
2018年1月 

包装変更のご案内 

MKS27I002D

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、下記製品の包装を変更致しますのでご案内申し上げます。 

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。 謹白 

ファイザー株式会社 

〔対象製品〕 

個装箱の表示、PTPシートの変更等 

アーテン錠(2mg) 

アカルボース錠 50㎎・100 ㎎「ファイザー」 

アネメトロ点滴静注液500㎎ 

アルダクトン A細粒 10％ 

カフコデ N配合錠 

注射用メソトレキセート 50 ㎎ 

ノルバスク錠 2.5 ㎎・5㎎・10 ㎎ 

ノルバスク OD錠 2.5 ㎎・5㎎ 

ボグリボース OD 錠 0.2 ㎎・0.3mg「マイラン」 

ロキシスロマイシン錠 150 ㎎「ファイザー」 

各製品の変更内容の詳細は次ページ以降の案内をご参照下さい。 
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アーテン錠(2mg)の包装変更 

① 個装箱、ラベルに以下の変更を実施致しました。

 デザインを変更し、含量表示に規格が単一であることを示す上下マーク「▲▼」を追加致し

ました。 

② 個装箱に製造番号・使用期限情報入りの GS1 コードを表示致しました。

個装箱の変更 

従来品 変更品 

ラベルの変更 

従来品 変更品 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に GS1変動情報対応品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1コード 

（販売包装単位） 

アーテン錠(2mg) 
100錠 

（瓶） 
114-55460-4

(01)04987114554697 
W07783 2018年2月 

(01)14987114554601 
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アカルボース錠50mg・100mg｢ファイザー｣の包装変更 

●個装箱に以下の変更を実施致しました。

 製造番号・使用期限情報の印字面を変更致しました。 

 製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

個装箱の変更(例 100㎎/100錠包装) 

従来品 変更品 

 

イラストは一例です。50㎎/100錠包装も同様の変更となります。 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に 表示変更品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1コード 

（販売包装単位） 

アカルボース錠 

50mg｢ファイザー｣ 

100錠 

（PTP） 
114-00100-9

(01)04987114001092 
T53449A 2018年6月 

(01)14987114001006 

アカルボース錠

100mg｢ファイザー｣ 

100錠 

（PTP） 
114-00120-7

(01)04987114001290 
T44083 2018年2月 

(01)14987114001204 

印字面を箱の反対側に移動 
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アネメトロ点滴静注液500mgの包装変更 

① バイアルラベルのデザインおよびハンガーの形式を変更致しました。

② 個装箱に以下の変更を実施致しました。

 デザインを変更致しました。 

 製造番号・使用期限情報の印字面を変更致しました。 

 製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

バイアルラベルの変更

従来品 変更品 
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個装箱の変更 

従来品 変更品 

 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に 包装変更品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1コード 

（販売包装単位） 

アネメトロ 

点滴静注液500mg 

5 

バイアル 
114-12690-0 

(01)04987114126993 
W14047 2018年2月 

(01)14987114126907 

印字面を箱の反対側に移動 
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アルダクトンA細粒10%の包装変更 

① 瓶ラベルのデザインを変更し、含量表示に規格が単一であることを示す上下マーク「▲▼」

を追加致しました。

② 個装箱に以下の変更を実施致しました。

  デザインを変更致しました。 

  含量表示に規格が単一であることを示す上下マーク「▲▼」を追加致しました。 

  製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

瓶ラベルの変更 

従来品 変更品 

個装箱の変更 

従来品 変更品 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱にGS1変動情報対応品の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1 コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1 コード 

（販売包装単位） 

アルダクトン 

A細粒10% 

100g

（瓶） 
114-93880-0

(01)04987114938893 
W00689A 2018年2月 

(01)14987114938807 
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カフコデＮ配合錠の包装変更 

① 製造都合により、PTP シートの寸法を変更致しました。それに伴いレイアウトを微調整致

しました。

② 個装箱に以下の変更を実施致しました。

  寸法を変更致しました。併せて梱包箱の寸法を変更致しました。 

  製造番号・使用期限情報の印字面を変更致しました。（100 錠 PTP のみ） 

  製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

PTP シートの変更(10 錠シート) (単位：mm)

従来品 変更品 

個装箱の変更(100 錠包装) (単位：mm)

従来品 変更品 

 

 

95 

40 

94 

37 

50 

40 

120 

125 

55 

43 

印字面を箱の反対側に移動 
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個装箱の変更(1000錠包装) （単位：mm）

従来品 変更品 

  

〔個装箱・梱包箱の寸法の変更〕 （単位：mm）

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱にPTPシート変更品の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1 コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1 コード 

（販売包装単位） 

カフコデＮ配合錠 
100錠 

（PTP） 
114-00320-1

(01)04987114003294
A203AA7 2018年2月 

(01)14987114003208

カフコデＮ配合錠 
1000錠 

（PTP） 
114-00330-0

(01)04987114003294
A201AA7 2018年3月 

(01)14987114003307

製品名 包装 
個装箱 

梱包箱 

（カッコ内は入数） 

従来品 変更品 従来品 変更品 

カフコデＮ配合錠 
100錠 

（PTP） 
55×43×125 50×40×120 

371×266×284 

（100） 

530×260×225

（100） 

カフコデＮ配合錠 
1000錠 

（PTP） 
155×105×125 148×100×120

541×296×144 

（10） 

520×315×145

（10） 

148 

100 

120 

155 

105 

125 
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注射用メソトレキセート50㎎の包装変更 

① バイアルキャップの形状を変更致しました。

② 個装箱およびバイアルラベルのデザインを変更致しました。

バイアルの変更 

従来品 変更品 

個装箱の変更 

従来品 変更品 

中央の凹凸を削除 
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〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に キャップ変更品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期

GS1コード 

（販売包装単位） 

注射用 

メソトレキセート50㎎

１ 

バイアル 
114-55270-9

(01)04987114552792 
T74362 2018年2月

(01)14987114552706 
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ノルバスク錠2.5mg・5mg・10㎎の包装変更 

① 瓶包装のラベルのデザインを変更致しました。

② 個装箱に以下の変更を実施致しました。

  デザインを変更致しました。 

  製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

ラベルの変更(2.5mg/500 錠(瓶)包装) 

従来品 変更品 

ラベルの変更(5mg/500 錠(瓶)包装) 

従来品 変更品 

個装箱の変更(2.5mg/500 錠(瓶)包装) 

従来品 変更品 
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個装箱の変更(5mg/500 錠(瓶)包装) 

従来品 変更品 

個装箱の変更(5mg/100 錠(PTP)包装) 

従来品 変更品 

個装箱の変更(10mg/100 錠(PTP)包装) 

従来品 変更品 
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個装箱の変更(5mg/500 錠(PTP)包装) 

従来品 変更品 

個装箱の変更(5mg/1000 錠(PTP)包装) 

従来品 変更品 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱にGS1変動情報対応品の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1 コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期

GS1 コード 

（販売包装単位） 

ノルバスク錠2.5mg 
500錠

（瓶） 
114-33140-3

(01)04987114331496 
W22970 2018年4月

(01)14987114331400 

ノルバスク錠5mg 
500錠

（瓶） 
114-33540-1

(01)04987114335494 
W31902 2018年4月

(01)14987114335408 

ノルバスク錠5mg 
100錠

（PTP） 
114-33500-5

(01)04987114335098 
W15265 2018年3月

(01)14987114335002 

ノルバスク錠5mg 
500錠

（PTP） 
114-33520-3

(01)04987114335098 
W07772 2018年3月

(01)14987114335200 

ノルバスク錠5mg 
1000錠

（PTP） 
114-33580-7

(01)04987114335098 
W04748 2018年2月

(01)14987114335804 

ノルバスク錠10mg 
100錠

（PTP） 
114-33760-3

(01)04987114337696 
W09784A 2018年4月

(01)14987114337600 

ノルバスク錠10㎎100錠包装の統一商品コードおよびGS1コードを訂正致しました。
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ノルバスクOD錠2.5㎎・5mgの包装変更 

① 瓶包装のラベルのデザインを変更致しました。

② 個装箱に以下の変更を実施致しました。

  デザインを変更致しました。

  製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

ラベルの変更（2.5㎎/500錠(瓶)包装） 

従来品 変更品 

ラベルの変更（5㎎/500錠(瓶)包装） 

従来品 変更品 

個装箱の変更（2.5mg/500 錠 (瓶)包装） 

従来品 変更品 
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個装箱の変更（5mg/500 錠 (瓶)包装） 

従来品 変更品 

個装箱の変更（5mg/100 錠 PTP） 

従来品 変更品 
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個装箱の変更（例 5mg/700 錠 PTP） 

従来品 変更品 

5mg/500 錠（PTP）、5mg/1000 錠（PTP）包装も同様の変更となります。 

〔変更品の識別について〕 

個装箱および梱包箱に GS1 変動情報対応品の表示を行ないます。

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1 コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1 コード 

（販売包装単位） 

ノルバスクOD錠2.5mg
500錠 

(瓶) 
114-33620-0

(01)04987114336293
X13186 2018年6月 

(01)14987114336207

ノルバスクOD錠5mg 
500錠 

(瓶) 
114-33670-5

(01)04987114336798
X13184 2018年7月 

(01)14987114336702

ノルバスクOD錠5mg 
100錠 

(PTP) 
114-33650-7

(01)04987114336590
W00814 2018年2月 

(01)14987114336504

ノルバスクOD錠5mg 
500錠 

(PTP) 
114-33660-6

(01)04987114336590
W00810 2018年3月 

(01)14987114336603

ノルバスクOD錠5mg 
700錠 

(PTP) 
114-33720-7

(01)04987114337290
T97661 2018年2月 

(01)14987114337204

ノルバスクOD錠5mg 
1000錠

(PTP) 
114-33730-6

(01)04987114336590
T97662 2018年2月 

(01)14987114337303 
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ボグリボースOD錠0.2mg・0.3mg｢マイラン｣の包装変更 

●個装箱に以下の変更を実施致しました。

 製造番号・使用期限情報の印字面を変更致しました。 

 製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

個装箱の変更(例 0.3㎎/100錠包装) 

従来品 変更品 

 

イラストは一例です。0.2㎎/100錠包装も同様の変更となります。 

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に 表示変更品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期 

GS1コード 

（販売包装単位） 

ボグリボースOD錠

0.2mg｢マイラン｣ 

100錠 

(PTP) 
114-00680-6

(01)04987202305019
T22553 2018年3月 

(01)14987114006803

ボグリボースOD錠

0.3mg｢マイラン｣ 

100錠 

(PTP) 
114-00700-1

(01)04987202306016
T44094 2018年2月 

(01)14987114007008

印字面を箱の反対側に移動 
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ロキシスロマイシン錠150mg「ファイザー」の包装変更 

① 個装箱に以下の変更を実施致しました。

 製造番号・使用期限情報の印字面を変更致しました。 

 製造番号・使用期限情報入りの GS1 コード表示に変更致しました。 

併せてレイアウトを若干変更致しました。 

② 梱包箱の寸法および入数を変更致しました。

個装箱の変更 

従来品 変更品 

 

〔梱包箱の寸法・入数の変更〕 （単位：mm）

〔変更品の識別について〕 

変更後3ヶ月間の製造分までは個装箱および梱包箱に 表示変更品 の表示を行ないます。 

以上の変更は下記製造番号の製品より行います。 

製品名 包装 
統一商品 

コード 

GS1コード 

（調剤包装単位） 初回 

製造番号 
出荷時期

GS1コード 

（販売包装単位） 

ロキシスロマイシン錠

150mg「ファイザー」 

100錠 

(PTP) 
114-00750-6

(01)04987114007599
T53454A 2018年3月

(01)14987114007503

製品名 包装 
従来品 

（カッコ内は入数） 

変更品 

（カッコ内は入数） 

ロキシスロマイシン錠

150mg「ファイザー」 

100錠 

(PTP) 

511×241×194 

(90) 

371×231×274 

(100) 

印字面を箱の反対側に移動 
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お問い合わせ先：ファイザー株式会社 製品情報センター学術情報ダイヤル 0120-664-467 

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7 （新宿文化クイントビル） 

下記Webサイトにも医療用製品情報を掲載しています。 

http://pfizerpro.jp 

●再生紙を使用しています。




