
No.10
2013

記

謹啓　時下、益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記のとおり
の包装を変更いたしますのでご案内申し上げます。
先生方にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。　

謹白

＊：平成24年6月29日付薬食安発0629第2号および医政経発0629第2号の「「医療用医薬品への
バーコード表示の実施要綱」の一部改正について」に基づき、PTPシートにGS1コード（調剤包
装単位）を表示いたします。

  変更内容1

販売名 包装

変更内容

調剤包装単位（PTPシート）

GS1コード表示追加* デザイン変更

ラミクタール錠小児用2mg

ラミクタール錠小児用５mg

ラミクタール錠25mg

ラミクタール錠100mg

2mg×140
（14錠×10）
5mg×140
（14錠×10）
25mg×140
（14錠×10）
100mg×140
（14錠×10）

○

○

○

○

○

○

○

○

 

包装変更のお知らせ

中面もご覧ください▶

■GS1コード（調剤包装単位）
販売名 調剤包装単位 GS1コード（調剤包装単位）

ラミクタール錠小児用2mg

ラミクタール錠小児用５mg

ラミクタール錠25mg

ラミクタール錠100mg

2mg×140
（14錠×10）
5mg×140
（14錠×10）
25mg×140
（14錠×10）
100mg×140
（14錠×10）

(01)04987246951043

(01)04987246951050

(01)04987246951067

(01)04987246951074

現行品 変更品

現行品 変更品

■PTPシート
　ラミクタール錠小児用2mg

　ラミクタール小児用5mg
　ラミクタール錠100mg

　ラミクタール錠25mg
現行品 変更品

現行品 変更品

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

販売名 包　装 変更ロット 出荷予定時期

ラミクタール錠小児用2mg

ラミクタール錠小児用５mg

ラミクタール錠25mg

ラミクタール錠100mg

2mg×140
（14錠×10）
5mg×140
（14錠×10）
25mg×140
（14錠×10）
100mg×140
（14錠×10）

A12049

A12048

A12069

A12065

2013年8月

2013年7月

2013年6月中旬

2013年5月下旬

  変更ロット、出荷予定時期2

しばらくの間、カートンに以下のカードを貼付いたします。

表紙       　　 患者様向けカード

以上

サイズ： 80×30mm
  10枚綴り

  対応3 、 、 、

・PTPシートのサイズの変更はありません。
・錠剤の変更はありません。

・PTPシートのサイズの変更はありません。
・錠剤の変更はありません。

・PTPシートのサイズの変更はありません。
・錠剤の変更はありません。

・PTPシートのサイズの変更はありません。
・錠剤の変更はありません。

おもて面 うら面 おもて面 うら面

おもて面 うら面 おもて面 うら面

GS1コード（調剤包装単位）

おもて面 うら面 おもて面 うら面

GS1コード（調剤包装単位）

GS1コード（調剤包装単位）

GS1コード（調剤包装単位）

おもて面 うら面 おもて面 うら面
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