包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

アカルボース錠50mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476220100

(01)14987476124511

4987476124514

出荷済み

アカルボース錠50mg「YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476220100

(01)14987476124528

4987476124521

出荷済み

アカルボース錠100mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476220209

(01)14987476124610

4987476124613

出荷済み

アカルボース錠100mg「YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476220209

(01)14987476124634

4987476124637

出荷済み

アカルボース錠100mg「YD」

ＰＴＰ1050錠

(01)04987476220216

(01)14987476124627

4987476124620

2015.12中旬

アジスロマイシンカプセル小児用100mg｢YD｣

ＰＴＰ60カプセル

(01)04987476246100

(01)14987476166306

4987476166309

2016.2下旬

アジスロマイシン細粒小児用10%｢YD｣

バラ100g

(01)04987476246216

(01)14987476166412

4987476166415

2015.9下旬

アジスロマイシン錠250mg｢YD｣

ＰＴＰ60錠

(01)04987476246315

(01)14987476166511

4987476166514

2016.1上旬

アゼルニジピン錠8mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476234602

(01)14987476154402

4987476154405

出荷済み

アゼルニジピン錠16mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476234701

(01)14987476154501

4987476154504

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月
JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

(01)14987476154518

4987476154511

出荷済み

(01)04987476231809

(01)14987476151500

4987476151503

出荷済み

ＰＴＰ500錠

(01)04987476231809

(01)14987476151517

4987476151510

出荷済み

アトルバスタチン錠5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476231816

(01)14987476151524

4987476151527

2016.1下旬

アトルバスタチン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476231908

(01)14987476151609

4987476151602

出荷済み

アトルバスタチン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476231908

(01)14987476151616

4987476151619

出荷済み

アトルバスタチン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ700錠

(01)04987476231915

(01)14987476151623

4987476151626

出荷済み

アトルバスタチン錠10mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476231922

(01)14987476151630

4987476151633

出荷済み

ｱﾐﾆｯｸ輸液

200mL×30袋

(01)04987476239706

(01)14987476159902

(01)24987476159909

4987476159905

出荷済み

ｱﾐﾕｰ配合顆粒

2.5g×210包

2015.5予定

(01)14987476165200

(01)24987476165207

4987476165203

出荷済み

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

アゼルニジピン錠16mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476234701

アトルバスタチン錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

アトルバスタチン錠5mg｢YD｣
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元梱単位コード

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

2015.8予定

(01)14987476165217

(01)24987476165214

4987476165210

2015.8予定

ｱﾐﾕｰ配合顆粒

2.5g×630包

アムロジピンＯＤ錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476223705

(01)14987476129417

4987476129410

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476223705

(01)14987476129424

4987476129427

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠2.5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476223712

(01)14987476129431

4987476129434

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476223804

(01)14987476129516

4987476129519

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476223804

(01)14987476129523

4987476129526

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476223811

(01)14987476129530

4987476129533

出荷済み

アムロジピンＯＤ錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476246407

(01)14987476166603

4987476166606

出荷済み

アムロジピン錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476215908

(01)14987476118213

4987476118216

出荷済み

アムロジピン錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476215915

(01)14987476118220

4987476118223

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

アムロジピン錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476215908

(01)14987476118237

4987476118230

出荷済み

アムロジピン錠2.5mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476215922

(01)14987476118244

4987476118247

出荷済み

アムロジピン錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476216004

(01)14987476118312

4987476118315

出荷済み

アムロジピン錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476216011

(01)14987476118329

4987476118322

出荷済み

アムロジピン錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476216004

(01)14987476118336

4987476118339

出荷済み

アムロジピン錠５mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476216028

(01)14987476118343

4987476118346

出荷済み

アムロジピン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476234800

(01)14987476154600

4987476154603

出荷済み

ｱﾙｷﾞﾆﾝ点滴静注30g「AY｣

ﾊﾞｯｸﾞ2袋

(01)04987476240108

(01)14987476160328

4987476160321

2015.8上旬

アルジオキサ顆粒50%｢YD｣

バラ1000ｇ

(01)04987476233902

(01)14987476153702

4987476153705

出荷済み

アレンドロン酸錠5mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232004

(01)14987476151708

4987476151701

出荷済み
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(01)24987476160325

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

アレンドロン酸錠35mg「YD」

ＰＴＰ20錠

(01)04987476232103

(01)14987476151807

4987476151800

出荷済み

アンタゴスチンカプセル50mg

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476218909

(01)14987476119814

4987476119817

出荷済み

アンタゴスチンカプセル50mg

ＰＴＰ1000カプセ
ル

2015.10中旬

(01)14987476119821

4987476119824

出荷済み

アンタゴスチンカプセル50mg

バラ1000カプセ
ル

(01)04987476218916

(01)14987476119838

4987476119831

出荷済み

アンタゴスチン細粒１０％

0.5g×120包

(01)04987476200805

(01)14987476112815

4987476112818

出荷済み

アンタゴスチン細粒１０％

0.5g×1200包

(01)04987476200805

(01)14987476146919

4987476146912

出荷済み

アンタゴスチン細粒１０％

バラ100g

(01)04987476200829

(01)14987476112822

4987476112825

出荷済み

アンタゴスチン細粒１０％

バラ1000g

(01)04987476200812

(01)14987476146926

4987476146929

出荷済み

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236903

(01)14987476157106

4987476157109

出荷済み

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476236903

(01)14987476157113

4987476157116

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

EL-3号輸液

500mL×20袋

(01)04987476239300

(01)14987476159506

(01)24987476159503

4987476159509

出荷済み

10%EL-3号輸液

500mL×20袋

(01)04987476239409

(01)14987476159605

(01)24987476159602

4987476159608

出荷済み

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476210125

(01)14987476106340

4987476106343

出荷済み

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476210125

(01)14987476106357

4987476106350

出荷済み

イトプリド塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476216301

(01)14987476118411

4987476118414

出荷済み

イトプリド塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476216301

(01)14987476118428

4987476118421

出荷済み

イトプリド塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476216325

(01)14987476118442

4987476118445

2016.3中旬

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476222227

(01)14987476128045

4987476128048

出荷済み

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476222227

(01)14987476128052

4987476128055

出荷済み

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230123

(01)14987476139737

4987476139730

2015.8下旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476210071

(01)14987476126256

4987476126259

出荷済み

イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476210071

(01)14987476126263

4987476126266

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.2下旬

(01)14987476117711

4987476117714

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476215502

(01)14987476117810

4987476117813

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ560錠

2016.1中旬

(01)14987476117827

4987476117820

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

2016.2中旬

(01)14987476117834

4987476117837

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠５mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476215526

(01)14987476117841

4987476117844

出荷済み

イミダプリル塩酸塩錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.1上旬

(01)14987476117919

4987476117912

出荷済み

インドメタシンパップ70mg「ＹＤ」

70枚

(01)04987476222005

(01)14987476127819

4987476127812

出荷済み

インドメタシンパップ70mg「ＹＤ」

560枚

(01)04987476222005

(01)14987476127826

4987476127829

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

AK-ｿﾘﾀ透析剤･DL

A剤：9L 1本
B剤：11.5L 1本

(01)04987476240702

(01)14987476160908

(01)24987476160905

4987476160901

出荷済み

AK-ｿﾘﾀ透析剤･DP

A剤：9L 1本
B剤：672g×1包

(01)04987476240801

(01)14987476161004

(01)24987476161001

4987476161007

出荷済み

AK-ｿﾘﾀ透析剤･FL

A剤：9L 1本
B剤：11.5L 1本

(01)04987476240900

(01)14987476161103

(01)24987476161100

4987476161106

出荷済み

AK-ｿﾘﾀ透析剤･FP

A剤：9L 1本
B剤：738g×1包

(01)04987476241006

(01)14987476161202

(01)24987476161209

4987476161205

出荷済み

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」

1.5g×112包

(01)04987476215106

(01)14987476117414

4987476117417

出荷済み

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」

1.5g×560包

(01)04987476215106

(01)14987476117421

4987476117424

出荷済み

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」

バラ1000g

(01)04987476215113

(01)14987476117438

4987476117431

出荷済み

エダラボン点滴静注液30mg「ＹＤ」

20ml×10

(01)04987476226607

(01)14987476136118

4987476136111

出荷済み

エダラボン点滴静注バッグ30mg「ＹＤ」

100ml×10袋

(01)04987476227000

(01)14987476136613

4987476136616

2015.9上旬

エバスチンＯＤ錠5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.1上旬

(01)14987476129714

4987476129717

2016.1上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

エバスチンＯＤ錠5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

未定

(01)14987476129721

4987476129724

未定

エバスチンＯＤ錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476224009

(01)14987476129813

4987476129816

2016.10下旬

エバスチンＯＤ錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476224009

(01)14987476129820

4987476129823

2017.1上旬

エバスチン錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.9上旬

(01)14987476117513

4987476117516

2016.9上旬

エバスチン錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.1中旬

(01)14987476117612

4987476117615

2016.1中旬

エバスチン錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

2016.5中旬

(01)14987476117629

4987476117622

2016.5中旬

エパルレスタット錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476201604

(01)14987476108917

4987476108910

出荷済み

エパルレスタット錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ420錠

2016.8中旬

(01)14987476108924

4987476108927

出荷済み

エパルレスタット錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476201604

(01)14987476108931

4987476108934

出荷済み

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237900

(01)14987476158103

4987476158106

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476237900

(01)14987476158110

4987476158113

2016.1下旬

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ560錠

(01)04987476237917

(01)14987476158127

4987476158120

未定

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238006

(01)14987476158202

4987476158205

出荷済み

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476238006

(01)14987476158219

4987476158212

出荷済み

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ700錠

(01)04987476238013

(01)14987476158226

4987476158229

出荷済み

ｴﾚﾒﾝﾐﾂｸ注

2mL×10管

(01)04987476244403

(01)14987476164500

(01)24987476164507

4987476164503

出荷済み

ｴﾚﾒﾝﾐﾂｸ注

2mL×50管

(01)04987476244403

(01)14987476164517

(01)24987476164514

4987476164510

出荷済み

ｴﾚﾒﾝﾐﾂｸ注ｷｯﾄ

2mL×10筒

(01)04987476244502

(01)14987476164609

(01)24987476164606

4987476164602

出荷済み

塩酸リトドリン錠５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476202106

(01)14987476109815

4987476109818

出荷済み

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232721

(01)14987476152521

4987476152524

2015.8中旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476206623

(01)14987476148371

4987476148374

2015.9上旬

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476206623

(01)14987476148388

4987476148381

2015.10中旬

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476229929

(01)14987476139430

4987476139433

出荷済み

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232202

(01)14987476151906

4987476151909

出荷済み

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476232202

(01)14987476151913

4987476151916

出荷済み

オロパタジン塩酸塩5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232301

(01)14987476152002

4987476152005

出荷済み

オロパタジン塩酸塩5mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476232301

(01)14987476152019

4987476152012

出荷済み

オロパタジン塩酸塩5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476232318

(01)14987476152026

4987476152029

出荷済み

ｶｰﾎﾞｽﾀｰ透析剤･L

A剤：6L 1本
B剤：7.6L 1本

(01)04987476241204

(01)14987476161400

(01)24987476161407

4987476161403

出荷済み

ｶｰﾎﾞｽﾀｰ透析剤･L

A剤：9L 1本
B剤：11.5L 1本

(01)04987476241211

(01)14987476161417

(01)24987476161414

4987476161410

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ｶｰﾎﾞｽﾀｰ透析剤･M

A剤：10L 1本
B剤：1,030g 1包

(01)04987476241303

(01)14987476161509

(01)24987476161506

4987476161502

出荷済み

ｶｰﾎﾞｽﾀｰ透析剤･P

A剤：2,883g×3
包
B剤：1,030g×3
包

(01)04987476241402

(01)14987476161608

(01)24987476161605

4987476161601

出荷済み

ガスオール錠40mg「陽進」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476202304

(01)14987476143574

4987476143577

出荷済み

ガスオール錠40mg「陽進」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476202304

(01)14987476143512

4987476143515

出荷済み

ガスオール錠40mg「陽進」

バラ1000錠

(01)04987476202311

(01)14987476143536

4987476143539

出荷済み

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476214024

(01)14987476109549

4987476109542

出荷済み

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476214024

(01)14987476109556

4987476109559

出荷済み

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476214123

(01)14987476109648

4987476109641

出荷済み

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476214123

(01)14987476109655

4987476109658

2015.12下旬

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠30mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236101

(01)14987476156208

4987476156201

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

4987476156218

出荷済み

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠30mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476236101

(01)14987476156215

カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476248104

(01)14987476168201

(01)24987476168208

4987476168204

出荷済み

カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476248104

(01)14987476168218

(01)24987476168215

4987476168211

出荷済み

カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476248111

(01)14987476168225

(01)24987476168222

4987476168228

出荷済み

カンデサルタン錠４ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476248203

(01)14987476168300

(01)24987476168307

4987476168303

出荷済み

カンデサルタン錠４ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476248203

(01)14987476168317

(01)24987476168314

4987476168310

出荷済み

カンデサルタン錠４ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476248210

(01)14987476168324

(01)24987476168321

4987476168327

出荷済み

カンデサルタン錠８ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476248302

(01)14987476168409

(01)24987476168406

4987476168402

出荷済み

カンデサルタン錠８ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476248302

(01)14987476168416

(01)24987476168413

4987476168419

出荷済み

カンデサルタン錠８ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476248319

(01)14987476168423

(01)24987476168420

4987476168426

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476248401

(01)14987476168508

(01)24987476168505

4987476168501

出荷済み

カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476248401

(01)14987476168515

(01)24987476168512

4987476168518

出荷済み

カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476248418

(01)14987476168522

(01)24987476168529

4987476168525

出荷済み

ガンマオリザノール細粒20%｢YD｣

バラ1000ｇ

(01)04987476233407

(01)14987476153207

4987476153200

2016.1上旬

クアゼパム錠15mg｢YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476214505

(01)14987476111719

4987476111712

2015.10中旬

クアゼパム錠15mg｢YD」

ＰＴＰ500錠

2015.10上旬

(01)14987476111726

4987476111729

2015.12下旬

クアゼパム錠15mg｢YD」

バラ500錠

(01)04987476214512

(01)14987476111733

4987476111736

2015.9下旬

クアゼパム錠20mg｢YD」

ＰＴＰ100錠

2015.10上旬

(01)14987476111818

4987476111811

2015.10上旬

クアゼパム錠20mg｢YD」

ＰＴＰ500錠

2016.8下旬

(01)14987476111825

4987476111828

2016.8下旬

クアゼパム錠20mg｢YD」

バラ500錠

(01)04987476214611

(01)14987476111832

4987476111835

2016.1下旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

クライスリン錠５０

ＰＴＰ1000錠

2015.11下旬

(01)14987476544234

4987476544237

2015.11下旬

クライスリン錠５０

バラ1000錠

(01)04987476202915

(01)14987476544241

4987476544244

2016.9上旬

グリメピリド錠0.5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232509

(01)14987476152309

4987476152302

出荷済み

グリメピリド錠1mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476226409

(01)14987476135913

4987476135916

出荷済み

グリメピリド錠1mg「YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476226409

(01)14987476135920

4987476135923

出荷済み

グリメピリド錠1mg「YD」

バラ500錠

(01)04987476226416

(01)14987476135937

4987476135930

出荷済み

グリメピリド錠3mg「YD」

ＰＴＰ100錠

2016.1中旬

(01)14987476136019

4987476136012

出荷済み

クレマスチン錠1mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233506

(01)14987476153306

4987476153309

2015.9上旬

クレマスチン錠1mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476233506

(01)14987476153313

4987476153316

出荷済み

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％｢YD｣

10g×50本

(01)04987476231601

(01)14987476151401

4987476151404

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235708

(01)14987476155706

4987476155709

出荷済み

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476235708

(01)14987476155713

4987476155716

出荷済み

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476219524

(01)14987476124146

4987476124149

出荷済み

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476219524

(01)14987476124153

4987476124156

2015.9上旬

健胃配合錠「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476225501

(01)14987476135111

4987476135114

出荷済み

ｺｱﾋﾋﾞﾀｰ注射用10mg

10瓶

(01)04987476243802

(01)14987476163909

(01)24987476163906

4987476163902

出荷済み

ｺｱﾋﾋﾞﾀｰ注射用50mg

10瓶

(01)04987476243901

(01)14987476164005

(01)24987476164002

4987476164008

出荷済み

ｺｱﾋﾋﾞﾀｰ注射用100mg

10瓶

(01)04987476244007

(01)14987476164104

(01)24987476164101

4987476164107

出荷済み

ｺｱﾋﾋﾞﾀｰ注射用150mg

10瓶

(01)04987476244106

(01)14987476164203

(01)24987476164200

4987476164206

出荷済み

コールタイジン点鼻液

15ml×10本

(01)04987476216509

(01)14987476123729

4987476123722

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

コベニール配合顆粒

4.74g×42包

(01)04987476225402

(01)14987476135012

4987476135015

出荷済み

コベニール配合顆粒

4.74g×210包

(01)04987476225402

(01)14987476135029

4987476135022

出荷済み

ザルトプロフェン錠80mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238204

(01)14987476158400

4987476158403

出荷済み

ザルトプロフェン錠80mg｢YD｣

ＰＴＰ2100錠

(01)04987476238211

(01)14987476158424

4987476158427

出荷済み

ザルトプロフェン錠80mg｢YD｣

ＰＴＰ3000錠

(01)04987476238204

(01)14987476158417

4987476158410

出荷済み

ザルトプロフェン錠80mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476238228

(01)14987476158431

4987476158434

2015.12上旬

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2015.9上旬

(01)14987476129219

4987476129212

2015.9上旬

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

未定

(01)14987476129226

4987476129229

未定

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476223514

(01)14987476129233

4987476129236

2015.9上旬

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476223606

(01)14987476129318

4987476129311

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476223606

(01)14987476129325

4987476129328

出荷済み

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476223613

(01)14987476129332

4987476129335

2016.4上旬

ジクロフェナクＮａ錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238600

(01)14987476158806

4987476158809

出荷済み

ジクロフェナクＮａ錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238600

(01)14987476158813

4987476158816

出荷済み

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%｢YD｣

10ｇ×50本

(01)04987476234107

(01)14987476153900

4987476153903

出荷済み

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%｢YD｣

500g

(01)04987476234114

(01)14987476153917

4987476153910

2016.6下旬

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%｢YD｣

10ｇ×50本

(01)04987476234008

(01)14987476153801

4987476153804

出荷済み

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%｢YD｣

500g

(01)04987476234015

(01)14987476153818

4987476153811

2016.5中旬

シメチジン錠200mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235906

(01)14987476155904

4987476155907

出荷済み

シメチジン錠200mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476235906

(01)14987476155911

4987476155914

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

シメチジン錠200mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476235913

(01)14987476155928

4987476155921

2015.10中旬

シメチジン錠400mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236002

(01)14987476156109

4987476156102

2015.10中旬

シメチジン錠400mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476236002

(01)14987476156116

4987476156119

出荷済み

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476218039

(01)14987476118954

4987476118957

出荷済み

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476218039

(01)14987476118961

4987476118964

2015.10上旬

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476218046

(01)14987476118978

4987476118971

2015.10下旬

ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476225228

(01)14987476130031

4987476130034

2016.7上旬

シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「ＹＤ」

PTP20錠

(01)04987476247008

(01)14987476167204

4987476167207

出荷済み

シロスタゾール錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235807

(01)14987476155805

4987476155808

出荷済み

シロスタゾール錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476235807

(01)14987476155812

4987476155815

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

シンバスタチン錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236200

(01)14987476156406

4987476156409

出荷済み

シンバスタチン錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476236200

(01)14987476156413

4987476156416

出荷済み

シンバスタチン錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ700錠

(01)04987476236217

(01)14987476156420

4987476156423

出荷済み

シンバスタチン錠5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476236224

(01)14987476156437

4987476156430

出荷済み

シンバスタチン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236309

(01)14987476156505

4987476156508

2015.8下旬

シンバスタチン錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236408

(01)14987476156604

4987476156607

2016.11上旬

水溶性アズレン含嗽用顆粒0.4％「ＹＤ」

1.5g×1200包

(01)04987476222302

(01)14987476128113

4987476128116

出荷済み

スピロノラクトン錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238709

(01)14987476158905

4987476158908

出荷済み

スピロノラクトン錠25mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238709

(01)14987476158912

4987476158915

出荷済み

スピロノラクトン錠50mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238808

(01)14987476159001

4987476159004

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

スピロノラクトン錠50mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238808

(01)14987476159018

4987476159011

2015.11下旬

スマトリプタン錠50mg｢YD｣

ＰＴＰ12錠

(01)04987476232608

(01)14987476152408

4987476152401

出荷済み

セチリジン塩酸塩錠5mg｢YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476214406

(01)14987476111214

4987476111217

2015.8中旬

セチリジン塩酸塩錠5mg｢YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476214406

(01)14987476111221

4987476111224

2015.8中旬

セチリジン塩酸塩錠10mg｢YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476214307

(01)14987476111313

4987476111316

出荷済み

セチリジン塩酸塩錠10mg｢YD」

ＰＴＰ280錠

(01)04987476214314

(01)14987476111320

4987476111323

出荷済み

セチリジン塩酸塩錠10mg｢YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476214321

(01)14987476111337

4987476111330

出荷済み

セトラキサート塩酸塩カプセル200mg｢YD｣

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476239102

(01)14987476159308

4987476159301

出荷済み

セトラキサート塩酸塩カプセル200mg｢YD｣

ＰＴＰ1000カプセ
ル

(01)04987476239102

(01)14987476159315

4987476159318

出荷済み

セトラキサート塩酸塩カプセル200mg｢YD｣

バラ1000カプセ
ル

(01)04987476239119

(01)14987476159322

4987476159325

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

セトラキサート塩酸塩細粒40%｢YD｣

0.5g×1200包

(01)04987476239201

(01)14987476159407

4987476159400

出荷済み

セトラキサート塩酸塩細粒40%｢YD｣

バラ1000ｇ

(01)04987476239218

(01)14987476159414

4987476159417

出荷済み

セフカペンピポキシル塩酸塩細粒小児用10％「Ｙ
0.5g×120包
Ｄ」

(01)04987476224511

(01)14987476134213

4987476134216

2016.3上旬

セフカペンピポキシル塩酸塩細粒小児用10％「Ｙ
バラ100g
Ｄ」

(01)04987476224504

(01)14987476134220

4987476134223

出荷済み

セフカペンピポキシル塩酸塩錠75mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.11上旬

(01)14987476134015

4987476134018

2016.11上旬

セフカペンピポキシル塩酸塩錠75mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2016.11上旬

(01)14987476134022

4987476134025

2016.11上旬

セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476224405

(01)14987476134114

4987476134117

出荷済み

セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476224405

(01)14987476134121

4987476134124

出荷済み

セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476224412

(01)14987476134138

4987476134131

2017.3上旬

セフジニルカプセル50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100カプセル

2016.5上旬

(01)14987476126713

4987476126716

2016.5上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月
JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

(01)14987476126812

4987476126815

出荷済み

(01)04987476227901

(01)14987476126829

4987476126822

出荷済み

バラ100g

(01)04987476219104

(01)14987476123613

4987476123616

2015.9上旬

センノシド錠12mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476236705

(01)14987476156901

4987476156904

出荷済み

センノシド錠12mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476236705

(01)14987476156918

4987476156911

出荷済み

センノシド錠12mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476236712

(01)14987476156925

4987476156928

出荷済み

ソファルコン細粒10%｢YD｣

1g×1200包

(01)04987476236507

(01)14987476156703

4987476156706

出荷済み

ソファルコン細粒10%｢YD｣

バラ1000ｇ

(01)04987476236514

(01)14987476156710

4987476156713

出荷済み

ソファルコン細粒20%｢YD｣

0.5g×90包

(01)04987476236606

(01)14987476156802

4987476156805

出荷済み

ソファルコン細粒20%｢YD｣

0.5g×1200包

(01)04987476236606

(01)14987476156819

4987476156812

出荷済み

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

セフジニルカプセル100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476227901

セフジニルカプセル100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500カプセル

セフジニル細粒小児用１０％「ＹＤ」
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元梱単位コード

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ｿﾘﾀ-T1号輸液

200mLX20本

(01)04987476242409

(01)14987476162506

(01)24987476162503

4987476162509

出荷済み

ｿﾘﾀ-T1号輸液

500mLX20本

(01)04987476242416

(01)14987476162513

(01)24987476162510

4987476162516

出荷済み

ｿﾘﾀ-T2号輸液

200mLX20本

(01)04987476242508

(01)14987476162605

(01)24987476162602

4987476162608

2015.10下旬

ｿﾘﾀ-T2号輸液

500mLX20本

(01)04987476242515

(01)14987476162612

(01)24987476162619

4987476162615

出荷済み

ｿﾘﾀ-T3号輸液

200mLX20本

(01)04987476242607

(01)14987476162704

(01)24987476162701

4987476162707

出荷済み

ｿﾘﾀ-T3号輸液

500mLX20本

(01)04987476242614

(01)14987476162711

(01)24987476162718

4987476162714

出荷済み

ｿﾘﾀ-T3号G輸液

200mLX20本

(01)04987476242706

(01)14987476162803

(01)24987476162800

4987476162806

出荷済み

ｿﾘﾀ-T3号G輸液

500mLX20本

(01)04987476242713

(01)14987476162810

(01)24987476162817

4987476162813

出荷済み

ｿﾘﾀ-T4号輸液

200mLX20本

(01)04987476242805

(01)14987476162902

(01)24987476162909

4987476162905

出荷済み

ｿﾘﾀ-T4号輸液

500mLX20本

(01)04987476242812

(01)14987476162919

(01)24987476162916

4987476162912

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ｿﾘﾀ－T配合顆粒2号

4.0g×100包

(01)04987476244205

(01)14987476164302

(01)24987476164309

4987476164305

出荷済み

ｿﾘﾀ－T配合顆粒3号

4.0g×100包

(01)04987476244304

(01)14987476164401

(01)24987476164408

4987476164404

出荷済み

ｿﾘﾀｯｸｽ-H輸液

500mLX20本

(01)04987476242904

(01)14987476163008

(01)24987476163005

4987476163001

出荷済み

ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230802

(01)14987476150701

4987476150704

出荷済み

ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230802

(01)14987476150718

4987476150711

出荷済み

ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ｢ＹＤ｣

バラ500錠

(01)04987476230819

(01)14987476150725

4987476150728

2016.1下旬

ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230901

(01)14987476150800

4987476150803

出荷済み

ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230901

(01)14987476150817

4987476150810

出荷済み

ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ｢ＹＤ｣

バラ500錠

(01)04987476230918

(01)14987476150824

4987476150827

2015.8中旬

ソルベース（日局 マクロゴール軟膏）

500g

(01)04987476221008

(01)14987476125419

4987476125412

2015.12中旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

タンソニン注７％

アンプル50管

(01)04987476225600

(01)14987476135210

4987476135213

出荷済み

チクロピジン塩酸塩錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237009

(01)14987476157205

4987476157208

出荷済み

チクロピジン塩酸塩錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237009

(01)14987476157212

4987476157215

出荷済み

チクロピジン塩酸塩錠100mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476237016

(01)14987476157229

4987476157222

出荷済み

ﾂｲﾝﾊﾟﾙ輸液

500mL×20袋

(01)04987476240207

(01)14987476160403

(01)24987476160400

4987476160406

出荷済み

ﾂｲﾝﾊﾟﾙ輸液

1000mL×10袋

(01)04987476240214

(01)14987476160410

(01)24987476160417

4987476160413

出荷済み

テモカプリル塩酸塩錠1mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2015.11上旬

(01)14987476123316

4987476123319

2015.11上旬

テモカプリル塩酸塩錠2ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2015.9下旬

(01)14987476123415

4987476123418

2015.9下旬

テモカプリル塩酸塩錠2ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2015.12中旬

(01)14987476123422

4987476123425

2015.12中旬

テモカプリル塩酸塩錠2ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476219920

(01)14987476123446

4987476123449

2016.10上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

テモカプリル塩酸塩錠4ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.6下旬

(01)14987476123514

4987476123517

出荷済み

テモカプリル塩酸塩錠4ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2016.12上旬

(01)14987476123521

4987476123524

未定

テラ・コートリル軟膏

5g×50本

(01)04987476217605

(01)14987476114727

4987476114720

出荷済み

テラ・コートリル軟膏

25g×1本

(01)04987476217612

(01)14987476114710

4987476114713

出荷済み

テラマイシン軟膏(ポリミキシンＢ含有)

25g×1本

(01)04987476200201

(01)14987476112112

4987476112115

出荷済み

デルパント配合顆粒

バラ1000g

(01)04987476204742

(01)14987476125518

4987476125511

出荷済み

テルビナフィン錠125mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.7中旬

(01)14987476111115

4987476111118

2016.7上旬

ドキサゾシン錠０．５mg「YD」

ＰＴＰ100錠

2016.2中旬

(01)14987476139010

4987476139013

2016.2中旬

ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476222708

(01)14987476128519

4987476128512

出荷済み

ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476222708

(01)14987476128526

4987476128529

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476222715

(01)14987476128533

4987476128536

出荷済み

ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476222807

(01)14987476128618

4987476128611

出荷済み

ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476222807

(01)14987476128625

4987476128628

出荷済み

ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476222814

(01)14987476128632

4987476128635

出荷済み

ドキサゾシン錠４mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476229608

(01)14987476139119

4987476139112

出荷済み

トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル200mg｢YD｣

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476236804

(01)14987476157007

4987476157000

出荷済み

トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル200mg｢YD｣

ＰＴＰ1000カプセ
ル

(01)04987476236804

(01)14987476157014

4987476157017

出荷済み

トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル200mg｢YD｣

バラ1000カプセ
ル

(01)04987476236811

(01)14987476157021

4987476157024

出荷済み

トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.2上旬

(01)14987476134312

4987476134315

2016.2上旬

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476224702

(01)14987476134411

4987476134414

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2015.10上旬

(01)14987476134428

4987476134421

2015.10上旬

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」

ＰＴＰ14錠

2015.9下旬

(01)14987476138013

4987476138016

2015.9上旬

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」

ＰＴＰ56錠

(01)04987476228601

(01)14987476138112

4987476138115

出荷済み

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」

ＰＴＰ140錠

(01)04987476228601

(01)14987476138129

4987476138122

2015.9中旬

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」

ＰＴＰ56錠

(01)04987476228700

(01)14987476138204

4987476138207

出荷済み

ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」

ＰＴＰ14錠

(01)04987476228205

(01)14987476137719

4987476137712

2015.9中旬

ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」

ＰＴＰ56錠

(01)04987476228304

(01)14987476137818

4987476137811

2015.9下旬

ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」

ＰＴＰ140錠

(01)04987476228304

(01)14987476137825

4987476137828

出荷済み

ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」

バラ100錠

(01)04987476228311

(01)14987476137832

4987476137835

出荷済み

ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」

ＰＴＰ56錠

(01)04987476228403

(01)14987476137900

4987476137903

2016.9上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

トラネキサム酸錠250mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476210606

(01)14987476113317

4987476113310

出荷済み

トラネキサム酸錠250mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476210606

(01)14987476113324

4987476113327

出荷済み

トラネキサム酸錠250mg「YD」

バラ1000錠

(01)04987476210613

(01)14987476113331

4987476113334

出荷済み

トラネキサム酸錠500mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476205107

(01)14987476112518

4987476112511

出荷済み

トラネキサム酸錠500mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476205107

(01)14987476112525

4987476112528

出荷済み

ドラマミン錠50mg

ＰＴＰ100錠

(01)04987476222609

(01)14987476128410

4987476128413

出荷済み

ドラマミン錠50mg

バラ100錠

(01)04987476222616

(01)14987476128427

4987476128420

出荷済み

トリクロルメチアジド錠２mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476205206

(01)14987476113416

4987476113419

出荷済み

トリクロルメチアジド錠２mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476205206

(01)14987476113423

4987476113426

出荷済み

ﾄﾚｰﾗﾝG液50g

150mLX30

(01)04987476242102

(01)14987476162308

4987476162301

出荷済み
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(01)24987476162305

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

(01)24987476162404

4987476162400

出荷済み

ﾄﾚｰﾗﾝG液75g

225mLX20

(01)04987476242201

(01)14987476162407

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476229127

(01)14987476138631

4987476138634

2017.1上旬

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476203639

(01)14987476147978

4987476147971

出荷済み

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476203639

(01)14987476147985

4987476147988

出荷済み

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476203646

(01)14987476147992

4987476147995

2015.8下旬

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476205435

(01)14987476107651

4987476107654

出荷済み

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476205435

(01)14987476107668

4987476107661

出荷済み

ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476205633

(01)14987476107750

4987476107753

出荷済み

ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476205633

(01)14987476107767

4987476107760

出荷済み

ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476205640

(01)14987476107774

4987476107777

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476205732

(01)14987476107262

4987476107265

2016.2上旬

ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476205732

(01)14987476107279

4987476107272

2016.12上旬

ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ560錠

(01)04987476205749

(01)14987476107286

4987476107289

未定

ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476229721

(01)14987476139232

4987476139235

出荷済み

ﾈｵｱﾐﾕｰ輸液

200ml×30袋

(01)04987476240009

(01)14987476160205

4987476160208

出荷済み

ノギロン軟膏0.1％

500g

(01)04987476225808

(01)14987476135418

4987476135411

出荷済み

ノルフロキサシン錠100mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476220803

(01)14987476125211

4987476125214

出荷済み

ノルフロキサシン錠100mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476220803

(01)14987476125228

4987476125221

出荷済み

ノルフロキサシン錠200mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476223002

(01)14987476128816

4987476128819

出荷済み

ノルフロキサシン錠200mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476223002

(01)14987476128823

4987476128826

出荷済み
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(01)24987476160202

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ﾊﾞｲﾌｨﾙ専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%

1L×10袋

(01)04987476241709

(01)14987476161905

(01)24987476161902

4987476161908

未定

ﾊﾞｲﾌｨﾙ専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%

2L×5袋

(01)04987476241716

(01)14987476161912

(01)24987476161919

4987476161915

未定

ﾊﾞｲﾌｨﾙ透析剤

6L1本

(01)04987476241105

(01)14987476161301

(01)24987476161308

4987476161304

出荷済み

バラシクロビル錠500mg｢YD｣

ＰＴＰ42錠

(01)04987476246605

(01)14987476166801

4987476166804

出荷済み

パラプロスト配合カプセル

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476228007

(01)14987476137511

4987476137514

出荷済み

パラプロスト配合カプセル

ＰＴＰ500カプセル

(01)04987476228007

(01)14987476137528

4987476137521

出荷済み

パラプロスト配合カプセル

ＰＴＰ1000カプセ
ル

(01)04987476228007

(01)14987476137535

4987476137538

出荷済み

パラプロスト配合カプセル

ＰＴＰ3000カプセ
ル

(01)04987476228007

(01)14987476137542

4987476137545

出荷済み

バルサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」

PTP140錠

(01)04987476247107

(01)14987476167303

4987476167306

2016.12上旬

バルサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」

PTP140錠

(01)04987476247206

(01)14987476167402

4987476167405

2015.10下旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

バルサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」

PTP700錠

(01)04987476247206

(01)14987476167419

4987476167412

2016.4下旬

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」

PTP140錠

(01)04987476247305

(01)14987476167501

4987476167504

2015.9中旬

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」

PTP700錠

(01)04987476247305

(01)14987476167518

4987476167511

2015.9下旬

バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476247404

(01)14987476167600

4987476167603

2015.8下旬

バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＹＤ」

PTP300錠

(01)04987476247404

(01)14987476167617

4987476167610

2016.12下旬

ﾊﾟﾚｾｰﾌ輸液

500mL×20袋

(01)04987476240306

(01)14987476160502

(01)24987476160509

4987476160505

出荷済み

パレプラス輸液

500mLX20袋

(01)04987476246902

(01)14987476167105

(01)24987476167102

4987476167108

出荷済み

パレプラス輸液

1000mLX10袋

(01)04987476246919

(01)14987476167112

(01)24987476167119

4987476167115

出荷済み

パロキセチン錠5mg｢ＹＤ｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230505

(01)14987476150404

4987476150407

出荷済み

パロキセチン錠10mg｢ＹＤ｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230604

(01)14987476150503

4987476150506

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

パロキセチン錠10mg｢ＹＤ｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230604

(01)14987476150510

4987476150513

出荷済み

パロキセチン錠10mg｢ＹＤ｣

バラ500錠

(01)04987476230611

(01)14987476150527

4987476150520

出荷済み

パロキセチン錠20ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230703

(01)14987476150602

4987476150605

出荷済み

パロキセチン錠20ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230703

(01)14987476150619

4987476150612

出荷済み

パロキセチン錠20ｍｇ｢ＹＤ｣

バラ500錠

(01)04987476230710

(01)14987476150626

4987476150629

出荷済み

パンテチン錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238501

(01)14987476158707

4987476158700

出荷済み

パンテチン錠100mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238501

(01)14987476158714

4987476158717

出荷済み

パンテチン錠100mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476238518

(01)14987476158721

4987476158724

出荷済み

ﾋﾟｰｴﾇﾂｲﾝ-1号輸液

1000mL×7袋

(01)04987476240405

(01)14987476160601

(01)24987476160608

4987476160604

出荷済み

ﾋﾟｰｴﾇﾂｲﾝ-2号輸液

1100mL×7袋

(01)04987476240504

(01)14987476160700

(01)24987476160707

4987476160703

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ﾋﾟｰｴﾇﾂｲﾝ-3号輸液

1200mL×7袋

(01)04987476240603

(01)14987476160809

(01)24987476160806

4987476160802

出荷済み

ﾋﾞｶｰﾎﾞﾝ輸液

500mL×20袋

(01)04987476239607

(01)14987476159803

(01)24987476159800

4987476159806

出荷済み

ピタバシタチンＣａ錠1mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476246704

(01)14987476166900

4987476166903

出荷済み

ピタバシタチンＣａ錠1mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476246704

(01)14987476166917

4987476166910

出荷済み

ピタバシタチンＣａ錠2mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476246803

(01)14987476167006

4987476167009

出荷済み

ピタバシタチンＣａ錠2mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476246803

(01)14987476167013

4987476167016

出荷済み

ピペミド酸錠250mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233803

(01)14987476153603

4987476153606

2015.12下旬

ピペミド酸錠250mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476233803

(01)14987476153610

4987476153613

2016.12上旬

ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」

10ｇ×20本

(01)04987476221824

(01)14987476127635

4987476127638

出荷済み

ピルジカイニド塩酸塩静注用50mg「ＹＤ」

5m×10管

(01)04987476215007

(01)14987476111610

4987476111613

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ファモチジンＯＤ錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476224207

(01)14987476133919

4987476133912

出荷済み

ファモチジンＯＤ錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476224207

(01)14987476133926

4987476133929

出荷済み

ファモチジンＯＤ錠20mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476222500

(01)14987476128311

4987476128314

出荷済み

ファモチジンＯＤ錠20mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476222500

(01)14987476128328

4987476128321

出荷済み

ファモチジン錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476226003

(01)14987476135517

4987476135510

出荷済み

ファモチジン錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476226003

(01)14987476135524

4987476135527

出荷済み

ファモチジン錠10mg「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476226010

(01)14987476135531

4987476135534

出荷済み

ファモチジン錠20mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476226102

(01)14987476135616

4987476135619

出荷済み

ファモチジン錠20mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476226102

(01)14987476135623

4987476135626

出荷済み

ファモチジン錠20mg「ＹＤ」

バラ1000錠

(01)04987476226119

(01)14987476135630

4987476135633

2016.12上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476247503

(01)14987476167709

4987476167702

2016.5上旬

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476247503

(01)14987476167716

4987476167719

2016.5上旬

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476234909

(01)14987476154709

4987476154702

出荷済み

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235005

(01)14987476154808

4987476154801

出荷済み

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476235005

(01)14987476154815

4987476154818

出荷済み

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476235029

(01)14987476154822

4987476154825

2015.11上旬

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476218800

(01)14987476119715

4987476119718

出荷済み

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476218800

(01)14987476119722

4987476119725

出荷済み

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476218817

(01)14987476119739

4987476119732

2016.8中旬

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５mg

ＰＴＰ100錠

(01)04987476207309

(01)14987476108047

4987476108040

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５mg

ＰＴＰ500錠

(01)04987476207309

(01)14987476108016

4987476108019

2015.9上旬

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５mg

ＰＴＰ700錠

(01)04987476207316

(01)14987476108023

4987476108026

2015.11下旬

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５mg

バラ500錠

(01)04987476207323

(01)14987476108030

4987476108033

2015.11中旬

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０mg

ＰＴＰ100錠

(01)04987476207408

(01)14987476108146

4987476108149

出荷済み

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０mg

ＰＴＰ500錠

(01)04987476207408

(01)14987476108115

4987476108118

出荷済み

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０mg

ＰＴＰ700錠

2015.12中旬

(01)14987476108122

4987476108125

出荷済み

プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０mg

バラ500錠

(01)04987476207422

(01)14987476108139

4987476108132

出荷済み

フラボキサート塩酸塩錠200mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233605

(01)14987476153405

4987476153408

出荷済み

フラボキサート塩酸塩錠200mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476233605

(01)14987476153412

4987476153415

出荷済み

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235104

(01)14987476154907

4987476154900

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476235203

(01)14987476155102

4987476155105

出荷済み

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476235203

(01)14987476155119

4987476155112

出荷済み

フルオシノニド軟膏0.05%｢YD｣

10ｇ×50本

(01)04987476233308

(01)14987476153108

4987476153101

出荷済み

フルオシノニド軟膏0.05%｢YD｣

500g

(01)04987476233315

(01)14987476153115

4987476153118

出荷済み

フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%｢YD｣

10ｇ×50本

(01)04987476234206

(01)14987476154006

4987476154009

出荷済み

フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%｢YD｣

500g

(01)04987476234213

(01)14987476154013

4987476154016

出荷済み

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476226706

(01)14987476136217

4987476136210

出荷済み

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2015.11中旬

(01)14987476136224

4987476136227

2015.11上旬

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476226713

(01)14987476136231

4987476136234

2016.1下旬

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2015.10下旬

(01)14987476136415

4987476136418

2015.10下旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

2016.1下旬

(01)14987476136422

4987476136425

2016.1下旬

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476226812

(01)14987476136439

4987476136432

2016.10上旬

フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.10上旬

(01)14987476136514

4987476136517

2016.10上旬

ﾌﾚｽﾐﾝS注射液1000μg

1mL×50管

(01)04987476243703

(01)14987476163800

4987476163803

出荷済み

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルク
リーム0.3％｢YD｣

10g×50本

(01)04987476231403

(01)14987476151104

4987476151107

2017.4上旬

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルク
リーム0.3％｢YD｣

500g

(01)04987476231410

(01)14987476151111

4987476151114

2016.9上旬

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏
10g×50本
0.3％｢YD｣

(01)04987476231502

(01)14987476151203

4987476151206

出荷済み

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏
500g
0.3％｢YD｣

(01)04987476231519

(01)14987476151210

4987476151213

2016.4中旬

2015.12中旬

(01)14987476150107

4987476150100

2015.12中旬

(01)04987476231113

(01)14987476150114

4987476150117

2016.8上旬

プレドニゾロンクリーム0.5％｢ＹＤ｣

10g×50本

プレドニゾロンクリーム0.5％｢ＹＤ｣

500g
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(01)24987476163807

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

プレドニゾロン錠５mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476207620

(01)14987476112419

4987476112412

出荷済み

プレドニゾロン錠５mg「YD」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476207620

(01)14987476112426

4987476112429

出荷済み

ブロチゾラム錠０．２５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476208009

(01)14987476110217

4987476110210

出荷済み

ブロチゾラム錠０．２５mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476208009

(01)14987476110224

4987476110227

出荷済み

プロピベリン塩酸塩錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237306

(01)14987476157502

4987476157505

出荷済み

プロピベリン塩酸塩錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476237306

(01)14987476157519

4987476157512

出荷済み

プロピベリン塩酸塩錠10mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476237313

(01)14987476157526

4987476157529

2015.9上旬

プロピベリン塩酸塩錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237405

(01)14987476157601

4987476157604

出荷済み

プロピベリン塩酸塩錠20mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476237405

(01)14987476157618

4987476157611

2016.5下旬

プロブコール錠250mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233704

(01)14987476153504

4987476153507

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

プロブコール錠250mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476233704

(01)14987476153511

4987476153514

出荷済み

ベタメタゾン吉草酸エステル
クリーム0.12％｢YD｣

10g×50本

(01)04987476231007

(01)14987476148401

4987476148404

2015.9下旬

ベタメタゾン吉草酸エステル
クリーム0.12％｢YD｣

500g

(01)04987476231014

(01)14987476148418

4987476148411

出荷済み

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
軟膏0.064％｢YD｣

10g×50本

2015.11下旬

(01)14987476150909

4987476150902

2015.11下旬

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
軟膏0.064％｢YD｣

500g

(01)04987476231311

(01)14987476150916

4987476150919

2016.4下旬

ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476208504

(01)14987476110910

4987476110913

出荷済み

ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476208511

(01)14987476110927

4987476110920

出荷済み

ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476208504

(01)14987476110934

4987476110937

出荷済み

ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476208603

(01)14987476111016

4987476111019

出荷済み

ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476208610

(01)14987476111023

4987476111026

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476208603

(01)14987476111030

4987476111033

出荷済み

ベニジピン塩酸塩錠８mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476220605

(01)14987476125013

4987476125016

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ注 1万単位/10mL｢AY｣

10mlX10瓶

(01)04987476243000

(01)14987476163121

(01)24987476163128

4987476163124

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ注 5万単位/50mL｢AY｣

50mlX10瓶

(01)04987476245806

(01)14987476166023

(01)24987476166020

4987476166026

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注 1万単位/10mL｢AY｣

10mlX10瓶

(01)04987476243109

(01)14987476163220

(01)24987476163227

4987476163223

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注 5万単位/50mL｢AY｣

50mlX10瓶

(01)04987476243208

(01)14987476163329

(01)24987476163326

4987476163322

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注 10万単位/100mL｢AY｣

100mlX10瓶

(01)04987476243307

(01)14987476163428

(01)24987476163425

4987476163421

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N 5千単位/5mL｢AY｣

5mlX10管

(01)04987476243406

(01)14987476163527

(01)24987476163524

4987476163520

出荷済み

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N 1万単位/10mL｢AY｣

10mlX10瓶

(01)04987476243505

(01)14987476163626

(01)24987476163623

4987476163629

出荷済み

ヘパリン類似物質外用液スプレー０．３％「ＹＤ」

100ｇ×10本

(01)04987476232424

(01)14987476152224

4987476152227

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」

20ｇ×10本

(01)04987476219425

(01)14987476124030

4987476124033

出荷済み

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」

50ｇ×10本

(01)04987476219326

(01)14987476123941

4987476123944

出荷済み

ベラプロストＮａ錠20μg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237702

(01)14987476157908

4987476157901

出荷済み

ベラプロストＮａ錠20μg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237702

(01)14987476157915

4987476157918

出荷済み

ベラプロストＮａ錠20μg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476237726

(01)14987476157939

4987476157932

出荷済み

ベラプロストＮａ錠40μg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237801

(01)14987476158004

4987476158007

出荷済み

ベラプロストＮａ錠40μg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237801

(01)14987476158011

4987476158014

2016.2下旬

ボグリボース錠0.2mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237504

(01)14987476157700

4987476157703

出荷済み

ボグリボース錠0.2mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237504

(01)14987476157717

4987476157710

出荷済み

ボグリボース錠0.2mg｢YD｣

ＰＴＰ1050錠

(01)04987476237511

(01)14987476157724

4987476157727

2016.4上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ボグリボース錠0.2mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476237528

(01)14987476157731

4987476157734

出荷済み

ボグリボース錠0.3mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237603

(01)14987476157809

4987476157802

出荷済み

ボグリボース錠0.3mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237603

(01)14987476157816

4987476157819

出荷済み

ボグリボース錠0.3mg｢YD｣

ＰＴＰ1050錠

(01)04987476237610

(01)14987476157823

4987476157826

2016.4上旬

ボグリボース錠0.3mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476237627

(01)14987476157830

4987476157833

2015.9下旬

ポビドンヨード含嗽用液7%｢YD｣

30mL×50本

(01)04987476238105

(01)14987476158301

4987476158304

出荷済み

ポラプレジンク顆粒15％「ＹＤ」

0.5g×140包

(01)04987476216202

(01)14987476118510

4987476118513

出荷済み

ポラプレジンク顆粒15％「ＹＤ」

0.5g×700包

(01)04987476216202

(01)14987476118527

4987476118520

出荷済み

ポラプレジンク顆粒15％「ＹＤ」

バラ500g

(01)04987476216219

(01)14987476118534

4987476118537

出荷済み

マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476224825

(01)14987476134534

4987476134537

2015.9下旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476209648

(01)14987476108665

4987476108668

出荷済み

マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476209655

(01)14987476108689

4987476108682

2016.5上旬

マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476209648

(01)14987476108672

4987476108675

出荷済み

マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476209747

(01)14987476108764

4987476108767

出荷済み

マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

(01)04987476209754

(01)14987476108788

4987476108781

未定

マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476209747

(01)14987476108771

4987476108774

2016.10下旬

ﾏﾙﾀﾐﾝ注射用

10バイアル

(01)04987476244601

(01)14987476164708

4987476164701

2015.9上旬

20%マンニットール注射液「ＹＤ」 (300mL)

300ml×10瓶

(01)04987476221305

(01)14987476127116

4987476127119

出荷済み

20%マンニットール注射液「ＹＤ」 (500mL)

500ml×10瓶

(01)04987476221312

(01)14987476127123

4987476127126

出荷済み

マンニットールＳ注射液 (300mL)

300ml×10瓶

(01)04987476221404

(01)14987476126911

4987476126914

出荷済み

47/58

(01)24987476164705

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

マンニットールＳ注射液 (500mL)

500ml×10瓶

(01)04987476221411

(01)14987476126928

4987476126921

出荷済み

ミコナゾール硝酸塩クリーム1%｢YD｣

10ｇ×50本

(01)04987476234305

(01)14987476154105

4987476154108

出荷済み

メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476230024

(01)14987476139539

4987476139532

2016.4上旬

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476209327

(01)14987476113546

4987476113549

出荷済み

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000ｶﾌﾟｾﾙ

(01)04987476209327

(01)14987476113553

4987476113556

出荷済み

メコバラミン錠250μg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238303

(01)14987476158509

4987476158502

出荷済み

メコバラミン錠250μg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238303

(01)14987476158516

4987476158519

出荷済み

メコバラミン錠250μg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476238310

(01)14987476158523

4987476158526

出荷済み

メコバラミン錠500μg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476238402

(01)14987476158608

4987476158601

出荷済み

メコバラミン錠500μg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476238402

(01)14987476158615

4987476158618

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

メコバラミン錠500μg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476238419

(01)14987476158622

4987476158625

出荷済み

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476229424

(01)14987476138938

4987476138931

2015.10下旬

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476204032

(01)14987476113041

4987476113044

2016.1上旬

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476204032

(01)14987476113058

4987476113051

2016.1上旬

メナテトレノンカプセル15mg｢YD」

ＰＴＰ100カプセル

(01)04987476214703

(01)14987476111511

4987476111514

出荷済み

メナテトレノンカプセル15mg｢YD」

ＰＴＰ210カプセル

(01)04987476214710

(01)14987476111542

4987476111545

出荷済み

メナテトレノンカプセル15mg｢YD」

ＰＴＰ1000カプセ
ル

(01)04987476214703

(01)14987476111528

4987476111521

出荷済み

メナテトレノンカプセル15mg｢YD」

バラ500カプセル

(01)04987476214727

(01)14987476111535

4987476111538

出荷済み

メロキシカム錠5mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

2016.3上旬

(01)14987476118015

4987476118018

2016.3上旬

メロキシカム錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476215809

(01)14987476118114

4987476118117

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

メロキシカム錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ700錠

2016.8上旬

(01)14987476118121

4987476118124

2016.8上旬

メロキシカム錠10mg「ＹＤ」

ＰＴＰ1000錠

2015.9上旬

(01)14987476118138

4987476118131

2016.1下旬

メロキシカム錠10mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476215823

(01)14987476118145

4987476118148

2016.5上旬

モサプリドクエン酸錠2.5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232806

(01)14987476152606

4987476152609

出荷済み

モサプリドクエン酸錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476232905

(01)14987476152705

4987476152708

出荷済み

モサプリドクエン酸錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476232905

(01)14987476152712

4987476152715

出荷済み

モサプリドクエン酸錠5mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476232912

(01)14987476152729

4987476152722

出荷済み

ﾓﾘｱﾐﾝS注

200mL×30袋

(01)04987476239805

(01)14987476160007

(01)24987476160004

4987476160000

出荷済み

ﾓﾘﾌﾟﾛﾝF輸液

200mL×30袋

(01)04987476239904

(01)14987476160106

(01)24987476160103

4987476160109

出荷済み

ヨウズレンS配合顆粒

バラ1000g

(01)04987476225303

(01)14987476134916

4987476134919

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ヨウラーゼＥ配合顆粒

バラ1000g

(01)04987476223101

(01)14987476128915

4987476128918

出荷済み

ヨウリダモール錠２５

ＰＴＰ100錠

2015.9上旬

(01)14987476130550

4987476130553

2015.9上旬

ヨウリダモール錠２５

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476213300

(01)14987476130512

4987476130515

2015.9中旬

ヨウリダモール錠２５

バラ1000錠

(01)04987476213317

(01)14987476130536

4987476130539

2016.4下旬

酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1％｢YD｣ 10g×50本

(01)04987476231205

(01)14987476150206

4987476150209

出荷済み

酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1％｢YD｣ 500g

(01)04987476231212

(01)14987476150213

4987476150216

出荷済み

ラニチジン錠75mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237108

(01)14987476157304

4987476157307

2016.7上旬

ラニチジン錠75mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237108

(01)14987476157311

4987476157314

2016.7上旬

ラニチジン錠150g｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476237207

(01)14987476157403

4987476157406

出荷済み

ラニチジン錠150g｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476237207

(01)14987476157410

4987476157413

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ラフチジン錠5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233001

(01)14987476152804

4987476152807

出荷済み

ラフチジン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233100

(01)14987476152903

4987476152906

出荷済み

ラフチジン錠10mg｢YD｣

ＰＴＰ500錠

(01)04987476233100

(01)14987476152910

4987476152913

出荷済み

ラフチジン錠10mg｢YD｣

バラ500錠

(01)04987476233124

(01)14987476152934

4987476152937

出荷済み

ラベプラゾールNa錠10mg「YD」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476226201

(01)14987476135715

4987476135718

出荷済み

ラベプラゾールNa錠10mg「YD」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476226201

(01)14987476135722

4987476135725

出荷済み

ラベプラゾールNa錠10mg「YD」

バラ100錠

(01)04987476226218

(01)14987476135739

4987476135732

出荷済み

ラベプラゾールNa錠20mg「YD」

ＰＴＰ100錠

2016.4下旬

(01)14987476135814

4987476135817

2016.4下旬

リセドロン酸Ｎａ錠2.5mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476233209

(01)14987476153009

4987476153002

出荷済み

リセドロン酸Ｎａ錠17.5ｍｇ｢ＹＤ｣

ＰＴＰ20錠

(01)04987476231700

(01)14987476148005

4987476148008

出荷済み
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ﾘﾅｾｰﾄ輸液

200mLX20本

(01)04987476239508

(01)14987476159704

(01)24987476159701

4987476159707

2015.9下旬

ﾘﾅｾｰﾄ輸液

500mL×20袋

(01)04987476239515

(01)14987476159711

(01)24987476159718

4987476159714

出荷済み

ﾘﾊﾋﾞｯｸｽ－K1号輸液

500mL×20袋

(01)04987476241808

(01)14987476162001

(01)24987476162008

4987476162004

2016.1下旬

ﾘﾊﾋﾞｯｸｽ－K2号輸液

500mL×20袋

(01)04987476241907

(01)14987476162209

(01)24987476162206

4987476162202

2016.6下旬

レパミピドＯＤ錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476225105

(01)14987476129615

4987476129618

出荷済み

レパミピドＯＤ錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476225105

(01)14987476129622

4987476129625

出荷済み

レバミピド錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476225907

(01)14987476134817

4987476134810

出荷済み

レバミピド錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476225907

(01)14987476134824

4987476134827

出荷済み

レバミピド錠100mg「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476225914

(01)14987476134831

4987476134834

出荷済み

レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」

1g×120包

終売予定

(01)14987476111412

4987476111415

53/58

包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」

バラ100g

(01)04987476221114

(01)14987476111429

4987476111422

レボフロキサシン錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476221206

(01)14987476126614

4987476126617

レボフロキサシン錠100mg「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476221206

(01)14987476126621

4987476126624

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476247800

(01)14987476168003

(01)24987476168000

4987476168006

出荷済み

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476247800

(01)14987476168010

(01)24987476168017

4987476168013

出荷済み

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＹＤ」

PTP50錠

(01)04987476247909

(01)14987476168102

(01)24987476168109

4987476168105

出荷済み

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476247909

(01)14987476168119

(01)24987476168116

4987476168112

出荷済み

レボフロキサシン点眼液0.5％「YD」

5mL×5本

(01)04987476228809

(01)14987476138310

4987476138313

2016.8上旬

レボフロキサシン点眼液0.5％「YD」

5mL×10本

(01)04987476228809

(01)14987476138327

4987476138320

2016.8上旬

レボフロキサシン点眼液1.5%｢YD｣

5mL×10本

(01)04987476235609

(01)14987476155607

4987476155600

2016.9上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ﾛｰﾍﾊﾟ透析用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL

20mL×10シリン
ジ

(01)04987476244700

(01)14987476164906

(01)24987476164903

4987476164909

2016.4上旬

ﾛｰﾍﾊﾟ透析用150単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL

20mL×10シリン
ジ

(01)04987476244809

(01)14987476165002

(01)24987476165009

4987476165005

2015.10上旬

ﾛｰﾍﾊﾟ透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL

20mL×10シリン
ジ

(01)04987476244908

(01)14987476165101

(01)24987476165108

4987476165104

2015.10下旬

ﾛｰﾍﾊﾟ透析用500単位/mLﾊﾞｲｱﾙ10mL

10mL×10瓶

(01)04987476243604

(01)14987476163701

(01)24987476163708

4987476163704

出荷済み

ロキソプロフェンＮａ細粒10%｢YD｣

バラ100ｇ

(01)04987476238907

(01)14987476159100

4987476159103

出荷済み

ロキソプロフェンＮａ細粒10%｢YD｣

バラ500ｇ

(01)04987476238914

(01)14987476159117

4987476159110

出荷済み

ロキソプロフェンＮａ錠60mg｢YD｣

ＰＴＰ100錠

(01)04987476239003

(01)14987476159209

4987476159202

出荷済み

ロキソプロフェンＮａ錠60mg｢YD｣

ＰＴＰ1000錠

(01)04987476239003

(01)14987476159216

4987476159219

出荷済み

ロキソプロフェンＮａ錠60mg｢YD｣

バラ1000錠

(01)04987476239010

(01)14987476159223

4987476159226

出荷済み

ロキソプロフェンＮａテープ50mg｢YD｣

70枚

(01)04987476235302

(01)14987476155201

4987476155204

出荷済み

製品名
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧

平成27年9月

製品名

包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ロキソプロフェンＮａテープ50mg｢YD｣

700枚

(01)04987476235302

(01)14987476155218

4987476155211

2015.10上旬

ロキソプロフェンＮａテープ100mg｢YD｣

70枚

(01)04987476235401

(01)14987476155409

4987476155402

出荷済み

ロキソプロフェンＮａテープ100mg｢YD｣

700枚

(01)04987476235401

(01)14987476155416

4987476155419

出荷済み

ロキソプロフェンＮａパップ100mg｢YD｣

70枚

(01)04987476235500

(01)14987476155508

4987476155501

出荷済み

ロキソプロフェンＮａパップ100mg｢YD｣

700枚

(01)04987476235500

(01)14987476155515

4987476155518

出荷済み

ロサルタンカリウム錠25ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230208

(01)14987476139805

4987476139808

出荷済み

ロサルタンカリウム錠25ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230208

(01)14987476139812

4987476139815

2015.11下旬

ロサルタンカリウム錠25ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476230215

(01)14987476139829

4987476139822

2015.10下旬

ロサルタンカリウム錠50ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230307

(01)14987476139904

4987476139907

出荷済み

ロサルタンカリウム錠50ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ500錠

(01)04987476230307

(01)14987476139911

4987476139914

2016.9上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ロサルタンカリウム錠50ｍｇ「ＹＤ」

バラ500錠

(01)04987476230314

(01)14987476139928

4987476139921

2016.10上旬

ロサルタンカリウム錠100ｍｇ「ＹＤ」

ＰＴＰ100錠

(01)04987476230406

(01)14987476147206

4987476147209

2016.3中旬

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＹＤ」

PTP100錠

(01)04987476247602

(01)14987476167808

4987476167801

出荷済み

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＹＤ」

PTP500錠

(01)04987476247602

(01)14987476167815

4987476167818

2016.3中旬

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＹＤ」

バラ100錠

(01)04987476247619

(01)14987476167822

4987476167825

2016.4上旬

ロラタジンOD錠10mg「YD」

ＰＴＰ50錠

(01)04987476229004

(01)14987476138518

4987476138511

出荷済み

ロラタジンOD錠10mg「YD」

ＰＴＰ300錠

(01)04987476229004

(01)14987476138525

4987476138528

2015.8下旬

ロラタジン錠10mg「YD」

ＰＴＰ100錠

2016.3下旬

(01)14987476138419

4987476138412

2016.3上旬

ロラタジン錠10mg「YD」

ＰＴＰ500錠

2016.3上旬

(01)14987476138426

4987476138429

2016.3上旬

ロラタジン錠10mg「YD」

バラ300錠

(01)04987476228915

(01)14987476138433

4987476138436

2015.12上旬
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包装・ＧＳ１コード・ＪＡＮコード一覧
製品名

平成27年9月
包装

調剤単位コード

販売単位コード

元梱単位コード

JANコード

JANコード削除品
出荷予定時期

ワルファリンＫ細粒0.2％「ＹＤ」

バラ100g

(01)04987476224108

(01)14987476129912

4987476129915

出荷済み

ワルファリンＫ細粒0.2％「ＹＤ」

バラ500g

(01)04987476224115

(01)14987476129929

4987476129922

出荷済み
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