
平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
この度、合成ペニシリン製剤 “　　　　　　　  　” につきまして包装追加、販売中止及び包装変更を行いますので
ご案内申し上げます。
当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

御得意様各位

包装追加のお知らせ

製造販売元

東京都千代田区大手町1-6-1

合成ペニシリン製剤
処方せん医薬品*

アモキシシリン水和物散
＊注意 － 医師等の処方せんにより使用すること。

■パセトシン細粒　包装一覧

パセトシン細粒10％　1g×300包   

パセトシン細粒10％　1g×500包

パセトシン細粒10％　バラ100g

包　装 統一商品コード 案内情報

057 58718 9

057 54833 3

057 54832 6

包装追加

販売中止

包装変更

お知らせ

1g×300包
販売中止のお知らせ1g×500包
包装変更のお知らせバラ100g

　

（12-4）M

■変更品の識別方法
変更品（バラ100g）の函に以下の表示をいたします。

■変更品の包装仕様及び出荷予定月等
バラ100g 包装容器を褐色ガラス瓶より樹脂ボトルに変更いたしました。

※1　統一商品コード、JANコードに変更はありません。
※2　変更品の出荷月は、在庫状況により若干前後する場合があります。ご了承ください。

バラ100gのボトル変更
旧 新

品　　名

パセトシン細粒10％

包　装

バラ100g

統一商品
コード

057 54832 6 22001D

変更実施
ロット番号

出 荷
予定月

10月

函サイズ

個装函：70×70×138mm⇒66×66×144mm
外装箱：375×304×172mm⇒340×285×155mm

2012年5-6月

包装変更について
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1g×300包

包　装

発売日 
統一商品コード 
JANコード 

GS1コード
 

HOTコード 
薬価基準収載医薬品コード 
レセプト電算コード 
単位当たり薬価基準（1g） 
包装薬価 
使用期限 
外装箱入数 
内装函サイズ（外寸mm） 
外装箱サイズ（外寸mm）

1g×300包
2012年7月6日
057-58718-9

1107265010203
6131001C1228
620007026
10.70
3210.00
2年
6

155 × 132 × 145
415 × 326 × 157

合成ペニシリン製剤

分包デザイン及び販売中止について
＊処方せん医薬品（注意ー医師等の処方せんにより使用すること）

貯法：室温保存

処方せん医薬品＊

包装追加

販売包装単位(内装函)
元梱包装単位(外装箱)

■1g×300包の分包デザイン
1g×500包の分包デザインと異なります。

■販売中止内容
1g×500包 包装を2012年10月末日をもって販売中止させていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■1g×300包の識別方法
1g×300包の函に以下の表示をいたします。

患者さま用お知らせカードを封入しております。

分包のデザイン
販売中止品 1g×500包 包装追加品 1g×300包

●シート：1g×縦3包
●サイズ：177×47mm　1包あたり47×57mm

●シート：1g×横3包
●サイズ：69×148mm 　1包あたり49×69mm

※次頁にも変更案内がございますのでご確認ください。

アモキシシリン水和物散
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1g×300包

包　装

発売日 
統一商品コード 
JANコード 

GS1コード
 

HOTコード 
薬価基準収載医薬品コード 
レセプト電算コード 
単位当たり薬価基準（1g） 
包装薬価 
使用期限 
外装箱入数 
内装函サイズ（外寸mm） 
外装箱サイズ（外寸mm）

1g×300包
2012年7月6日
057-58718-9

1107265010203
6131001C1228
620007026
10.70
3210.00
2年
6

155 × 132 × 145
415 × 326 × 157

合成ペニシリン製剤

分包デザイン及び販売中止について
＊処方せん医薬品（注意ー医師等の処方せんにより使用すること）

貯法：室温保存

処方せん医薬品＊

包装追加

販売包装単位(内装函)
元梱包装単位(外装箱)

■1g×300包の分包デザイン
1g×500包の分包デザインと異なります。

■販売中止内容
1g×500包 包装を2012年10月末日をもって販売中止させていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■1g×300包の識別方法
1g×300包の函に以下の表示をいたします。

患者さま用お知らせカードを封入しております。

分包のデザイン
販売中止品 1g×500包 包装追加品 1g×300包

●シート：1g×縦3包
●サイズ：177×47mm　1包あたり47×57mm

●シート：1g×横3包
●サイズ：69×148mm 　1包あたり49×69mm

※次頁にも変更案内がございますのでご確認ください。

アモキシシリン水和物散
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平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
この度、合成ペニシリン製剤 “　　　　　　　  　” につきまして包装追加、販売中止及び包装変更を行いますので
ご案内申し上げます。
当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

御得意様各位

包装追加のお知らせ

製造販売元

東京都千代田区大手町1-6-1

合成ペニシリン製剤
処方せん医薬品*

アモキシシリン水和物散
＊注意 － 医師等の処方せんにより使用すること。

■パセトシン細粒　包装一覧

パセトシン細粒10％　1g×300包   

パセトシン細粒10％　1g×500包

パセトシン細粒10％　バラ100g

包　装 統一商品コード 案内情報

057 58718 9

057 54833 3

057 54832 6

包装追加

販売中止

包装変更

お知らせ

1g×300包
販売中止のお知らせ1g×500包
包装変更のお知らせバラ100g

　

（12-4）M

■変更品の識別方法
変更品（バラ100g）の函に以下の表示をいたします。

■変更品の包装仕様及び出荷予定月等
バラ100g 包装容器を褐色ガラス瓶より樹脂ボトルに変更いたしました。

※1　統一商品コード、JANコードに変更はありません。
※2　変更品の出荷月は、在庫状況により若干前後する場合があります。ご了承ください。

バラ100gのボトル変更
旧 新

品　　名

パセトシン細粒10％

包　装

バラ100g

統一商品
コード

057 54832 6 22001D

変更実施
ロット番号

出 荷
予定月

10月

函サイズ

個装函：70×70×138mm⇒66×66×144mm
外装箱：375×304×172mm⇒340×285×155mm

2012年5-6月

包装変更について
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