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ホワイトヘルスケア株式会社

~あなたの薬箱~

ご利用ガイド



「あなたの薬箱」のご利用方法
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1-1. 「あなたの薬箱」とは？
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スマ
ホで
購入ができる♪

薬

剤師
さんに

無料相談できる
♪

お薬のオンライン購入サイト
いつでもあなたの薬を。

このような時に例えばこんな商品を購入できます︕

皮膚薬 花粉症薬 漢方薬

頭痛・鎮痛剤 胃腸薬 その他 湿布薬

あなたの薬箱なら！
お薬選びに関するお悩みにもお答えします！

病院でもらえる薬と同一有効成分のお薬も取り扱いしています！

▶何となく胃の調子が悪いけど、ドラッグストアには胃腸薬がいっぱいあって、
どれにしたらいいかわからない…

▶頭痛タイプに応じた薬の選び方
▶はじめての漢方薬

▶生理痛対策の市販薬活用方法
▶自分にぴったりの花粉症薬は？　　などなど…今後配信予定！

たとえば…

スイッチ！

ロキソニンＳ
第1類医薬品

ヒルマイルドクリーム
第2類医薬品

スイッチ！

そのほか、お薬選びをサポートするお役立ち情報も配信予定！

たとえば…

食後の胃もたれ・消化不良 胸やけ・胃酸過多 飲みすぎ・食欲不振 なんとなく不調

スイッチOTC医薬品って？
スイッチOTCとは、医療用
医薬品として用いられた
成分が、OTC医薬品*に

　転換（スイッチ）さ
　　れた医薬品のこと

　です。

＼こんなとき、あなたの薬箱ではこんな情報提供をしています！／



1-2.  初回アカウント作成(1/2)

「あなたの薬箱」をご利用いただくためには会員登録が必要となります。
初回ログイン時には健康保険証をお手元にご用意ください。

①サービス紹介ページ
健康保険組合から案内されたURLへ
アクセスしてください。

③認証ページ
②で登録したアドレスに届いた
認証コードを入力してください。

②会員登録ページ
メールアドレスとパスワードを
設定してください。



1-2.  初回アカウント作成(2/2)

④必要情報入力ページ
お持ちの保険証情報をご入力ください。

⑤「あなたの薬箱」TOPページ
次頁以降をご参照のうえ、ご利用ください。

「あなたの薬箱」をご利用いただくためには会員登録が必要となります。
初回ログイン時には健康保険証をお手元にご用意ください。



1-3. 2回目以降のログイン方法

初回登録がお済の場合は、下記手順で再ログインを行うことができます。
※お使いのPC等にキャッシュが残っている場合は、一部の手順が省略される場合がございます。

①「ログインはこちら」を選択 ②情報入力の上「ログイン」を選択 ③あなたの薬箱TOP
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1-4.  商品検索

①「あなたの薬箱」TOPページ
TOPページ中央の「お薬を選ぶ」を押下してください。

※キーワード検索は
こちらから

②商品一覧ページ
購入したい商品を選択してください。
カテゴリの絞り込みやキーワード検索も行うことができます。

8



①商品詳細ページ
「カートに追加する」を押下してください。
なお、購入にあたって薬剤師からの情報提供を受けたい・
相談したいことがある場合は、「問診表に回答して購入する」
から記入ください。

1-5.  商品購入

②カートへ進む
ページ右上のアイコンを押下してください。
※下記画像は2つの商品がカートに入っている
状態を表しています。

※第1類医薬品の場合は、問診表への回答
が必須となりますのでご回答のうえ、ご注
文をお願いいたします。
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1-6.  クーポンの利用方法

クーポンコードをお持ちの場合にご利用いただけます。
※複数枚のクーポン利用はできません。複数のクーポンを適用すると最後の1枚のみ適用されます。

適用されていること
をご確認ください。

「クーポンコード」を入力してください。１ ２ １

「適用する」を押下してください。
※「適用する」をクリックしない場合は、

クーポンコードが反映されません。

２
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1-7.  送料
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商品の合計金額が税抜3,000円以上の場合は送料無料、
3,000円未満の場合は一律200円となります。
ただし、クーポンご利用の場合は、控除後の金額に対して計算されます。
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1-8.  決済方法

⚫ お持ちのAmazonアカウントに保存されている情報を使って、素早くお支払いいただけます。

⚫ に対応しています。

※amazonアカウントをお持ちでない場合はサイト上でアカウント作成も行えます。

素早くお支払いいただけます。

すでに登録されているクレジットカード、Amazonギフト券残高からのお支払い

⚫ クレジットカードでお支払いを場合にご利用になれます。
⚫ お支払い時に「ログイン状態を保持する」にチェックにいれるだけで次回からログインなしで決済ができます。
⚫ 初回ご利用時にはクレジットカードの情報とメールアドレスが必要となります。

クレジットカードでお支払いをしたい場合にご利用になれます。

⚫ メールアドレスと携帯番号だけで利用できます。
⚫ 支払方法は、コンビニ払い、銀行振込及び口座振替のいずれかを選択いただけます。
⚫ 毎月請求確定分を月末締めで翌月1日に請求書を発行し、3日までにEメール・SMSにてご案内いたします。

コンビニ払い、銀行振込及び口座振替

⚫ クレジットカード（Visa/Mastercard）がご利用いただけます。
⚫ お支払い回数は1回のみとなります。
⚫ セキュリティレベルを高めるため、一部ご利用いただけないカードがございます。

クレジットカード（Visa/Mastercard）がご利用いただけます。

現在、 、 、 、 、 、 がご利用いただけます。



1-8.  決済方法（クレジットカードの場合）

③クレジットカード決済（GMOイプ
シロン）を押下して、ご注文を完了
させてください。
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❷

①先に配送先住所をご入力ください ②「お支払いへ進む」を押下してください。

❶

をご利用いただく場合



1-8.  決済方法（クレジットカードの場合）
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④必要情報をご入力後、送信ボタンを
押下してください。 ⑤注文完了画面が表示されます。

をご利用いただく場合



1-8.  決済方法（amazon payの場合）

をご利用いただく場合

① amazon payを押下してください。 ② amazonアカウントで
ログインしてください。

③配送先を選択してください。
（amazonに登録済みの支払方法
が表示されます）

Amazonアカウントを
お持ちでない方はアカウント作成を
お願いいたします。

amazonに登録済みの
配送方法が表示されます
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1-8.  決済方法（amazon payの場合）

をご利用いただく場合

④住所が正しく選択されているか
確認してください。

⑤支払方法を選択し、「ご注
文完了」を押下してください。

⑥注文完了画面が表示されます。

amazonに登録済みの
支払方法が表示されます
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※すでにアカウントをお持ちの方は
ログイン画面が表示されます。

をご利用いただく場合

1-8.  決済方法（PayPalの場合）

① PayPalを押下してください。 ②メールアドレスを入力ください。③クレジットカードの情報を
登録ください。

④配送先住所を登録してください。
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1-8.  決済方法（PayPalの場合）

をご利用いただく場合

⑤住所が正しく選択されているか
確認してください。

⑥「ご注文完了」を押下して
ください。

⑦注文完了画面が表示されます。
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1-8.  決済方法（PayPalの場合）

をご利用いただく場合

⑤住所が正しく選択されているか
確認してください。

⑥「ご注文完了」を押下して
ください。

⑦注文完了画面が表示されます。
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1-8.  決済方法（paidyの場合）

をご利用いただく場合

③ paidyを押下して、ご注文を完了
させてください。
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❷

①先に配送先住所をご入力ください

❶

②「お支払いへ進む」を押下してください。



1-8.  決済方法（paidyの場合）

をご利用いただく場合
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※翌月1日から3日にまでの間にpaidyよりメール・SMSにて請求情報が届きます。
請求情報をご確認のうえ、支払をお願いいたします。

⑥⑤で入力した携帯電話番号に
SMSで届いた認証コードを
入力ください ⑦注文完了画面が表示されます。

⑤メールアドレス/携帯電話番号を
入力ください④「次へ」を押下してください



1-9.  領収書発行方法

①サイト右上のアイコンからマイページへアクセスし、
領収書を発行したい注文の[領収書]を押下してください
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②「印刷する/PDF保存」を押下することで
印刷・保存ができます

❷

❶



「薬剤師へのLINE相談」のご利用方法

薬剤師へのLINE相談とは？
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2-1.  薬剤師へのLINE相談とは？
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※PCからアクセスされている場合は、
表示されるQRコードをお手持ちの
スマートフォンで読み込んでください

①「あなたの薬箱」TOPページ
TOPページ中央の「LINEで薬剤師に相談する」を
押下してください。

②「薬剤師にLINEで相談」ページ
「LINEで相談する」を押下し、お友達登録をしてからご相談
ください。

2-2.  相談方法
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