
第3類医薬品

第3類医薬品

★★アルコール、メントールを含まない、お子様に優しい低刺激です。
★ステロイドを含まないかゆみ止めです。
★軟らかく絞り出しやすいラミネートチューブ入りのクリーム剤で
　す。

かゆみ・虫さされかゆみ・虫さされ
虫よけに虫よけに
かゆみ・虫さされ
虫よけに

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶ
れ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じん
ましん

ジフェンヒドラミン………………………………1.0g
グリチルレチン酸…………………………………0.5g
イソプロピルメチルフェノール…………………1.5g
トコフェロール酢酸エステル……………………0.5g
アラントイン………………………………………0.2g

ラクピオンベビー 25g

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【100g中】

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶ
れ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じん
ましん

ジフェンヒドラミン塩酸塩………………………2.0g
パンテノール………………………………………1.0g

ラクピオンクールベビー液 50mL

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【100g中】

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶ
れ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じん
ましん

ジフェンヒドラミン………………………………1.0g
グリチルレチン酸………………………………0.3g
イソプロピルメチルフェノール………………0.1g
dl-カンフル………………………………………1.0g
ℓ-メントール……………………………………5.0g

ラクピオンS 20g

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【100g中】

かゆみ、虫さされ デキサメタゾン酢酸エステル………………0.025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩……………………2.0g
リドカイン………………………………………0.5g
㎗ｰカンフル………………………………………2.0g
ℓー メントール……………………………………3.0g

ラクピオンEXローション･ゲル 80mL･18g 第2類医薬品

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【ローション100mL･ゲル100g中】

第3類医薬品

★アルコール、メントールを含まない、お子様に優しい弱酸性、低刺激
　です。
★ステロイドを含まないかゆみ止めです。
★手を汚さず広範囲に塗れる、首曲り容器を採用しています。

★メントールのスーッとした爽快感とかゆみ止め成分が、すぐれた効
　果を発揮します。
★ステロイドを含まないかゆみ止めです。
★のびが良く白く残らないクリーム剤です。

★3つのかゆみ止め成分（デキサメタゾン酢酸エステル、ジフェンヒ
　ドラミン塩酸塩、リドカイン）が、すばやく効果を発揮します。
★首曲がり容器採用ローション、手を汚さずに直接塗布できるゲル剤
　からお選びいただけます。
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製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号東京都足立区鹿浜 1丁目 9番 1 4号

発売元
ラクール薬品販売株式会社

E-mail
U R L http：//www.rakool.co.jp

business@medicine.co.jp
T E L 03-3899-8881

9:00～17:30(土日、祝日を除く)受付時間

お問い合わせ先



★★優れた抗炎症効果を持つPVA配合で、しつこいかゆみ・虫さされ・
　しっしんなどをしっかり治療します。
★首曲がり容器採用ローション、手を汚さずに直接塗布できるゲル剤
　からお選びいただけます。

かゆみ、虫さされ ジフェンヒドラミン塩酸塩……………………2.0g
リドカイン………………………………………0.5g
ℓｰメントール……………………………………3.0g
㎗ｰカンフル………………………………………2.0g

ラクピオンローション 20mL・50mL 第2類医薬品

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【100mL中】

蚊成虫、ブユ（ブヨ）、サシバエ、ノミ、
イエダニ、トコジラミ（ナンキンムシ）
等の忌避

ディート……………………………………………5.0g

ラクピオン虫よけ液 60mL

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【100mL中】

防除用医薬部外品

ラクピオンEXローションα･ゲルα 50mL･18g 第2類医薬品

★小さいお子様にも安心してお使いいただける、吸い込まない直塗
　りタイプの虫よけ液です。　
★ムラなく塗れるスポンジ状の塗り口です。

★ジフェンヒドラミン塩酸塩とリドカインがダブルで鎮痒効果を発揮
　します。
★ステンレスボール採用でスーッと爽快な塗りごこちです。（20mL）
★携帯用20mL、家庭用50mLからお選びいただけます。

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮ふ炎、か
ぶれ、じんましん、あせも

ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）…0.15g
ジフェンヒドラミン塩酸塩………………………1.0g
イソプロピルメチルフェノール…………………0.1g
ℓｰメントール……………………………………3.5g
㎗ｰカンフル………………………………………1.0g

効 能 ・ 効 果 成 分 ・ 分 量 【ローション100mL･ゲル100g中】

商品名 仕　様 寸法（幅×高さ×奥行きmm） 重　量 入り数 JAN/ITFコード
ラクピオン

クールベビー液
（50ｍL）

ラクピオンベビー
（25g）
ラクピオンS
（20g）

個装箱 57×115×36 約80ｇ 50mL 4987435598615
集合箱 186×119×117 約880ｇ 50mL×10
流通箱
個装箱
発送箱
個装箱
発送箱

574×141×256 約6.0kｇ 50mL×10×6 14987435598612

希望小売価格

シュリンク台紙 92×146×25
集合箱 127×148×94.5
流通箱 402×165×206

シュリンク台紙 92×146×25
集合箱 127×148×94.5
流通箱 402×165×206

ラクピオン
EXローション
（80ｍL）

個装箱 55×140×40 約120ｇ 80mL 4987435561350
集合箱 209×143×114 約1270ｇ 80mL×10
流通箱 436×164×364 約8.4kｇ 80mL×10×6 14987435561357

980円
（税別）

980円
（税別）

129× 44 ×31 約45ｇ 25g 4987435598653
162×134×94 約500ｇ 25g×10

780円
（税別）

123× 35 ×22 約35ｇ 20g 4987435560339
116×127×74 約400ｇ 20g×10

480円
（税別）

ラクピオン
EXゲル
（18g）

個装箱 135× 35 ×25 約30ｇ 18g 4987435560353
集合箱 132×139×74 約350ｇ 18g×10
流通箱 465×156×142 約2.5kｇ 18g×10×6 14987435560350

800円
（税別）

ラクピオン
ローションブルー
（20ｍL）

約45ｇ 20mL 4987435561275
約500ｇ 20mL×10
約3.5kｇ 20mL×10×6 14987435561272

500円
（税別）

ラクピオン
ローションピンク
（20ｍL）

約45ｇ 20mL 4987435561268
約500ｇ 20mL×10
約3.5kｇ 20mL×10×6 14987435561265

500円
（税別）

ラクピオン
ローション
（50ｍL）

個装箱 57×115×36 約80ｇ 50mL 4987435561329
集合箱 186×119×117 約880ｇ 50mL×10
流通箱 574×141×256 約6.0kｇ 50mL×10×6 14987435561326

700円
（税別）

ラクピオン
虫よけ液
（60ｍL）

シュリンク包装 43×114×29 約100ｇ 60mL 4987435598028
集合箱 163×117×75 約1050ｇ 60mL×10
流通箱 510×138×166 約7.0kｇ 60mL×10×6 14987435598025

750円
（税別）

ラクピオン
EXローションα
（50ｍL）

個装箱 57×115×36 約80ｇ 50mL 4987435561374
集合箱 186×119×117 約880ｇ 50mL×10
流通箱 574×141×256 約6.0kｇ 50mL×10×6 14987435561371

ラクピオン
EXゲルα
（18g）

個装箱 135× 35 ×25 約30ｇ 18g 4987435560377
集合箱 132×139×74 約350ｇ 18g×10

1,200円
（税別）

1,200円
（税別）

流通箱 465×156×142 約2.5kｇ 18g×10×6 14987435560374


