
エスエスブロン錠 新セピー液（小児用） 後藤散かぜ顆粒 うすき製薬 ストナアイビージェルS アネトンせき止め ウット 伊丹製薬
エスタックイブファイン セピーIPかぜゴールド エスエスブロン錠 ストナプラスジェルS ベンザブロックS 解熱鎮痛薬ユニー 小林薬品工業
エスタックイブ セピーせき止め エスタックイブファインEX ストナプラスジェル2 ベンザブロックSプラス 歯痛リングル 佐藤製薬
エスタックイブNT,ＴＴ,FT ジキニン顆粒A エスタックイブ ストナプラス2 ベンザブロックせき止め液 サリドンエース 第一三共ﾍﾙｽｹｱ
新エスタックイブエース ジキニン顆粒エース エスタックイブNT,ＴＴ,FT ストナジェルサイナス ダン鼻炎錠 ダンヘルスケア 大正トンプク
新エスタック顆粒 ジキニン錠エースIP エスタック総合感冒 ストナジェルサイナスEX コフハイドリンせきどめシロップ ナロン
新エスエスブロン錠エース ジキニン顆粒IP 新エスタックイブエース ストナメルティ小児用 コフハイドリン液N ナロンエース
新フステノン ジキニンC 新エスエスブロン錠エース トニン咳止サット 小児用チルダンシロップ ナロンエースR
新ブロン液エース ジキニンファースト 新フステノン トニン咳どめ液D 新エルケルS小児用 ナロンエースT
カイゲン感冒ｶﾌﾟｾﾙ「プラス」 カイゲン 新ジキニン顆粒 カイゲン チミコデシロップN 新ハイドリンS小児用 グレランエース錠 武田薬品工業
オフセキンシロップW 新ジキニン錠D カイゲン感冒ｶﾌﾟｾﾙ「プラス」 ミルコデ錠A ニッドせきどめB液プラス
新スルーロン顆粒 新小児ジキニンシロップ 改源かぜカプセル ミルコデシロップ ニューハイドリンA小児用
新ビタハイヤープラスEX錠 ドップェル錠D 改源錠 ダイヤルかぜ3顆粒 ニューハイドリンS小児用 エスタック鼻炎カプセル12 エスエス製薬
スルーロンEX カコナールカゼブロックUP錠 オフセキンシロップW ダイヤルかぜ5顆粒 ムヒのこどもかぜシロップ オフノーズ鼻炎カプセルW
総合かぜ薬ゴールドA 新ルルAゴールドDX 新スルーロン顆粒 ペアコールEX錠 新日製薬 カネドリン顆粒 新ノスポール鼻炎カプセル
ノスポールエック小児用 新ルルAゴールドs スルーロンEX 新リココデ錠 ピラトン21カプセル 新コンタック600プラス
ノスポール咳止め液Z 新ルル-A錠s 新ビタハイヤープラスEX錠 ベナール液（小児用） ポジョンゴールド顆粒 新コンタック600プラス小児用
ノスポール鎮咳 プレコール持続性カプセル 総合かぜ薬ゴールドA リココデS液（小児用） ぺラック総合かぜ薬 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 鼻炎薬A「クニヒロ」 皇漢堂
ベルサダンエース錠 プレコールエース 総合感冒薬エース リココデSP錠 カゼリックC錠 ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜ鼻炎持続ｶﾌﾟｾﾙ 興和
ベルサダンGK顆粒 ぺラックコールドTD錠 ベルサダンエースカプセル リココデ顆粒-SⅡ カゼリック顆粒 JPS鼻炎錠 ｼﾞｪｰﾋﾟｰｴｽ製薬
コルゲンコーワIB2 ルルアタックEX ベルサダンエース錠 リココデシロップ カゼリックGR液小児用 セピー鼻炎ソフトN ゼリア新薬工業
コルゲンコーワIB錠TXα ルルアタックNX ベルサダンGK顆粒 リココデ鼻炎顆粒 カゼリック液W小児用 ジキニン鼻炎AG顆粒 全薬工業
コルゲンコーワIB透明ｶﾌﾟｾﾙα パブロンエースPro ノスポールエック小児用 新セピー液（小児用） コフチンS DROP トレーネ鼻炎薬
ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜIB透明ｶﾌﾟｾﾙαﾌﾟﾗｽ パブロンSゴールドW ノスポールこどもかぜシロップS セピーIPかぜゴールド 新セキリック液 ﾌﾟﾚｺｰﾙ持続性鼻炎ｶﾌﾟｾﾙ
新ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜ咳止め透明ｶﾌﾟｾﾙ パブロンSせき止め ノスポール咳止め液Z セピーせき止め 新アンバーS錠 パブロンメディカルN
マピロンせき止め錠 パブロンゴールドA ノスポール鎮咳 ジキニンファースト 新アンバーゴールドA微粒 パブロン鼻炎カプセルSα
アナロンせき止めシロップ パブロンメディカルT 新コンタックかぜ総合 ジキニンC キッズバファリンシロップS パブロン鼻炎速溶錠EX
ヒストミンSカプセル パブロンメディカルC 新コンタックかぜEX持続性 ジキニン顆粒A バファリンかぜEX錠 アネトンアルメディ鼻炎錠
ヒストミンKB錠 パブロンメディカルN 総合かぜ薬「クニヒロ」 ジキニン顆粒エース バファリンジュニアかぜ薬a ベンザ鼻炎薬α
ヒストミンエース顆粒EX アネトンせき止め 総合かぜ薬A「クニヒロ」 ジキニン錠エースIP 龍角散せき止め錠 ベンザブロックL
ヒストミンせき止め ベンザブロックS コルゲンコーワIB2 ジキニン顆粒IP 龍角散せき止め液 ベンザブロックLプラス
ヒストミンせき止め液 ベンザブロックSプラス コルゲンコーワIB錠TXα 新ジキニン顆粒 ｱﾙｶﾞｰﾄﾞ鼻炎内服薬ｺﾞｰﾙﾄﾞZ ダン鼻炎錠 ダンヘルスケア
ヒストミンせき止めDX ベンザブロックL コルゲンコーワIB透明ｶﾌﾟｾﾙα 新ジキニン錠D ﾛｰﾄ総合感冒薬 新ユアIB ビエンリックSR
ビタコールせき止め錠 ベンザブロックLプラス ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜIB透明ｶﾌﾟｾﾙαﾌﾟﾗｽ 新小児ジキニンシロップ ビエンリックK錠
ビタクールKB錠 ベンザブロックせき止め錠 新ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜ咳止め透明ｶﾌﾟｾﾙ 小児用ジキニンシロップ ｱﾙｶﾞｰﾄﾞ鼻炎内服薬ｺﾞｰﾙﾄﾞZ ロート製薬
ルキノンKB錠 ベンザブロックせき止め液 マピロンせき止め錠 ドップェル錠D
ルキノンエースα コフハイドリン液N アナロンせき止めシロップ カコナールカゼブロックUP錠
ルキノンせき止め錠 コフハイドリンせきどめシロップ 新ヒストミンカプセルS カコナールこどもかぜシロップ
ルキノンせき止め液EX 新ブロトリンA液 ヒストミンSカプセル プレコール持続性カプセル
新トニン咳止め液 ニッドせきどめB液プラス ヒストミンエース顆粒EX プレコール持続性せき止めカプセル
ストナアイビー カネドリン顆粒 ヒストミンKB錠 ぺラックコールドTD錠
ストナアイビージェルS ピラトン21カプセル ヒストミンせき止め ペラックスイート
ストナジェルサイナス パイロンMK錠 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ヒストミンせき止め液 新ルルAゴールドDX
ストナジェルサイナスEX カゼリックC錠 ヒストミンせき止めDX 新ルルAゴールドs
ストナプラスジェルS カゼリック顆粒 ヒストルミン 新ルル-A錠s
ストナプラスジェル2 カゼリックGR液小児用 ヒストルミンV ルルアタックEX
ストナプラス2 カゼリック液W小児用 ビタクールKB錠 ルルアタックFxa
ストナデイタイム 新セキリック液 ビタクールV ルルアタックNX
チミコデシロップN 新アンバーS錠 ビタコールせき止め錠 ルルアタックTR
トニン咳どめ液D 新アンバーゴールドA微粒 ルキノンエースα ルルメディカルドロップ
トニン咳止サット バファリンかぜEX錠 ライオン ルキノンKB錠 パブロンエースPro
ペアコールEX錠 新日製薬 龍角散せき止め錠 ルキノンせき止め錠 パブロンSα
新リココデ錠 龍角散せき止め液 ルキノンせき止め液EX パブロンSせき止め
リココデSP錠 小児用ﾋｽﾄﾐﾝかぜシロップD パブロンゴールドA
リココデ顆粒-SⅡ 小児用ﾋﾞﾀｸｰﾙDかぜシロップ パブロン鼻炎速溶錠EX
リココデシロップ パブロンメディカルC

パブロンメディカルT

コデイン/ジヒドロコデイン/ジヒドロコデインセキサノール

エスエス製薬

協和薬品工業

興和

ゼネル薬品工業

ゼリア新薬

全薬工業

第一三共ﾍﾙｽｹｱ

大正製薬

武田薬品工業

日新製薬

廣昌堂

米田薬品

米田薬品工業

龍角散

小林薬品工業

佐藤製薬

米田薬品

エフェドリン/メチルエフェドリン

佐藤製薬

武田薬品工業

エスエス製薬

日新製薬

カイゲン

ｼﾞｪｰﾋﾟｰｴｽ製薬

協和薬品工業

廣昌堂

ゼネル薬品工業

米田薬品

ブロムワレリル尿素

大正製薬

プソイドエフェドリン

協和薬品工業

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ

小林薬品工業

第一三共ﾍﾙｽｹｱ

大正製薬

作成日　2020/04/20

ゼリア新薬

米田薬品工業

全薬工業

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ
ライオン

皇漢堂
龍角散

興和
ロート製薬

第一三共ﾍﾙｽｹｱ

大正製薬

武田薬品工業


