 ユリーフOD錠4mg 2590010F4022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ユリーフOD錠4mg 2590010F4022 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 ユリーフOD錠4mg 2590010F4022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 キッセイ薬品工業 ユリーフ錠4mg 2590010F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 ユリーフ錠4mg 2590010F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 キッセイ薬品工業 ユリーフ錠4mg 2590010F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 キッセイ薬品工業 ユリーフ錠4mg 2590010F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 ユリーフ錠4mg 2590010F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 大鵬薬品工業 ユーエフティ配合カプセルT100 4229100M2035 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局川部店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 包装小
平成調剤薬局日野店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局福光店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局笠松店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局金町店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 興和 ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ユーロジン1mg錠 1124001F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 ユーロジン1mg錠 1124001F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 武田テバ薬品 ユーロジン1mg錠 1124001F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 ユーロジン1mg錠 1124001F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバ薬品 ユーロジン2mg錠 1124001F2029 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバ薬品 ユーロジン2mg錠 1124001F2029 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバ薬品 ユーロジン2mg錠 1124001F2029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 ユーロジン2mg錠 1124001F2029 PTP
平成調剤薬局金町店 日医工 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 3221002L1074 SP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 3221002L1074 SP
平成調剤薬局太郎丸店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 5900003B1020 分包
平成調剤薬局本店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 5900003B1020 分包
平成調剤薬局福光店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 5900003B1020 分包
平成調剤薬局金町店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 5900003B1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 5900003B1020 分包
平成調剤薬局八代店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局市役所前店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局金町店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局⻑良店 小太郎漢方製薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021 バラ
平成調剤薬局加納店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 藤本製薬 ヨーデルS糖衣錠-80 2354002F2028 PTP
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ヨードコート軟膏0.9% 2699704M1033 包装小
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局加納店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局本店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局金町店 ノボノルディスクファーマ ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 2492500G1025
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ラキソベロン内用液0.75% 2359005S1240 包装小
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ラキソベロン錠2.5mg 2359005F1218 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ラキソベロン錠2.5mg 2359005F1218 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ラキソベロン錠2.5mg 2359005F1218 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工岐阜工場 ラクツロースシロップ65%「NIG」 3999001Q2104 調剤用
平成調剤薬局八代店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
平成調剤薬局日野店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
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平成調剤薬局本店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 3999001Q2090 調剤用
平成調剤薬局川部店 武田テバ薬品 ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 3999001Q2082 調剤用
平成調剤薬局八代店 興和 ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 3999001Q1051 分包
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 3999001Q1051 調剤用
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬工場 ラクテック注 3319534A4046
平成調剤薬局鏡島店 参天製薬 ラクリミン点眼液0.05% 1313700Q3034 包装小
平成調剤薬局加納店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局福光店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局笠松店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 3999001Q6029 包装小
平成調剤薬局加納店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局岐大前店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局川部店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局本店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局福光店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局笠松店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局⻑良店 MSD ラゲブリオカプセル200mg 6250051M1028 バラ
平成調剤薬局八代店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局加納店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局川部店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局笠松店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118T1020 調剤用
平成調剤薬局八代店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局川部店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局川部店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局日野店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局本店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局福光店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局福光店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局笠松店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局金町店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 イーエヌ大塚製薬 ラコールNF配合経腸用液 3259118S1024 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ ラシックス錠10mg 2139005F3039 PTP
平成調剤薬局加納店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局日野店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ ラシックス錠20mg 2139005F1052 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局川部店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局笠松店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ ラシックス錠40mg 2139005F2342 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オーファンパシフィック ラジレス錠150mg 2149047F1028 PTP
平成調剤薬局加納店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局本店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局金町店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 杏林製薬 ラスビック錠75mg 6241019F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 ラタチモ配合点眼液「センジュ」 1319817Q1039 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 ラタチモ配合点眼液「センジュ」 1319817Q1039 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ラタチモ配合点眼液「センジュ」 1319817Q1039 包装小
平成調剤薬局岐大前店 東亜薬品 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 1319817Q1055 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 1319817Q1055 包装小
平成調剤薬局本店 東亜薬品 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 1319817Q1055 包装小
平成調剤薬局福光店 東亜薬品 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 1319817Q1055 包装小
平成調剤薬局⻑良店 東亜薬品 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 1319817Q1055 包装小
平成調剤薬局加納店 ロートニッテン ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 1319739Q1258 包装小
平成調剤薬局鏡島店 参天アイケア ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 1319739Q1312 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東亜薬品 ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 1319739Q1070 包装小
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 1319739Q1177 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 1319739Q1177 包装小
平成調剤薬局日野店 千寿製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 1319739Q1177 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 1319739Q1177 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 1319739Q1177 包装小
平成調剤薬局川部店 日東メディック ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 1319739Q1223 包装小
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 1319739Q1169 包装小
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 1319739Q1169 包装小
平成調剤薬局福光店 三和化学研究所 ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 1319739Q1169 包装小
平成調剤薬局金町店 科研製薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」 1319739Q1118 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局太郎丸店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 バラ
平成調剤薬局岐大前店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局川部店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局市役所前店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局本店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 バラ
平成調剤薬局笠松店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局茜部店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局鏡島店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 分包
平成調剤薬局⻑良店 興和 ラックビー微粒N 2316014B1030 バラ
平成調剤薬局八代店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局金町店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 ラックビー錠 2316014F1023 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ ラツーダ錠20mg 1179061F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ ラツーダ錠40mg 1179061F2029 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ラツーダ錠40mg 1179061F2029 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ラツーダ錠80mg 1179061F4021 PTP
平成調剤薬局八代店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局日野店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 中外製薬 ラニラピッド錠0.05mg 2113005F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 2655710N1048 包装小
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平成調剤薬局鏡島店 岩城製薬 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 2655710N1048 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 2655710Q1044 包装小
平成調剤薬局本店 岩城製薬 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 2655710Q1044 包装小
平成調剤薬局加納店 岩城製薬 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 2655710M1042 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岩城製薬 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 2655710M1042 包装小
平成調剤薬局茜部店 岩城製薬 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 2655710M1042 包装小
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 2655710M1042 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ ラピフォートワイプ2.5% 1259701X1026 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ラピフォートワイプ2.5% 1259701X1026 包装小
平成調剤薬局本店 マイランEPD ラフチジン錠10mg「VTRS」 2325006F2130 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ラフチジン錠10mg「サワイ」 2325006F2083 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ラフチジン錠10mg「トーワ」 2325006F2105 PTP
平成調剤薬局八代店 ファイザー ラフチジン錠10mg「ファイザー」 2325006F2121 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ラフチジン錠10mg「日医工」 2325006F2113 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ラフチジン錠5mg「サワイ」 2325006F1087 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ラフチジン錠5mg「日医工」 2325006F1117 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ラフチジン錠5mg「日医工」 2325006F1117 PTP
平成調剤薬局加納店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局日野店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局金町店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大原薬品工業 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2329028F1147 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 2329028F1155 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 2329028F1155 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 2329028F1155 PTP
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 2329028F2151 PTP
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 2329028F2151 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 2329028F1104 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 2329028F1104 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 2329028F1104 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 2329028F1112 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 2329028F1112 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 2329028F1112 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」 2329028F1309 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 2329028F1252 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局川部店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局本店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サンド ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 2329028F1228 PTP
平成調剤薬局川部店 ダイト ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 2329028F1201 PTP
平成調剤薬局八代店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局福光店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局笠松店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局金町店 寿製薬 ラマトロバン錠75mg「KO」 4490021F2030 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠100mg 1139009F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠100mg 1139009F4020 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠100mg 1139009F4020 PTP
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠25mg 1139009F3024 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠25mg 1139009F3024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠25mg 1139009F3024 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠25mg 1139009F3024 PTP
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平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠25mg 1139009F3024 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠小児用2mg 1139009F1021 PTP
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠小児用5mg 1139009F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠小児用5mg 1139009F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン ラミクタール錠小児用5mg 1139009F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局日野店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ラミシールクリーム1% 2659710N1152 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ラミシール外用液1% 2659710Q1078 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ラミシール外用液1% 2659710Q1078 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ラミシール外用液1% 2659710Q1078 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ラミシール錠125mg 6290005F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ ラミシール錠125mg 6290005F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ラミシール錠125mg 6290005F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ ラミシール錠125mg 6290005F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 1190016F1032 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 ラモトリギン錠100mg「アメル」 1139009F4047 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ラモトリギン錠100mg「アメル」 1139009F4047 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ラモトリギン錠100mg「トーワ」 1139009F4063 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ラモトリギン錠100mg「日医工」 1139009F4071 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工 ラモトリギン錠100mg「日医工」 1139009F4071 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ラモトリギン錠100mg「日医工」 1139009F4071 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ラモトリギン錠25mg「アメル」 1139009F3040 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 ラモトリギン錠25mg「アメル」 1139009F3040 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 ラモトリギン錠25mg「アメル」 1139009F3040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ラモトリギン錠25mg「アメル」 1139009F3040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ラモトリギン錠25mg「サワイ」 1139009F3059 PTP
平成調剤薬局加納店 富士フイルム富山化学 ラリキシンドライシロップ小児用10% 6132002R1168 バラ
平成調剤薬局加納店 富士フイルム富山化学 ラリキシンドライシロップ小児用20% 6132002R2130 バラ
平成調剤薬局本店 富士フイルム富山化学 ラリキシンドライシロップ小児用20% 6132002R2130 分包
平成調剤薬局鏡島店 富士フイルム富山化学 ラリキシンドライシロップ小児用20% 6132002R2130 バラ
平成調剤薬局⻑良店 富士フイルム富山化学 ラリキシンドライシロップ小児用20% 6132002R2130 分包
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 3999021F1031 PTP
平成調剤薬局八代店 シオノケミカル ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 2329023F1110 PTP
平成調剤薬局福光店 シオノケミカル ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 2329023F1110 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 2329023F1101 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 2329023F1101 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
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平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 バラ
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 バラ
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 バラ
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2329023F1071 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 2329023F1144 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 2329023F1144 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 2329023F1144 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 2329023F1144 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 2329023F1144 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 2329023F2078 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 2329023F2140 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 2329023F2140 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大興製薬 ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 2329023M1135 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 2329023M1143 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 2329023M1127 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 2329023M1178 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 2329023M2140 PTP
平成調剤薬局八代店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局川部店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局福光店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局茜部店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局金町店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ ランタスXR注ソロスター 2492416G3020
平成調剤薬局加納店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局太郎丸店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局笠松店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局茜部店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局鏡島店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ ランタス注ソロスター 2492416G2024
平成調剤薬局太郎丸店 ゼリア新薬工業 ランデル錠20 2149034F2027 PTP
平成調剤薬局日野店 ゼリア新薬工業 ランデル錠20 2149034F2027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ゼリア新薬工業 ランデル錠20 2149034F2027 PTP
平成調剤薬局茜部店 ゼリア新薬工業 ランデル錠40 2149034F3023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ランドセン細粒0.5% 1139003C2059 バラ
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ランドセン細粒0.5% 1139003C2059 バラ
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ランドセン細粒0.5% 1139003C2059 バラ
平成調剤薬局八代店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局市役所前店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ランドセン錠1mg 1139003F2055 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ランドセン錠1mg 1139003F2055 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ ランドセン錠1mg 1139003F2055 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ランドセン錠2mg 1139003F3051 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 リアルダ錠1200mg 2399009F4024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 リアルダ錠1200mg 2399009F4024 PTP
平成調剤薬局加納店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局川部店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局本店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ワイス リウマトレックスカプセル2mg 3999016M1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本たばこ産業 リオナ錠250mg 2190033F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 日本たばこ産業 リオナ錠250mg 2190033F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 日本たばこ産業 リオナ錠250mg 2190033F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本たばこ産業 リオナ錠250mg 2190033F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 リオベル配合錠HD 3969103F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 リオベル配合錠HD 3969103F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 リオベル配合錠HD 3969103F2020 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 リオベル配合錠LD 3969103F1024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ リオレサール錠5mg 1249006F1054 PTP
平成調剤薬局本店 サンファーマ リオレサール錠5mg 1249006F1054 PTP
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ リオレサール錠5mg 1249006F1054 PTP
平成調剤薬局八代店 小野薬品工業 リカルボン錠50mg 3999026F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 小野薬品工業 リカルボン錠50mg 3999026F2030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 リカルボン錠50mg 3999026F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 小野薬品工業 リカルボン錠50mg 3999026F2030 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 リクシアナOD錠15mg 3339002F4029 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 リクシアナOD錠30mg 3339002F5025 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 リクシアナOD錠60mg 3339002F6021 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リクシアナ錠15mg 3339002F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 リクシアナ錠15mg 3339002F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP

206



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 リクシアナ錠30mg 3339002F2026 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 リクシアナ錠60mg 3339002F3022 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 2160006F2073 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 2160006F2065 PTP
平成調剤薬局八代店 キッセイ薬品工業 リザベンカプセル100mg 4490002M1315 PTP
平成調剤薬局市役所前店 キッセイ薬品工業 リザベンカプセル100mg 4490002M1315 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 リザベンカプセル100mg 4490002M1315 PTP
平成調剤薬局金町店 キッセイ薬品工業 リザベンドライシロップ5% 4490002R1142 バラ
平成調剤薬局市役所前店 キッセイ薬品工業 リザベン点眼液0.5% 1319736Q1076 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 キッセイ薬品工業 リザベン点眼液0.5% 1319736Q1076 包装小
平成調剤薬局⻑良店 キッセイ薬品工業 リザベン点眼液0.5% 1319736Q1076 包装小
平成調剤薬局本店 キッセイ薬品工業 リザベン細粒10% 4490002C1123 分包
平成調剤薬局福光店 キッセイ薬品工業 リザベン細粒10% 4490002C1123 バラ
平成調剤薬局福光店 大原薬品工業 リシノプリル錠10mg「オーハラ」 2144006F2142 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 リシノプリル錠10mg「サワイ」 2144006F2169 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工岐阜工場 リシノプリル錠5mg「NIG」 2144006F1146 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大原薬品工業 リシノプリル錠5mg「オーハラ」 2144006F1103 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 リシノプリル錠5mg「サワイ」 2144006F1120 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠0.5mg 1179038F7021 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠0.5mg 1179038F7021 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠0.5mg 1179038F7021 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠1mg 1179038F5029 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠1mg 1179038F5029 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダールOD錠2mg 1179038F6025 PTP
平成調剤薬局川部店 ヤンセンファーマ リスパダール内用液1mg/mL 1179038S1021 包装小
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダール内用液1mg/mL 1179038S1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 ヤンセンファーマ リスパダール内用液1mg/mL 1179038S1021 包装小
平成調剤薬局金町店 ヤンセンファーマ リスパダール内用液1mg/mL 1179038S1021 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ リスパダール内用液1mg/mL 1179038S1021 包装小
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダール細粒1% 1179038C1027 バラ
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ リスパダール細粒1% 1179038C1027 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ リスパダール細粒1% 1179038C1027 バラ
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダール錠1mg 1179038F1023 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ リスパダール錠1mg 1179038F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ リスパダール錠1mg 1179038F1023 PTP
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ リスパダール錠1mg 1179038F1023 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ リスパダール錠2mg 1179038F2020 PTP
平成調剤薬局金町店 ヤンセンファーマ リスパダール錠2mg 1179038F2020 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ リスパダール錠3mg 1179038F3026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ リスパダール錠3mg 1179038F3026 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局金町店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 1179038F7064 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 1179038F7048 PTP
平成調剤薬局本店 全星薬品工業 リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 1179038F7072 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 1179038F5045 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 1179038F5037 PTP
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平成調剤薬局金町店 沢井製薬 リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 1179038F5037 PTP
平成調剤薬局本店 全星薬品工業 リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 1179038F5070 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠2mg「アメル」 1179038F6041 PTP
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠2mg「アメル」 1179038F6041 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠2mg「アメル」 1179038F6041 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 リスペリドンOD錠2mg「アメル」 1179038F6041 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 1179038S1064 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 1179038S1064 包装小
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 1179038S1064 包装小
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 1179038S1072 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局岐大前店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局川部店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局市役所前店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局日野店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局笠松店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局茜部店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局金町店 同仁医薬化工 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 1179038S1056 包装小
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 1179038S2044 包装小
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 1179038S2044 包装小
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 1179038S2044 包装小
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 1179038S3024 包装小
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 1179038S4047 包装小
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 1179038S5027 包装小
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 リスペリドン細粒1%「アメル」 1179038C1078 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 リスペリドン細粒1%「アメル」 1179038C1078 バラ
平成調剤薬局岐大前店 共和薬品工業 リスペリドン細粒1%「アメル」 1179038C1078 バラ
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 リスペリドン細粒1%「アメル」 1179038C1078 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 リスペリドン細粒1%「アメル」 1179038C1078 バラ
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスペリドン錠0.5mg「アメル」 1179038F4057 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 リスペリドン錠0.5mg「アメル」 1179038F4057 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ニプロ リスペリドン錠1mg「NP」 1179038F1058 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 リスペリドン錠1mg「アメル」 1179038F1074 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 リスペリドン錠1mg「サワイ」 1179038F1090 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 リスペリドン錠1mg「サワイ」 1179038F1090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 全星薬品工業 リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 1179038F1147 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 リスペリドン錠2mg「サワイ」 1179038F2097 PTP
平成調剤薬局八代店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 リスミー錠1mg 1129006F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局日野店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局本店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局笠松店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 リスミー錠2mg 1129006F2028 PTP
平成調剤薬局八代店 クリニジェン リスモダンR錠150mg 2129005F1129 PTP
平成調剤薬局⻑良店 クリニジェン リスモダンR錠150mg 2129005F1129 PTP
平成調剤薬局市役所前店 クリニジェン リスモダンカプセル100mg 2129002M2139 PTP
平成調剤薬局茜部店 クリニジェン リスモダンカプセル100mg 2129002M2139 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ リズミック錠10mg 2190022F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ リズミック錠10mg 2190022F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ リズミック錠10mg 2190022F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 3999019F2081 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 3999019F2251 PTP
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 3999019F2251 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
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平成調剤薬局金町店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 3999019F2049 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 3999019F3045 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 3999019F3045 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 3999019F3045 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 3999019F3045 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 リックル配合顆粒 3253003D1124 分包
平成調剤薬局本店 沢井製薬 リックル配合顆粒 3253003D1124 分包
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 2590004F1354 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 2590004F1354 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ リドカインテープ18mg「NP」 1214701S1060 包装小
平成調剤薬局八代店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局市役所前店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局福光店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 リドメックスコーワクリーム0.3% 2646720N1093 包装小
平成調剤薬局八代店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局本店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局福光店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局笠松店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局茜部店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局金町店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 リドメックスコーワローション0.3% 2646720Q1065 包装小
平成調剤薬局八代店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局加納店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局川部店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局日野店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局福光店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局笠松店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局茜部店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局金町店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局⻑良店 興和 リドメックスコーワ軟膏0.3% 2646720M1080 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ リノコートパウダースプレー鼻用25μg 1329702R7042 包装小
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ リノコートパウダースプレー鼻用25μg 1329702R7042 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ18mg 1190700S4036 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ4.5mg 1190700S1037 包装小
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ4.5mg 1190700S1037 包装小
平成調剤薬局⻑良店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ4.5mg 1190700S1037 包装小
平成調剤薬局加納店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ9mg 1190700S2033 包装小
平成調剤薬局福光店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ9mg 1190700S2033 包装小
平成調剤薬局茜部店 小野薬品工業 リバスタッチパッチ9mg 1190700S2033 包装小
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 1190700S3048 包装小
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 1190700S3064 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局金町店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 1190700S3072 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 1190700S3080 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 1190700S3137 包装小
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 1190700S4044 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ18mg「YP」 1190700S4079 包装小
平成調剤薬局川部店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ18mg「YP」 1190700S4079 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ18mg「YP」 1190700S4079 包装小
平成調剤薬局金町店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ18mg「YP」 1190700S4079 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ18mg「YP」 1190700S4079 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 リバスチグミンテープ18mg「久光」 1190700S4133 包装小
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 1190700S1045 包装小
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 1190700S1045 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 1190700S1070 包装小
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平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 1190700S1070 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 1190700S1070 包装小
平成調剤薬局鏡島店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 1190700S1070 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 1190700S1070 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 1190700S1088 包装小
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 1190700S1088 包装小
平成調剤薬局本店 帝國製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 1190700S1088 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 1190700S1088 包装小
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 1190700S1088 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 1190700S1134 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局川部店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局日野店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 リバスチグミンテープ9mg「YP」 1190700S2076 包装小
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 リバスチグミンテープ9mg「アメル」 1190700S2084 包装小
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 リバスチグミンテープ9mg「アメル」 1190700S2084 包装小
平成調剤薬局日野店 久光製薬 リバスチグミンテープ9mg「久光」 1190700S2130 包装小
平成調剤薬局岐大前店 興和 リバロOD錠2mg 2189016F5023 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 リバロOD錠2mg 2189016F5023 PTP
平成調剤薬局本店 興和 リバロOD錠2mg 2189016F5023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リバロOD錠2mg 2189016F5023 PTP
平成調剤薬局加納店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局鏡島店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 リバロ錠1mg 2189016F1028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局金町店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 興和 リバロ錠2mg 2189016F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局加納店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局福光店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD リパクレオンカプセル150mg 2331007M1029 PTP
平成調剤薬局本店 マイランEPD リパクレオン顆粒300mg分包 2331007D1029 分包
平成調剤薬局東⻑良店 マイランEPD リパクレオン顆粒300mg分包 2331007D1029 分包
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD リパクレオン顆粒300mg分包 2331007D1029 分包
平成調剤薬局本店 あすか製薬 リピディル錠53.3mg 2183006F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 リピディル錠53.3mg 2183006F3023 PTP
平成調剤薬局福光店 あすか製薬 リピディル錠53.3mg 2183006F3023 PTP
平成調剤薬局八代店 あすか製薬 リピディル錠80mg 2183006F4020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あすか製薬 リピディル錠80mg 2183006F4020 PTP
平成調剤薬局本店 あすか製薬 リピディル錠80mg 2183006F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 リピディル錠80mg 2183006F4020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 リピディル錠80mg 2183006F4020 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局日野店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠10mg 2189015F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 リピトール錠5mg 2189015F1023 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 リファジンカプセル150mg 6164001M1216 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 リファジンカプセル150mg 6164001M1216 PTP
平成調剤薬局加納店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局川部店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンド リファンピシンカプセル150mg「サンド」 6164001M1186 バラ
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 リフキシマ錠200mg 6199001F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 リフキシマ錠200mg 6199001F1026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 リフキシマ錠200mg 6199001F1026 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠15mg 1179051F1029 PTP
平成調剤薬局八代店 Meiji Seika ファルマ リフレックス錠30mg 1179051F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠14mg 2499014F3024 PTP
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠3mg 2499014F1021 PTP
平成調剤薬局加納店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠7mg 2499014F2028 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠7mg 2499014F2028 PTP
平成調剤薬局川部店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠7mg 2499014F2028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠7mg 2499014F2028 PTP
平成調剤薬局茜部店 ノボノルディスクファーマ リベルサス錠7mg 2499014F2028 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局川部店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局笠松店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局金町店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ヤンセンファーマ リボスチン点眼液0.025% 1319746Q1029 包装小
平成調剤薬局八代店 日本新薬 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 1329708Q1038 包装小
平成調剤薬局川部店 日本新薬 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 1329708Q1038 包装小
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 1329708Q1038 包装小
平成調剤薬局⻑良店 日本新薬 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 1329708Q1038 包装小
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局市役所前店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局本店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局茜部店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ リボトリール細粒0.1% 1139003C1044 バラ
平成調剤薬局八代店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局加納店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局太郎丸店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局本店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局福光店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局笠松店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 SP
平成調剤薬局本店 太陽ファルマ リボトリール錠2mg 1139003F3043 SP
平成調剤薬局福光店 太陽ファルマ リボトリール錠2mg 1139003F3043 SP
平成調剤薬局金町店 太陽ファルマ リボトリール錠2mg 1139003F3043 SP
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平成調剤薬局八代店 鶴原製薬 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 3131002F1314 PTP
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 3131002F1314 PTP
平成調剤薬局八代店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局加納店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局日野店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局茜部店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局金町店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 3131002F1330 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン リポバス錠10 2189011F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン リポバス錠5 2189011F1025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン リポバス錠5 2189011F1025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン リポバス錠5 2189011F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 あゆみ製薬 リマチル錠100mg 4420002F1117 PTP
平成調剤薬局川部店 あゆみ製薬 リマチル錠100mg 4420002F1117 PTP
平成調剤薬局市役所前店 あゆみ製薬 リマチル錠100mg 4420002F1117 PTP
平成調剤薬局八代店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局加納店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局日野店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局本店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局福光店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局金町店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局⻑良店 メディサ新薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 3399003F1146 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 バラ
平成調剤薬局日野店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日医工 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 3399003F1111 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠150mg 1190017F3021 PTP
平成調剤薬局八代店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠25mg 1190017F1029 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠25mg 1190017F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠25mg 1190017F1029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠25mg 1190017F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠75mg 1190017F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠75mg 1190017F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠75mg 1190017F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヴィアトリス製薬 リリカOD錠75mg 1190017F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局笠松店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局金町店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル25mg 1190017M1028 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局本店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局金町店 ヴィアトリス製薬 リリカカプセル75mg 1190017M2024 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロESファーマ リルゾール錠50mg「タナベ」 1190011F1048 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ニプロESファーマ リルゾール錠50mg「タナベ」 1190011F1048 PTP
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン リレンザ 6250702G1028 包装小
平成調剤薬局八代店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局加納店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局太郎丸店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局岐大前店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局川部店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局市役所前店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局本店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局東⻑良店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局福光店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局笠松店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局茜部店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局金町店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
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平成調剤薬局鏡島店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 リンゼス錠0.25mg 2399017F1020 SP
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-DPクリーム 2646703N1073 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-DPゾル 2646703Q1029 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン-DPゾル 2646703Q1029 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-DP軟膏 2646703M1094 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-DP軟膏 2646703M1094 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-DP軟膏 2646703M1094 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-DP軟膏 2646703M1094 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VGクリーム0.12% 2647709N1060 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VGローション 2647709Q1040 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-VG軟膏0.12% 2647709M1102 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-Vクリーム0.12% 2646701N2135 包装小
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平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-Vローション 2646701Q1038 包装小
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局加納店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン-V軟膏0.12% 2646701M2156 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロンシロップ0.01% 2454004Q1078 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン坐剤1.0mg 2454700J2024 SP
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ リンデロン坐剤1.0mg 2454700J2024 SP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン坐剤1.0mg 2454700J2024 SP
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン散0.1% 2454004B1040 バラ
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ リンデロン注2mg(0.4%) 2454404A1064
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン注2mg(0.4%) 2454404A1064
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン注4mg(0.4%) 2454404A2060
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局川部店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局日野店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局福光店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局笠松店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1315706Q2102 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ リンデロン点眼液0.01% 1315706Q1025 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ リンデロン錠0.5mg 2454004F2090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ リンデロン錠0.5mg 2454004F2090 PTP
平成調剤薬局茜部店 シオノギファーマ リンデロン錠0.5mg 2454004F2090 PTP
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ リンデロン錠0.5mg 2454004F2090 PTP
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ リンデロン錠0.5mg 2454004F2090 PTP
平成調剤薬局川部店 大正製薬 リンラキサー錠250mg 1225001F2250 PTP
平成調剤薬局加納店 アッヴィ リンヴォック錠7.5mg 3999048G1028 PTP
平成調剤薬局茜部店 日医工 リン酸コデイン散1%「日医工」 2242001B2319 バラ
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 2242001F1063 PTP
平成調剤薬局鏡島店 マイランEPD リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 2242001F1063 PTP
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 2242002B2151 バラ
平成調剤薬局本店 マイラン製薬 リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 2242002B2151 バラ
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 2242002B2151 バラ
平成調剤薬局本店 日医工 リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」 2242002B2283 バラ
平成調剤薬局福光店 日医工 リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」 2242002B2283 バラ
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 リーゼ錠10mg 1179012F2033 PTP
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平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局市役所前店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局日野店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局茜部店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 リーゼ錠5mg 1179012F1118 PTP
平成調剤薬局八代店 田辺三菱製薬 リーゼ顆粒10% 1179012D1036 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 リーゼ顆粒10% 1179012D1036 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 リーゼ顆粒10% 1179012D1036 バラ
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 リーゼ顆粒10% 1179012D1036 バラ
平成調剤薬局⻑良店 田辺三菱製薬 リーゼ顆粒10% 1179012D1036 バラ
平成調剤薬局本店 日医工岐阜工場 リーダイ配合錠 2319100F1080 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工岐阜工場 リーダイ配合錠 2319100F1080 PTP
平成調剤薬局岐大前店 EAファーマ リーバクト配合経口ゼリー 3253003Q1029 包装小
平成調剤薬局川部店 EAファーマ リーバクト配合経口ゼリー 3253003Q1029 包装小
平成調剤薬局加納店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局太郎丸店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局川部店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局日野店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局鏡島店 EAファーマ リーバクト配合顆粒 3253003D2031 分包
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 リーマス錠100 1179017F1056 PTP
平成調剤薬局川部店 大正製薬 リーマス錠100 1179017F1056 PTP
平成調剤薬局日野店 大正製薬 リーマス錠100 1179017F1056 PTP
平成調剤薬局八代店 大正製薬 リーマス錠200 1179017F2052 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 リーマス錠200 1179017F2052 PTP
平成調剤薬局日野店 大正製薬 リーマス錠200 1179017F2052 PTP
平成調剤薬局福光店 大正製薬 リーマス錠200 1179017F2052 PTP
平成調剤薬局八代店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局岐大前店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局日野店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局福光店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局茜部店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局金町店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局鏡島店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局⻑良店 佐藤製薬 ルコナック爪外用液5% 6290703Q1023 包装小
平成調剤薬局加納店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局川部店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局本店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局笠松店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局茜部店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 ルセフィ錠2.5mg 3969020F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 ルセフィ錠5mg 3969020F2026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 ルセフィ錠5mg 3969020F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 ルセフィ錠5mg 3969020F2026 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 ルセフィ錠5mg 3969020F2026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ノーベルファーマ ルナベル配合錠ULD 2482009F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 ノーベルファーマ ルナベル配合錠ULD 2482009F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ルネスタ錠1mg 1129010F1028 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ルネスタ錠1mg 1129010F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ ルネスタ錠1mg 1129010F1028 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ルネスタ錠1mg 1129010F1028 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ルネスタ錠1mg 1129010F1028 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ルネスタ錠2mg 1129010F2024 PTP
平成調剤薬局八代店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局本店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ルパフィン錠10mg 4490034F1022 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ルプラック錠4mg 2139009F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 田辺三菱製薬 ルプラック錠8mg 2139009F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 アッヴィ ルボックス錠25 1179039F1036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 アッヴィ ルボックス錠25 1179039F1036 PTP
平成調剤薬局日野店 アッヴィ ルボックス錠25 1179039F1036 PTP
平成調剤薬局福光店 アッヴィ ルボックス錠25 1179039F1036 PTP
平成調剤薬局日野店 アッヴィ ルボックス錠50 1179039F2032 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アッヴィ ルボックス錠50 1179039F2032 PTP
平成調剤薬局八代店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 ルミガン点眼液0.03% 1319757Q1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 日本イーライリリー ルムジェブ注ミリオペン 2492414P1029
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 ルリクールVG軟膏0.12% 2647709M1110 包装小
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 2655712N1039 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局加納店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局日野店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局福光店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ルリコンクリーム1% 2655712N1020 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局加納店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局本店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局福光店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ルリコン液1% 2655712Q1027 包装小
平成調剤薬局八代店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局岐大前店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局福光店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局笠松店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局茜部店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局⻑良店 サンファーマ ルリコン軟膏1% 2655712M1025 包装小
平成調剤薬局八代店 サノフィ ルリッド錠150 6149002F1029 PTP
平成調剤薬局岐大前店 サノフィ ルリッド錠150 6149002F1029 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 サノフィ ルリッド錠150 6149002F1029 PTP
平成調剤薬局金町店 サノフィ ルリッド錠150 6149002F1029 PTP
平成調剤薬局⻑良店 サノフィ ルリッド錠150 6149002F1029 PTP
平成調剤薬局市役所前店 資生堂 ル・エストロジェル0.06% 2473700M2026 包装小
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ルーラン錠4mg 1179043F1032 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ルーラン錠4mg 1179043F1032 PTP
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ ルーラン錠4mg 1179043F1032 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ルーラン錠8mg 1179043F2039 PTP
平成調剤薬局加納店 日本イーライリリー レイボー錠100mg 1190030F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本イーライリリー レイボー錠100mg 1190030F2020 PTP
平成調剤薬局福光店 日本イーライリリー レイボー錠100mg 1190030F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本イーライリリー レイボー錠50mg 1190030F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 レキサルティOD錠0.5mg 1179058F3023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 レキサルティOD錠0.5mg 1179058F3023 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 レキサルティOD錠0.5mg 1179058F3023 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 レキサルティOD錠0.5mg 1179058F3023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 レキサルティOD錠0.5mg 1179058F3023 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 レキサルティOD錠1mg 1179058F4020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 レキサルティOD錠1mg 1179058F4020 PTP
平成調剤薬局金町店 大塚製薬 レキサルティOD錠1mg 1179058F4020 PTP
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 レキサルティOD錠2mg 1179058F5026 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬 レキサルティOD錠2mg 1179058F5026 PTP
平成調剤薬局本店 大塚製薬 レキサルティOD錠2mg 1179058F5026 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局福光店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬 レキサルティ錠1mg 1179058F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬 レキサルティ錠2mg 1179058F2027 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 レキサルティ錠2mg 1179058F2027 PTP
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬 レキサルティ錠2mg 1179058F2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンドファーマ レキソタン錠1 1124020F1025 PTP
平成調剤薬局八代店 サンドファーマ レキソタン錠2 1124020F2030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンドファーマ レキソタン錠2 1124020F2030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 サンドファーマ レキソタン錠2 1124020F2030 PTP
平成調剤薬局八代店 サンドファーマ レキソタン錠5 1124020F4032 PTP
平成調剤薬局市役所前店 サンドファーマ レキソタン錠5 1124020F4032 PTP
平成調剤薬局日野店 サンドファーマ レキソタン錠5 1124020F4032 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン レキップCR錠2mg 1169013G1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン レキップCR錠8mg 1169013G2029 PTP
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン レキップ錠0.25mg 1169013F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局加納店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局本店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局福光店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局茜部店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬 レクサプロ錠10mg 1179054F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 持田製薬 レクサプロ錠20mg 1179054F2029 PTP
平成調剤薬局日野店 持田製薬 レクサプロ錠20mg 1179054F2029 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 EAファーマ レクタブル2mg注腸フォーム14回 2399716K1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 EAファーマ レクタブル2mg注腸フォーム14回 2399716K1020 包装小
平成調剤薬局八代店 日本新薬 レグテクト錠333mg 1190022H1020 PTP
平成調剤薬局日野店 アステラス製薬 レグナイト錠300mg 1190020F1020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 アステラス製薬 レグナイト錠300mg 1190020F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 協和キリン レグパラ錠25mg 3999023F1022 PTP
平成調剤薬局川部店 協和キリン レグパラ錠25mg 3999023F1022 PTP
平成調剤薬局日野店 協和キリン レグパラ錠25mg 3999023F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
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平成調剤薬局日野店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 レザルタス配合錠HD 2149115F2022 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 レザルタス配合錠LD 2149115F1026 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日東メディック レスキュラ点眼液0.12% 1319732Q1035 包装小
平成調剤薬局鏡島店 日東メディック レスキュラ点眼液0.12% 1319732Q1035 包装小
平成調剤薬局八代店 シェリング・プラウ レスタス錠2mg 1124027F1035 PTP
平成調剤薬局八代店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局加納店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局川部店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局日野店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局本店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局福光店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局笠松店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局茜部店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局金町店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 興和 レスタミンコーワクリーム1% 2642702N1029 調剤用
平成調剤薬局川部店 興和 レスタミンコーワ錠10mg 4411001F1040 バラ
平成調剤薬局日野店 興和 レスタミンコーワ錠10mg 4411001F1040 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 太陽ファルマ レスプレン錠20mg 2249001F2079 PTP
平成調剤薬局川部店 太陽ファルマ レスプレン錠20mg 2249001F2079 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ レスプレン錠20mg 2249001F2079 PTP
平成調剤薬局茜部店 太陽ファルマ レスプレン錠20mg 2249001F2079 PTP
平成調剤薬局鏡島店 太陽ファルマ レスプレン錠20mg 2249001F2079 PTP
平成調剤薬局岐大前店 太陽ファルマ レスプレン錠30mg 2249001F3032 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 太陽ファルマ レスプレン錠30mg 2249001F3032 PTP
平成調剤薬局福光店 太陽ファルマ レスプレン錠30mg 2249001F3032 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 レスミット錠5 1124021F2166 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン レスリン錠25 1179037F1029 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン レスリン錠50 1179037F2025 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 4291015F1123 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 4291015F1123 PTP
平成調剤薬局川部店 ニプロ レトロゾール錠2.5mg「ニプロ」 4291015F1166 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 レトロゾール錠2.5mg「日医工」 4291015F1158 PTP
平成調剤薬局加納店 Meiji Seika ファルマ レトロゾール錠2.5mg「明治」 4291015F1182 PTP
平成調剤薬局本店 ブリストル・マイヤーズ スクイブ レナデックス錠4mg 2454002F2023 PTP
平成調剤薬局市役所前店 コーアイセイ レナルチン腸溶錠100mg 3919300F1190 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン レニベース錠2.5 2144002F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン レニベース錠5 2144002F2020 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン レニベース錠5 2144002F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン レニベース錠5 2144002F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン レニベース錠5 2144002F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 ヴィアトリス製薬 レバチオ錠20mg 2190028F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 レバチオ錠20mg 2190028F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 レバミピド錠100mg「EMEC」 2329021F1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 大原薬品工業 レバミピド錠100mg「EMEC」 2329021F1030 バラ
平成調剤薬局市役所前店 大原薬品工業 レバミピド錠100mg「EMEC」 2329021F1030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meファルマ レバミピド錠100mg「Me」 2329021F1340 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meファルマ レバミピド錠100mg「Me」 2329021F1340 バラ
平成調剤薬局本店 Meファルマ レバミピド錠100mg「Me」 2329021F1340 PTP
平成調剤薬局福光店 Meファルマ レバミピド錠100mg「Me」 2329021F1340 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meファルマ レバミピド錠100mg「Me」 2329021F1340 PTP
平成調剤薬局笠松店 ⾠⺒化学 レバミピド錠100mg「TCK」 2329021F1161 PTP
平成調剤薬局八代店 全星薬品工業 レバミピド錠100mg「ZE」 2329021F1072 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局日野店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
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平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」 2329021F1331 PTP
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 バラ
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局本店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 バラ
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 バラ
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局笠松店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 バラ
平成調剤薬局茜部店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局鏡島店 皇漢堂製薬 レバミピド錠100mg「クニヒロ」 2329021F1315 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 レバミピド錠100mg「サワイ」 2329021F1099 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レバミピド錠100mg「トーワ」 2329021F1218 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レバミピド錠100mg「トーワ」 2329021F1218 バラ
平成調剤薬局金町店 東和薬品 レバミピド錠100mg「トーワ」 2329021F1218 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 レバミピド錠100mg「トーワ」 2329021F1218 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 レバミピド錠100mg「日医工」 2329021F1226 PTP
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ レバミピド錠100mg「杏林」 2329021F1307 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 3969013F1038 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 3969013F1038 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 3969013F1038 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 3969013F1038 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 3969013F1038 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 3969013F2034 PTP
平成調剤薬局川部店 アムジェン レパーサ皮下注140mgペン 2189401G2026
平成調剤薬局東⻑良店 アムジェン レパーサ皮下注140mgペン 2189401G2026
平成調剤薬局⻑良店 アムジェン レパーサ皮下注140mgペン 2189401G2026
平成調剤薬局八代店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局川部店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局川部店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 バラ
平成調剤薬局茜部店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L100 1169101F1162 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L250 1169101F2096 PTP
平成調剤薬局茜部店 ⾠⺒化学 レプリントン配合錠L250 1169101F2096 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 レベチラセタムDS50%「トーワ」 1139010R1080 バラ
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 レベチラセタムDS50%「トーワ」 1139010R1080 バラ
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レベチラセタムDS50%「トーワ」 1139010R1080 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 レベチラセタムDS50%「トーワ」 1139010R1080 バラ
平成調剤薬局本店 東和薬品 レベチラセタムDS50%「トーワ」 1139010R1080 バラ
平成調剤薬局八代店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局日野店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局金町店 東和薬品 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 1139010F1091 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 レベチラセタム錠500mg「サワイ」 1139010F2071 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局加納店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 バラ
平成調剤薬局日野店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 1139010F2098 PTP
平成調剤薬局市役所前店 わかもと製薬 レベニン錠 2316016F1022 PTP
平成調剤薬局金町店 わかもと製薬 レベニン錠 2316016F1022 PTP
平成調剤薬局八代店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
平成調剤薬局加納店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
平成調剤薬局太郎丸店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
平成調剤薬局岐大前店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
平成調剤薬局本店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
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平成調剤薬局茜部店 ノボノルディスクファーマ レベミル注 フレックスペン 2492417G1030
平成調剤薬局川部店 大塚製薬 レペタン坐剤0.2mg 1149703J1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 テイカ製薬 レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 1319746Q1037 包装小
平成調剤薬局八代店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局川部店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局茜部店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局金町店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」 1319746Q1100 包装小
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 3999033F2030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 3999033F2030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 扶桑薬品工業 レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」 3999009F2061 SP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局川部店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局本店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 4490028R1058 分包
平成調剤薬局本店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 4490028R1040 分包
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 4490028R1040 分包
平成調剤薬局福光店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 4490028F3038 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 4490028F3038 PTP
平成調剤薬局加納店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局川部店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 4490028F4034 PTP
平成調剤薬局福光店 共和薬品工業 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 4490028Q1044 調剤用
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 4490028Q1052 調剤用
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 4490028Q1052 調剤用
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 4490028Q1052 調剤用
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 4490028Q1052 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 4490028Q1052 調剤用
平成調剤薬局福光店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 4490028R1031 分包
平成調剤薬局福光店 日本臓器製薬 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 4490028R1066 分包
平成調剤薬局笠松店 日本臓器製薬 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」 4490028R1066 分包
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 4490028F2040 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 4490028F2066 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 4490028F2090 PTP
平成調剤薬局福光店 日医工 レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 4490028F2074 PTP
平成調剤薬局川部店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 4490028F2058 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 4490028F2058 PTP
平成調剤薬局鏡島店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 4490028F2058 PTP
平成調剤薬局八代店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 4490028F1086 PTP
平成調剤薬局本店 陽進堂 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 4490028F1086 PTP
平成調剤薬局福光店 ダイト レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 4490028F1124 PTP
平成調剤薬局福光店 高田製薬 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 4490028F1132 PTP
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「明治」 4490028F1205 PTP
平成調剤薬局福光店 キョーリンリメディオ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」 4490028F1108 PTP
平成調剤薬局加納店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局日野店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 4490028F1140 PTP
平成調剤薬局加納店 田辺三菱製薬 レボトミン錠25mg 1172014F2120 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 田辺三菱製薬 レボトミン錠25mg 1172014F2120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 レボトミン錠25mg 1172014F2120 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 田辺三菱製薬 レボトミン錠25mg 1172014F2120 PTP
平成調剤薬局金町店 田辺三菱製薬 レボトミン錠25mg 1172014F2120 PTP
平成調剤薬局岐大前店 田辺三菱製薬 レボトミン錠5mg 1172014F1043 PTP
平成調剤薬局川部店 田辺三菱製薬 レボトミン錠5mg 1172014F1043 PTP
平成調剤薬局本店 田辺三菱製薬 レボトミン錠5mg 1172014F1043 PTP
平成調剤薬局福光店 田辺三菱製薬 レボトミン錠5mg 1172014F1043 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 6241013F4023 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 6241013F4023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 6241013F4023 PTP
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平成調剤薬局川部店 東和薬品 レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」 6241013F5020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 東和薬品 レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」 6241013F5020 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「武田テバ」 6241402G1075
平成調剤薬局茜部店 武田テバ薬品 レボフロキサシン点眼液0.5%「TYK」 1319742Q1241 包装小
平成調剤薬局加納店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局川部店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局市役所前店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局日野店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局福光店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局笠松店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局金町店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ダイト レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 1319742Q1136 包装小
平成調剤薬局加納店 マイランEPD レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 1319742Q2248 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マイランEPD レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 1319742Q2248 包装小
平成調剤薬局笠松店 マイランEPD レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 1319742Q2248 包装小
平成調剤薬局金町店 マイランEPD レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 1319742Q2248 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マイランEPD レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 1319742Q2248 包装小
平成調剤薬局川部店 わかもと製薬 レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 1319742Q2205 包装小
平成調剤薬局八代店 ファイザー レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 1319742Q2140 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 1319742Q2140 包装小
平成調剤薬局笠松店 ファイザー レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 1319742Q2140 包装小
平成調剤薬局金町店 ファイザー レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 1319742Q2140 包装小
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 1319742Q2140 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 キョーリンリメディオ レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 1319742Q2108 包装小
平成調剤薬局岐大前店 ダイト レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」 1319742Q2094 包装小
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 6241013C2032 バラ
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 6241013C2032 バラ
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 6241013F2055 PTP
平成調剤薬局八代店 岩城製薬 レボフロキサシン錠250mg「イワキ」 6241013F2136 PTP
平成調剤薬局本店 岩城製薬 レボフロキサシン錠250mg「イワキ」 6241013F2136 PTP
平成調剤薬局金町店 岩城製薬 レボフロキサシン錠250mg「イワキ」 6241013F2136 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 6241013F3051 PTP
平成調剤薬局福光店 陽進堂 レボフロキサシン錠500mg「YD」 6241013F3094 PTP
平成調剤薬局福光店 サンド レボフロキサシン錠500mg「サンド」 6241013F3213 PTP
平成調剤薬局市役所前店 武田テバファーマ レボフロキサシン錠500mg「テバ」 6241013F3248 PTP
平成調剤薬局川部店 ノバルティスファーマ レボレード錠12.5mg 3999028F1025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ノバルティスファーマ レボレード錠12.5mg 3999028F1025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東レ レミッチOD錠2.5μg 1190015F1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東レ レミッチカプセル2.5μg 1190015M1029 PTP
平成調剤薬局八代店 ヤンセンファーマ レミニールOD錠4mg 1190019F4027 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヤンセンファーマ レミニールOD錠8mg 1190019F5023 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ヤンセンファーマ レミニールOD錠8mg 1190019F5023 PTP
平成調剤薬局加納店 ヤンセンファーマ レミニール内用液4mg/mL 1190019S1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ レミニール錠4mg 1190019F1028 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ レミニール錠8mg 1190019F2024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ レミニール錠8mg 1190019F2024 PTP
平成調剤薬局日野店 オルガノン レメロン錠15mg 1179051F1037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン レメロン錠15mg 1179051F1037 PTP
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平成調剤薬局日野店 オルガノン レメロン錠30mg 1179051F2033 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヴィアトリス製薬 レルパックス錠20mg 2160005F1021 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヴィアトリス製薬 レルパックス錠20mg 2160005F1021 PTP
平成調剤薬局川部店 ヴィアトリス製薬 レルパックス錠20mg 2160005F1021 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヴィアトリス製薬 レルパックス錠20mg 2160005F1021 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局金町店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ14吸入用 2290803G1028 包装小
平成調剤薬局八代店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局加納店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局本店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局茜部店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア100エリプタ30吸入用 2290803G3020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ14吸入用 2290803G2024 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ14吸入用 2290803G2024 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ14吸入用 2290803G2024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ14吸入用 2290803G2024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局岐大前店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局川部店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局市役所前店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局日野店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局笠松店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局鏡島店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン レルベア200エリプタ30吸入用 2290803G4027 包装小
平成調剤薬局茜部店 あすか製薬 レルミナ錠40mg 2499013F1027 PTP
平成調剤薬局⻑良店 あすか製薬 レルミナ錠40mg 2499013F1027 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局笠松店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局茜部店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 PTP
平成調剤薬局八代店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局日野店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ベーリンガーインゲルハイム レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ レンビマカプセル10mg 4291039M2027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ レンビマカプセル4mg 4291039M1020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大原薬品工業 ロイケリン散10% 4221001B1052 バラ
平成調剤薬局日野店 大原薬品工業 ロイコン錠10mg 4191001F1037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 ロカルトロールカプセル0.25 3112004M1023 PTP
平成調剤薬局岐大前店 中外製薬 ロカルトロールカプセル0.25 3112004M1023 PTP
平成調剤薬局日野店 中外製薬 ロカルトロールカプセル0.25 3112004M1023 PTP
平成調剤薬局本店 中外製薬 ロカルトロールカプセル0.25 3112004M1023 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 中外製薬 ロカルトロールカプセル0.5 3112004M2020 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 6149002F1177 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 6149002F1177 PTP
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平成調剤薬局本店 沢井製薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 6149002F1177 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 6149002F1177 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 6149002F1177 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局川部店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局本店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局笠松店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局金町店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 ロキソニンゲル1% 2649735Q1020 包装小
平成調剤薬局八代店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局加納店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局岐大前店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局川部店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局日野店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局本店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局福光店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局笠松店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局茜部店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局金町店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 リードケミカル ロキソニンテープ100mg 2649735S3020 包装小
平成調剤薬局八代店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局加納店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局岐大前店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局川部店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局市役所前店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局本店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局福光店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局笠松店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局茜部店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局金町店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局鏡島店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局⻑良店 リードケミカル ロキソニンテープ50mg 2649735S2024 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局川部店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局市役所前店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局福光店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局茜部店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局⻑良店 リードケミカル ロキソニンパップ100mg 2649735S1028 包装小
平成調剤薬局八代店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 PTP
平成調剤薬局八代店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局加納店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局日野店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局本店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局福光店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局茜部店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局金町店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 ニプロファーマ ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 2649735Q1047 包装小
平成調剤薬局八代店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局川部店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局日野店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局本店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局茜部店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局金町店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局鏡島店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 2649735S3209 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 2649735S3195 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 2649735S3276 包装小
平成調剤薬局加納店 帝國製薬 ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 2649735S3136 包装小
平成調剤薬局⻑良店 帝國製薬 ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 2649735S3136 包装小
平成調剤薬局八代店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局加納店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局川部店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局日野店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局本店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局福光店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局笠松店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局茜部店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局金町店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局鏡島店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局⻑良店 祐徳薬品工業 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 2649735S2202 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 2649735S2199 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 久光製薬 ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 2649735S2270 包装小
平成調剤薬局八代店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局加納店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局本店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局福光店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局笠松店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局茜部店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局鏡島店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局⻑良店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 2649735S1117 包装小
平成調剤薬局市役所前店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 2649735S4027 包装小
平成調剤薬局日野店 三笠製薬 ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 2649735S4027 包装小
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 2649735R1034 包装小
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 1149019C1157 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 大原薬品工業 ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 1149019F1714 PTP
平成調剤薬局茜部店 陽進堂 ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 1149019F1609 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 1149019F1609 PTP
平成調剤薬局茜部店 共和薬品工業 ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 1149019F1668 PTP
平成調剤薬局⻑良店 共和薬品工業 ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 1149019F1668 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 PTP
平成調剤薬局川部店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 バラ
平成調剤薬局市役所前店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 PTP
平成調剤薬局笠松店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 PTP
平成調剤薬局鏡島店 メディサ新薬 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 PTP
平成調剤薬局本店 三和化学研究所 ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 1149019F1617 PTP
平成調剤薬局⻑良店 三和化学研究所 ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 1149019F1617 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田テバファーマ ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 1149019F1730 PTP
平成調剤薬局八代店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局加納店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局岐大前店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局川部店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局本店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局鏡島店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 2649735S3233 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 2649735S3241 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 2649735S2237 包装小
平成調剤薬局川部店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 2649735S2237 包装小
平成調剤薬局市役所前店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 2649735S2237 包装小
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平成調剤薬局⻑良店 岡山大鵬薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 2649735S2237 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」 2649735S2245 包装小
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 2649735S1133 包装小
平成調剤薬局加納店 皇漢堂製薬 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 1149019F1579 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 皇漢堂製薬 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 1149019F1579 PTP
平成調剤薬局福光店 皇漢堂製薬 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 1149019F1579 PTP
平成調剤薬局八代店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局加納店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局日野店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局本店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局金町店 エルメッド ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 PTP
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ロケルマ懸濁用散分包10g 2190040B2027 分包
平成調剤薬局八代店 アストラゼネカ ロケルマ懸濁用散分包5g 2190040B1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 アストラゼネカ ロケルマ懸濁用散分包5g 2190040B1020 分包
平成調剤薬局川部店 アストラゼネカ ロケルマ懸濁用散分包5g 2190040B1020 分包
平成調剤薬局八代店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局加納店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局岐大前店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局川部店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局市役所前店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局本店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局福光店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局笠松店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局茜部店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局金町店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局⻑良店 大正製薬 ロコアテープ 2649896S1022 包装小
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局加納店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局日野店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局福光店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局鏡島店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 ロコイドクリーム0.1% 2646717N1083 包装小
平成調剤薬局八代店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局加納店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局岐大前店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局川部店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局本店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局福光店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局笠松店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局茜部店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局金町店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局鏡島店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局⻑良店 鳥居薬品 ロコイド軟膏0.1% 2646717M1096 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ロサルタンK錠100mg「DSEP」 2149039F3034 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
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平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ロサルタンK錠25mg「DSEP」 2149039F1040 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 ロサルタンK錠25mg「トーワ」 2149039F1104 PTP
平成調剤薬局福光店 東和薬品 ロサルタンK錠25mg「トーワ」 2149039F1104 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ロサルタンK錠50mg「DSEP」 2149039F2046 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 Meiji Seika ファルマ ロサルタンK錠50mg「明治」 2149039F2135 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 2149039F1279 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ロサルタンカリウム錠25mg「テバ」 2149039F1295 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ケミファ ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」 2149039F2267 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田テバファーマ ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」 2149039F2291 PTP
平成調剤薬局市役所前店 陽進堂 ロサルヒド配合錠HD「YD」 2149110F2160 PTP
平成調剤薬局笠松店 陽進堂 ロサルヒド配合錠HD「YD」 2149110F2160 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ロサルヒド配合錠HD「YD」 2149110F2160 PTP
平成調剤薬局笠松店 ニプロESファーマ ロサルヒド配合錠HD「タナベ」 2149110F2216 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ファイザー ロサルヒド配合錠HD「ファイザー」 2149110F2313 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ロサルヒド配合錠HD「日医工」 2149110F2240 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD ロサルヒド配合錠LD「VTRS」 2149110F1368 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 陽進堂 ロサルヒド配合錠LD「YD」 2149110F1163 PTP
平成調剤薬局鏡島店 陽進堂 ロサルヒド配合錠LD「YD」 2149110F1163 PTP
平成調剤薬局⻑良店 陽進堂 ロサルヒド配合錠LD「YD」 2149110F1163 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 2149110F1210 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ニプロ ロサルヒド配合錠LD「ニプロ」 2149110F1309 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ロサルヒド配合錠LD「ファイザー」 2149110F1317 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ロサルヒド配合錠LD「ファイザー」 2149110F1317 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ロサルヒド配合錠LD「ファイザー」 2149110F1317 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2189017F3033 PTP
平成調剤薬局本店 日医工 ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 2189017F3181 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局加納店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局川部店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局市役所前店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局日野店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局笠松店 第一三共エスファ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 2189017F4030 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 2189017F4188 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 2189017F1030 PTP
平成調剤薬局福光店 ニプロ ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 2189017F1243 PTP
平成調剤薬局八代店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
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平成調剤薬局岐大前店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局本店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局福光店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局茜部店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局金町店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局鏡島店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局⻑良店 第一三共エスファ ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 2189017F2037 PTP
平成調剤薬局八代店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局加納店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局川部店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ロスーゼット配合錠HD 2189102F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 オルガノン ロスーゼット配合錠LD 2189102F1024 PTP
平成調剤薬局本店 オルガノン ロスーゼット配合錠LD 2189102F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 オルガノン ロスーゼット配合錠LD 2189102F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 オルガノン ロスーゼット配合錠LD 2189102F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 オルガノン ロスーゼット配合錠LD 2189102F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 太陽ファルマ ロセフィン静注用1g 6132419F2026
平成調剤薬局加納店 マルホ ロゼックスゲル0.75% 2699713Q1026 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ ロゼックスゲル0.75% 2699713Q1026 包装小
平成調剤薬局茜部店 マルホ ロゼックスゲル0.75% 2699713Q1026 包装小
平成調剤薬局金町店 マルホ ロゼックスゲル0.75% 2699713Q1026 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ ロゼックスゲル0.75% 2699713Q1026 包装小
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ロゼレム錠8mg 1190016F1024 PTP
平成調剤薬局八代店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局加納店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局太郎丸店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局岐大前店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局川部店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局本店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局東⻑良店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局福光店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局笠松店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局茜部店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局⻑良店 武田薬品工業 ロトリガ粒状カプセル2g 2189019M1020 分包
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ ロドピン細粒10% 1179024C1033 バラ
平成調剤薬局岐大前店 LTLファーマ ロドピン錠25mg 1179024F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ ロドピン錠25mg 1179024F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 LTLファーマ ロドピン錠50mg 1179024F2036 PTP
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局川部店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局笠松店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局茜部店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局⻑良店 住友ファーマ ロナセンテープ20mg 1179700S1021 包装小
平成調剤薬局岐大前店 住友ファーマ ロナセンテープ40mg 1179700S3024 包装小
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ロナセンテープ40mg 1179700S3024 包装小
平成調剤薬局本店 住友ファーマ ロナセンテープ40mg 1179700S3024 包装小
平成調剤薬局福光店 住友ファーマ ロナセンテープ40mg 1179700S3024 包装小
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平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ロナセン散2% 1179048B1025 バラ
平成調剤薬局鏡島店 住友ファーマ ロナセン錠2mg 1179048F1027 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 住友ファーマ ロナセン錠4mg 1179048F2023 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ロナセン錠4mg 1179048F2023 PTP
平成調剤薬局金町店 住友ファーマ ロナセン錠4mg 1179048F2023 PTP
平成調剤薬局日野店 住友ファーマ ロナセン錠8mg 1179048F3020 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 1169013G1057 PTP
平成調剤薬局川部店 ⻑生堂製薬 ロピニロール錠0.25mg「JG」 1169013F1035 PTP
平成調剤薬局加納店 シオノケミカル ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 1124029F1140 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1124029F1123 PTP
平成調剤薬局茜部店 東和薬品 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 1124029F1131 PTP
平成調剤薬局加納店 日医工 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」 1124029F1158 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 1124029F2090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 1124029F2090 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 1124029F2090 PTP
平成調剤薬局八代店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局加納店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局岐大前店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局日野店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局本店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局福光店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局茜部店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ヤンセンファーマ ロペミンカプセル1mg 2319001M1213 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ヤンセンファーマ ロペミン細粒0.1% 2319001C2060 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ヤンセンファーマ ロペミン細粒0.1% 2319001C2060 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 ⻑生堂製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 2319001M1345 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 日医工岐阜工場 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 2319001M1388 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局金町店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 2319001M1353 PTP
平成調剤薬局本店 武田テバファーマ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 2319001M1329 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバファーマ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 2319001M1329 PTP
平成調剤薬局金町店 武田テバファーマ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 2319001M1329 PTP
平成調剤薬局八代店 堀井薬品工業 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 2319001M1370 PTP
平成調剤薬局⻑良店 堀井薬品工業 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 2319001M1370 PTP
平成調剤薬局川部店 武田テバファーマ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 2319001C1110 バラ
平成調剤薬局加納店 サンノーバ ロペラミド錠1mg「EMEC」 2319001F1052 PTP
平成調剤薬局川部店 サンノーバ ロペラミド錠1mg「EMEC」 2319001F1052 PTP
平成調剤薬局本店 サンノーバ ロペラミド錠1mg「EMEC」 2319001F1052 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 千寿製薬 ロメフロン耳科用液0.3% 1329709Q1032 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 ロメフロン耳科用液0.3% 1329709Q1032 包装小
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局川部店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局笠松店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
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平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 ロラゼパム錠1mg「サワイ」 1124022F2110 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロラゼパム錠1mg「サワイ」 1124022F2110 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 ロラゼパム錠1mg「サワイ」 1124022F2110 PTP
平成調剤薬局八代店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局加納店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局本店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局福光店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局茜部店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局金町店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エルメッド ロラタジンOD錠10mg「EE」 4490027F2053 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 沢井製薬 ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 4490027F2142 PTP
平成調剤薬局岐大前店 沢井製薬 ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 4490027F2142 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エルメッド ロラタジン錠10mg「EE」 4490027F1049 PTP
平成調剤薬局日野店 エルメッド ロラタジン錠10mg「EE」 4490027F1049 PTP
平成調剤薬局笠松店 エルメッド ロラタジン錠10mg「EE」 4490027F1049 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エルメッド ロラタジン錠10mg「EE」 4490027F1049 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エルメッド ロラタジン錠10mg「EE」 4490027F1049 PTP
平成調剤薬局市役所前店 沢井製薬 ロラタジン錠10mg「サワイ」 4490027F1146 PTP
平成調剤薬局⻑良店 沢井製薬 ロラタジン錠10mg「サワイ」 4490027F1146 PTP
平成調剤薬局川部店 日医工 ロラタジン錠10mg「日医工」 4490027F1162 PTP
平成調剤薬局笠松店 日医工 ロラタジン錠10mg「日医工」 4490027F1162 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 あすか製薬 ロラメット錠1.0 1124010F1030 PTP
平成調剤薬局日野店 あすか製薬 ロラメット錠1.0 1124010F1030 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 あすか製薬 ロラメット錠1.0 1124010F1030 PTP
平成調剤薬局笠松店 あすか製薬 ロラメット錠1.0 1124010F1030 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 大正製薬 ロルカム錠4mg 1149036F2021 PTP
平成調剤薬局川部店 大正製薬 ロルカム錠4mg 1149036F2021 PTP
平成調剤薬局八代店 日医工 ロレアス配合錠「SANIK」 3399101F1048 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 ロレアス配合錠「SANIK」 3399101F1048 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日医工 ロレアス配合錠「SANIK」 3399101F1048 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日医工 ロレアス配合錠「SANIK」 3399101F1048 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日医工 ロレアス配合錠「SANIK」 3399101F1048 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬 ロレルコ錠250mg 2189008F1287 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ロンゲス錠10mg 2144006F2037 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ロンゲス錠10mg 2144006F2037 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ロンゲス錠5mg 2144006F1030 PTP
平成調剤薬局川部店 大鵬薬品工業 ロンサーフ配合錠T20 4299100F2022 PTP
平成調剤薬局金町店 サンファーマ ローコール錠10mg 2189012F1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 サンファーマ ローコール錠30mg 2189012F3022 PTP
平成調剤薬局川部店 サンファーマ ローコール錠30mg 2189012F3022 PTP
平成調剤薬局福光店 サンファーマ ローコール錠30mg 2189012F3022 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東洋製薬化成 ロートエキス散〈ハチ〉 1249351B1117 バラ
平成調剤薬局茜部店 東洋製薬化成 ロートエキス散〈ハチ〉 1249351B1117 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 マイラン製薬 ロートエキス散「ホエイ」 1249351B1141 バラ
平成調剤薬局茜部店 アルフレッサファーマ ワイテンス錠2mg 2149017F1035 PTP
平成調剤薬局本店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局福光店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局笠松店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局茜部店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局⻑良店 Meiji Seika ファルマ ワイドシリン細粒20% 6131001C2100 バラ
平成調剤薬局八代店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局加納店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局川部店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局鏡島店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局⻑良店 ファイザー ワイパックス錠0.5 1124022F1067 PTP
平成調剤薬局日野店 ファイザー ワイパックス錠1.0 1124022F2071 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 ファイザー ワイパックス錠1.0 1124022F2071 PTP
平成調剤薬局笠松店 ファイザー ワイパックス錠1.0 1124022F2071 PTP
平成調剤薬局茜部店 ファイザー ワイパックス錠1.0 1124022F2071 PTP
平成調剤薬局金町店 ファイザー ワイパックス錠1.0 1124022F2071 PTP
平成調剤薬局加納店 高田製薬 ワコビタール坐剤30 1125700J3028 包装小
平成調剤薬局福光店 高田製薬 ワコビタール坐剤30 1125700J3028 包装小

229



平成調剤薬局主要備蓄リスト 令和5年1月現在

店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局加納店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局川部店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局本店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局笠松店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局茜部店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局鏡島店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局⻑良店 高田製薬 ワコビタール坐剤50 1125700J4032 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 共和薬品工業 ワゴスチグミン散(0.5%) 1233001B1025 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 共和薬品工業 ワゴスチグミン散(0.5%) 1233001B1025 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ワソラン錠40mg 2171008F1070 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ ワソラン錠40mg 2171008F1070 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ワソラン錠40mg 2171008F1070 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日新製薬 ワルファリンK細粒0.2%「NS」 3332001C1028 バラ
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.25μg 3112001F1055 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.25μg 3112001F1055 PTP
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局福光店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局⻑良店 帝人ファーマ ワンアルファ錠0.5μg 3112001F2051 PTP
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ ワンアルファ錠1.0μg 3112001F3058 PTP
平成調剤薬局岐大前店 帝人ファーマ ワンアルファ錠1.0μg 3112001F3058 PTP
平成調剤薬局川部店 帝人ファーマ ワンアルファ錠1.0μg 3112001F3058 PTP
平成調剤薬局市役所前店 帝人ファーマ ワンアルファ錠1.0μg 3112001F3058 PTP
平成調剤薬局加納店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局岐大前店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局川部店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局福光店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局金町店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局鏡島店 日本新薬 ワントラム錠100mg 1149038G1020 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局福光店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ワーファリン錠0.5mg 3332001F3035 PTP
平成調剤薬局八代店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局岐大前店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局川部店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 バラ
平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局日野店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局本店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 バラ
平成調剤薬局福光店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 バラ
平成調剤薬局茜部店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局金町店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局鏡島店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局⻑良店 エーザイ ワーファリン錠1mg 3332001F1024 PTP
平成調剤薬局加納店 エーザイ ワーファリン錠5mg 3332001F2020 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 エーザイ ワーファリン錠5mg 3332001F2020 PTP
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平成調剤薬局市役所前店 エーザイ ワーファリン錠5mg 3332001F2020 PTP
平成調剤薬局笠松店 エーザイ ワーファリン錠5mg 3332001F2020 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 2171023F2127 PTP
平成調剤薬局八代店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局岐大前店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局市役所前店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局本店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局⻑良店 東和薬品 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 2171023F2135 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和生薬 三和麻⻩附子細⾟湯エキス細粒 5200133C1026 分包
平成調剤薬局川部店 三和生薬 三和麻⻩附子細⾟湯エキス細粒 5200133C1026 分包
平成調剤薬局本店 三和生薬 三和麻⻩附子細⾟湯エキス細粒 5200133C1026 分包
平成調剤薬局茜部店 マイラン製薬 乳糖「ホエイ」 7111001X1191 バラ
平成調剤薬局鏡島店 マイラン製薬 乳糖「ホエイ」 7111001X1191 バラ
平成調剤薬局八代店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局加納店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局川部店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局本店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 乳糖水和物 7111001X1183 バラ
平成調剤薬局加納店 丸石製薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 7111001X1302 バラ
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 7111001X1302 バラ
平成調剤薬局本店 丸石製薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 7111001X1302 バラ
平成調剤薬局笠松店 丸石製薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 7111001X1302 バラ
平成調剤薬局八代店 マイラン製薬 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 3211001X1270 バラ
平成調剤薬局岐大前店 マイラン製薬 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 3211001X1270 分包
平成調剤薬局福光店 マイラン製薬 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 3211001X1270 分包
平成調剤薬局笠松店 マイラン製薬 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 3211001X1270 分包
平成調剤薬局加納店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局本店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局福光店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 日興製薬 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 2649710M2050 調剤用
平成調剤薬局金町店 小堺製薬 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 2649705X1059 バラ
平成調剤薬局八代店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局加納店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局福光店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局鏡島店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 2649704M1171 調剤用
平成調剤薬局日野店 マイラン製薬 亜鉛華軟膏「ホエイ」 2649704M1120 調剤用
平成調剤薬局八代店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局加納店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局岐大前店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局川部店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局市役所前店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局日野店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局本店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局福光店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局笠松店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局茜部店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局金町店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局鏡島店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局⻑良店 千寿製薬 人工涙液マイティア点眼液 1319808Q2036 包装小
平成調剤薬局加納店 丸石製薬 単シロップ 7142001X1171 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 丸石製薬 単シロップ 7142001X1171 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
平成調剤薬局本店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
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平成調剤薬局笠松店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
平成調剤薬局茜部店 三恵薬品 単シロップ 7142001X1058 調剤用
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 単シロップ 7142001X1139 調剤用
平成調剤薬局八代店 東洋製薬化成 含嗽用ハチアズレ顆粒 2260702F1055 分包
平成調剤薬局太郎丸店 東洋製薬化成 含嗽用ハチアズレ顆粒 2260702F1055 分包
平成調剤薬局東⻑良店 東洋製薬化成 含嗽用ハチアズレ顆粒 2260702F1055 分包
平成調剤薬局⻑良店 東洋製薬化成 含嗽用ハチアズレ顆粒 2260702F1055 分包
平成調剤薬局笠松店 山善製薬 塩化カリウム「ヤマゼン」 3229001X1029 バラ
平成調剤薬局笠松店 日医工ファーマ 塩化カリウム「日医工」 3229001X1061 バラ
平成調剤薬局八代店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局加納店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局岐大前店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局川部店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局本店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局笠松店 佐藤薬品工業 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 3229002G1082 PTP
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局岐大前店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局日野店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局福光店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局笠松店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局茜部店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036 バラ
平成調剤薬局加納店 大塚製薬工場 大塚生食注 3311401H2059
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 大塚生食注 3311401A3111
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 大塚生食注 3311401A7028
平成調剤薬局福光店 大塚製薬工場 大塚生食注 3311401A2026
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬工場 大塚生食注 3311401A3111
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 大塚生食注2ポート100mL 3311402G9036
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 大塚生食注2ポート100mL 3311402G9036
平成調剤薬局川部店 大塚製薬工場 大塚蒸留水 7131400A2129
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬工場 大塚蒸留水 7131400A2129
平成調剤薬局市役所前店 大塚製薬工場 大塚蒸留水 7131400A5020
平成調剤薬局金町店 大塚製薬工場 大塚蒸留水 7131400A2129
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 大塚蒸留水 7131400A5020
平成調剤薬局市役所前店 太⻁精堂製薬 太⻁堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 5200024D1024 分包
平成調剤薬局本店 太⻁精堂製薬 太⻁堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 5200024D1024 分包
平成調剤薬局東⻑良店 グラクソ・スミスクライン 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 1329707Q2030 包装小
平成調剤薬局福光店 グラクソ・スミスクライン 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 1329707Q2030 包装小
平成調剤薬局⻑良店 グラクソ・スミスクライン 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 1329707Q2030 包装小
平成調剤薬局鏡島店 大塚製薬 小児用ミケラン細粒0.2% 2123005C1030 バラ
平成調剤薬局加納店 帝人ファーマ 小児用ムコソルバンDS1.5% 2239001R1072 バラ
平成調剤薬局笠松店 帝人ファーマ 小児用ムコソルバンDS1.5% 2239001R1072 バラ
平成調剤薬局茜部店 帝人ファーマ 小児用ムコソルバンDS1.5% 2239001R1072 バラ
平成調剤薬局金町店 帝人ファーマ 小児用ムコソルバンDS1.5% 2239001R1072 バラ
平成調剤薬局鏡島店 帝人ファーマ 小児用ムコソルバンDS1.5% 2239001R1072 バラ
平成調剤薬局岐大前店 藤永製薬 尿素クリーム10%「フジナガ」 2669701N1117 包装小
平成調剤薬局本店 藤永製薬 尿素クリーム10%「フジナガ」 2669701N1117 包装小
平成調剤薬局福光店 藤永製薬 尿素クリーム10%「フジナガ」 2669701N1117 包装小
平成調剤薬局日野店 池田薬品工業 尿素クリーム10%「日医工」 2669701N1095 包装小
平成調剤薬局川部店 サンファーマ 尿素クリーム20%「SUN」 2669701N2113 包装小
平成調剤薬局加納店 藤永製薬 尿素クリーム20%「フジナガ」 2669701N2121 包装小
平成調剤薬局岐大前店 藤永製薬 尿素クリーム20%「フジナガ」 2669701N2121 調剤用
平成調剤薬局福光店 藤永製薬 尿素クリーム20%「フジナガ」 2669701N2121 包装小
平成調剤薬局茜部店 藤永製薬 尿素クリーム20%「フジナガ」 2669701N2121 包装小
平成調剤薬局八代店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局川部店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局市役所前店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局日野店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局福光店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局鏡島店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局⻑良店 マルホ 強力ポステリザン(軟膏) 2559808M1020 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 興和 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 2649866M1022 包装小
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平成調剤薬局茜部店 興和 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 2649866M1022 包装小
平成調剤薬局八代店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局加納店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局岐大前店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局川部店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局市役所前店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局日野店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局本店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局福光店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局笠松店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局茜部店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局金町店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局鏡島店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局⻑良店 京都薬品工業 新レシカルボン坐剤 2359800J1035 包装小
平成調剤薬局福光店 本草製薬 本草芍薬⽢草湯エキス顆粒-M 5200067D1065 分包
平成調剤薬局福光店 本草製薬 本草葛根湯エキス顆粒-M 5200013D1174 分包
平成調剤薬局本店 本草製薬 本草補中益気湯エキス顆粒-M 5200131D1120 分包
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」 2649715X1265 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 次硝酸ビスマス「ニッコー」 2315002X1215 バラ
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 次硝酸ビスマス「ニッコー」 2315002X1215 バラ
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 2190024F2038 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 三和化学研究所 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 2190024F1040 PTP
平成調剤薬局岐大前店 三和化学研究所 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 2190024F1040 PTP
平成調剤薬局川部店 三和化学研究所 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 2190024F1040 PTP
平成調剤薬局日野店 三和化学研究所 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 2190024F1040 PTP
平成調剤薬局市役所前店 共栄製薬 滅菌精製水 7131700X1022 調剤用
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 滅菌精製水 7131700X1057 調剤用
平成調剤薬局本店 吉田製薬 滅菌精製水「ヨシダ」 7131700X1154 調剤用
平成調剤薬局茜部店 吉田製薬 滅菌精製水「ヨシダ」 7131700X1154 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 滅菌精製水「日興」 7131700X1057 調剤用
平成調剤薬局加納店 旭化成ファーマ 炭カル錠500mg「旭化成」 2344008F1081 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 旭化成ファーマ 炭カル錠500mg「旭化成」 2344008F1081 PTP
平成調剤薬局茜部店 旭化成ファーマ 炭カル錠500mg「旭化成」 2344008F1081 PTP
平成調剤薬局⻑良店 旭化成ファーマ 炭カル錠500mg「旭化成」 2344008F1081 PTP
平成調剤薬局川部店 日本ジェネリック 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 2190029F3053 PTP
平成調剤薬局市役所前店 日本ジェネリック 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 2190029F3053 PTP
平成調剤薬局福光店 日本ジェネリック 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 2190029F3053 PTP
平成調剤薬局⻑良店 日本ジェネリック 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 2190029F3053 PTP
平成調剤薬局鏡島店 扶桑薬品工業 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 2190029F4068 PTP
平成調剤薬局八代店 沢井製薬 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 2190029D1050 分包
平成調剤薬局日野店 全星薬品工業 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 1179017F1048 PTP
平成調剤薬局日野店 全星薬品工業 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 1179017F2044 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 全星薬品工業 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 1179017F2044 PTP
平成調剤薬局⻑良店 全星薬品工業 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 1179017F2044 PTP
平成調剤薬局川部店 マイランEPD 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 2344004X1470 バラ
平成調剤薬局加納店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局本店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364 バラ
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 2344004X1461 バラ
平成調剤薬局加納店 マイランEPD 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 2344005F1061 PTP
平成調剤薬局茜部店 マイランEPD 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 2344005F1061 PTP
平成調剤薬局本店 マイラン製薬 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 2344005F1053 PTP
平成調剤薬局岐大前店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局本店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局鏡島店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局⻑良店 シオノギファーマ 点眼・点鼻用リンデロンA液 1319813Q1049 包装小
平成調剤薬局加納店 マイラン製薬 球形吸着炭細粒「マイラン」 3929003C1059 分包
平成調剤薬局八代店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
平成調剤薬局太郎丸店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
平成調剤薬局市役所前店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
平成調剤薬局金町店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
平成調剤薬局鏡島店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
平成調剤薬局⻑良店 日医工 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 3929003C1075 分包
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平成調剤薬局太郎丸店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局太郎丸店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A3162
平成調剤薬局川部店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局本店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局東⻑良店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局笠松店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局⻑良店 扶桑薬品工業 生理食塩液PL「フソー」 3311401A2204
平成調剤薬局加納店 扶桑薬品工業 生理食塩液「フソー」 3311401A1089
平成調剤薬局茜部店 扶桑薬品工業 生理食塩液「フソー」 3311401A1089
平成調剤薬局八代店 ニプロ 生食注シリンジ「NP」 3311402G7025
平成調剤薬局川部店 ニプロ 生食注シリンジ「NP」 3311402G7025
平成調剤薬局本店 ニプロ 生食注シリンジ「NP」 3311402G7025
平成調剤薬局⻑良店 ニプロ 生食注シリンジ「NP」 3311402G7025
平成調剤薬局本店 シオノケミカル 生食注シリンジ「SN」10mL 3311402G7068
平成調剤薬局本店 大塚製薬工場 生食注シリンジ「オーツカ」10mL 3311402G7050
平成調剤薬局八代店 大塚製薬工場 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 3311402G8056
平成調剤薬局東⻑良店 大塚製薬工場 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 3311402G8056
平成調剤薬局⻑良店 大塚製薬工場 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 3311402G8056
平成調剤薬局加納店 テルモ 生食注シリンジ「テルモ」10mL 3311402G7084
平成調剤薬局加納店 日新製薬 生食液NS 3311401A1097
平成調剤薬局八代店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局加納店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局日野店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 ⽩色ワセリン 7121703X1216 調剤用
平成調剤薬局笠松店 健栄製薬 ⽩色ワセリン「ケンエー」 7121703X1089 包装小
平成調剤薬局鏡島店 健栄製薬 ⽩色ワセリン「ケンエー」 7121703X1089 調剤用
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 ⽩色軟膏 7121700X1050 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 ⽩色軟膏 7121700X1050 調剤用
平成調剤薬局八代店 シオノギファーマ 眼・耳科用リンデロンA軟膏 1319812M1026 包装小
平成調剤薬局市役所前店 シオノギファーマ 眼・耳科用リンデロンA軟膏 1319812M1026 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 シオノギファーマ 眼・耳科用リンデロンA軟膏 1319812M1026 包装小
平成調剤薬局金町店 シオノギファーマ 眼・耳科用リンデロンA軟膏 1319812M1026 包装小
平成調剤薬局八代店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局加納店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局太郎丸店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局岐大前店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局川部店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局市役所前店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局日野店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局本店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局東⻑良店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局福光店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局笠松店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局茜部店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局金町店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局⻑良店 救急薬品工業 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 2171700S1133 包装小
平成調剤薬局八代店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局岐大前店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局川部店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局茜部店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局⻑良店 佐藤薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 2171011N1149 PTP
平成調剤薬局笠松店 全星薬品工業 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 2171011N1130 PTP
平成調剤薬局加納店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局日野店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局本店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局福光店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局茜部店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局鏡島店 沢井製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 2171011G1182 PTP
平成調剤薬局鏡島店 鶴原製薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 2171011G1190 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 東和薬品 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 2171011G1204 PTP
平成調剤薬局川部店 東和薬品 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 2171011G1204 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 東和薬品 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 2171011G1204 PTP
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 2171011G1204 PTP
平成調剤薬局市役所前店 ファイザー 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」 2634712X1080 包装小
平成調剤薬局金町店 ファイザー 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」 2634712X1080 包装小
平成調剤薬局川部店 ファイザー 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 6126001F2034 PTP
平成調剤薬局加納店 日興製薬 精製ラノリン 7122702X1090 調剤用
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平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 精製ラノリン 7122702X1090 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 精製水 7131001X1259 調剤用
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 精製水 7131001X1259 調剤用
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 精製水 7131001X1259 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 精製水 7131001X1259 調剤用
平成調剤薬局加納店 健栄製薬 精製水「ケンエー」 7131001X1100 調剤用
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 精製水「ケンエー」 7131001X1100 調剤用
平成調剤薬局⻑良店 健栄製薬 精製水「ケンエー」 7131001X1100 調剤用
平成調剤薬局笠松店 東和薬品 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 2316002B1061 バラ
平成調剤薬局八代店 日興製薬 親水クリーム「ニッコー」 7122704X1269 調剤用
平成調剤薬局川部店 日興製薬 親水クリーム「ニッコー」 7122704X1269 調剤用
平成調剤薬局金町店 日興製薬 親水クリーム「ニッコー」 7122704X1269 調剤用
平成調剤薬局岐大前店 武田テバ薬品 調剤用パンビタン末 3179121A1028 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 武田テバ薬品 調剤用パンビタン末 3179121A1028 バラ
平成調剤薬局⻑良店 武田テバ薬品 調剤用パンビタン末 3179121A1028 バラ
平成調剤薬局日野店 丸石製薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 2344002X1322 バラ
平成調剤薬局本店 丸石製薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 2344002X1322 バラ
平成調剤薬局笠松店 丸石製薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 2344002X1322 バラ
平成調剤薬局鏡島店 丸石製薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 2344002X1322 バラ
平成調剤薬局八代店 健栄製薬 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 2344009C1039 バラ
平成調剤薬局本店 健栄製薬 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 2344009C1039 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 吉田製薬 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 2344009C1063 バラ
平成調剤薬局加納店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 2344009F3046 PTP
平成調剤薬局福光店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 2344009F3046 PTP
平成調剤薬局加納店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 2344009F1086 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 2344009F1086 バラ
平成調剤薬局日野店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 2344009F1086 PTP
平成調剤薬局福光店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 2344009F1086 バラ
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 2344009F1086 PTP
平成調剤薬局八代店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 2344009F1094 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 2344009F1094 PTP
平成調剤薬局⻑良店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 2344009F1094 PTP
平成調剤薬局加納店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 バラ
平成調剤薬局日野店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 PTP
平成調剤薬局福光店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 バラ
平成調剤薬局茜部店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 PTP
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 PTP
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2344009F2082 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 持田製薬販売 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 2344009F2066 PTP
平成調剤薬局⻑良店 持田製薬販売 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 2344009F2066 PTP
平成調剤薬局八代店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 2344009F2090 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 2344009F2090 PTP
平成調剤薬局⻑良店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 2344009F2090 PTP
平成調剤薬局加納店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 PTP
平成調剤薬局太郎丸店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 バラ
平成調剤薬局日野店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 バラ
平成調剤薬局福光店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 バラ
平成調剤薬局茜部店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 PTP
平成調剤薬局金町店 健栄製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 2344009F4050 PTP
平成調剤薬局八代店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 2344009F4069 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 吉田製薬 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 2344009F4069 PTP
平成調剤薬局東⻑良店 丸石製薬 酸化亜鉛原末「マルイシ」 2649708X1273 バラ
平成調剤薬局川部店 健栄製薬 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055 バラ
平成調剤薬局福光店 健栄製薬 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055 分包
平成調剤薬局笠松店 健栄製薬 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055 分包
平成調剤薬局茜部店 健栄製薬 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055 分包
平成調剤薬局鏡島店 健栄製薬 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055 分包
平成調剤薬局八代店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局加納店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局太郎丸店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局岐大前店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局市役所前店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局東⻑良店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局福光店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局笠松店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局茜部店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局金町店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局鏡島店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局⻑良店 日興製薬 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 2344002X1217 バラ
平成調剤薬局八代店 マイラン製薬 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 2344002X1136 バラ
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店舗名 メーカー名 商品名 YJコード 単位
平成調剤薬局川部店 マイラン製薬 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 2344002X1136 バラ
平成調剤薬局日野店 三恵薬品 重質酸化マグネシウム「三恵」 2344002X1071 バラ
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