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変更前 変更後
変更例：カデュエット配合錠 3 番（10 錠 PTP シート）

製造販売承認承継および
包装デザイン変更のお知らせ（追補）

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はヴィアトリス製薬株式会社の
製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本年 7 月および8 月に製造販売承認承継および包装デザイン変更についてご案内いたしま
したが、この度、包装デザイン変更に関して一部追補情報として改めてご案内申し上げます。

　各製品に対するご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご高配を賜りますよう
お願い申し上げます。

謹白  

2021 年 12 月
ヴィアトリス製薬株式会社

ヴィアトリスグループに関するご説明
ヴィアトリスは、医薬品へのアクセスの提供、持続可能なオペレーション、革新的なソリューションの開発、専門知識の活用を通じて、
患者さんの転帰改善にコミットする新しいヘルスケア企業です。2020 年にマイランとアップジョンの統合により誕生したヴィアトリスは、サイエ
ンス、製造、流通におけるベスト・イン・クラスの専門知識とメディカル、薬事、コマーシャル分野の実績ある能力を結集し、高品質の医薬品を、
必要とする患者さんへお届けします。

＜PTPシート（アルミフォイルデザイン）＞
○下記の該当品目は PTP シートのアルミフォイルデザインにエンドレス印刷（※）を採用しております。

該当品目：ジェイゾロフトOD 錠 25mg・50mg・100mg 10 錠 PTP シート、＊カデュエット配合錠 1 番・2 番・3 番・
4番 10 錠 PTP シート
＊カデュエット配合錠に関しては、上記の変更に伴い、錠剤ポケット部分の白抜きデザインがなくなりました。

表示および包装デザイン変更

※エンドレス印刷とは錠剤の位置とは関係なくランダムに印刷する方法の事です。

以上



2021 年 7 月作成MKS27L018A

製造販売承認承継および
包装デザイン変更のお知らせ

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はヴィアトリス製薬株式会社の
製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年11月16日より、ヴィアトリス製薬株式会社（旧ファイザー株式会社アップジョン事業部門）
はファイザーグループから分離・独立し、ヴィアトリスグループの一員として事業を開始いたしました。
その一環として、下記製品の製造販売会社および販売会社をファイザー株式会社からヴィアトリス
製薬株式会社に移管することとなりました。本移管に先立ち、製品の個装箱に「ファイザー株式
会社のGS1コード」および「ヴィアトリス製薬株式会社の GS1コード」を併記して出荷させていた
だいておりますが、対象製品の製造販売承認の承継および販売の移管日以降は、「ヴィアトリス
製薬株式会社のGS1コード」をご使用いただくようお願い申し上げます。

　また、この度アステラス製薬株式会社が販売しておりますセレコックス、リピトールについて、
ヴィアトリス製薬株式会社へ承継および販売移管することとなりました。これに伴い、2021 年 8 月
1 日より、セレコックス、リピトールに関しまして、「アステラス製薬株式会社の GS1コード」から

「ヴィアトリス製薬株式会社のGS1コード」へ変更した個装箱の製品を出荷させていただきます。

　各製品に対するご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご高配を賜りますよう
お願い申し上げます。

謹白  

2021 年 8 月
ヴィアトリス製薬株式会社

ヴィアトリスグループに関するご説明
ヴィアトリスは、医薬品へのアクセスの提供、持続可能なオペレーション、革新的なソリューションの開発、専門知識の活用を通じて、
患者さんの転帰改善にコミットする新しいヘルスケア企業です。2020 年にマイランとアップジョンの統合により誕生したヴィアトリスは、サイエ
ンス、製造、流通におけるベスト・イン・クラスの専門知識とメディカル、薬事、コマーシャル分野の実績ある能力を結集し、高品質の医薬品を、
必要とする患者さんへお届けします。
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※ファイザー UPJ 合同会社はヴィアトリスグループの一員です

製造販売承認の承継および販売の移管
ファイザー株式会社からヴィアトリス製薬株式会社への移管対象製品および移管予定日

製品名 2021 年 7月 31 日まで 2021 年 9月 1日より2021年8月1日
　　~2021年8月31日

セレコキシブ「ファイザー」

お問い合わせ先

製造販売
ファイザー株式会社

ファイザー株式会社　製品情報センター
〒151-8589  東京都渋谷区代々木 3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

ヴィアトリス製薬株式会社
メディカルインフォメーション部
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 5-11-2

フリーダイヤル　0120-419-043

お問い合わせ先

ファイザー株式会社
製品情報センター
〒151-8589  東京都渋谷区代々木 3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

ヴィアトリス製薬株式会社
メディカルインフォメーション部
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 5-11-2

フリーダイヤル　0120-419-043

製造販売
ファイザー UPJ 合同会社※

販売
ヴィアトリス製薬株式会社
販売提携
ファイザー株式会社

製造販売
ファイザー UPJ 合同会社※

販売
ヴィアトリス製薬株式会社

○製造販売承認および販売移管品

製品名 2021 年 8月 31 日まで 2021 年 9月 1日より

キサラタン
ザラカム
セララ
レバチオ
ノルバスク
ジェイゾロフト
レルパックス
カデュエット
カルデナリン
バイアグラ
ソラナックス
デトルシトール

製造販売
ファイザー株式会社

製造販売
ヴィアトリス製薬株式会社

リリカ

上記に加えて

販売提携　エーザイ株式会社
お問い合わせ先：
エーザイ株式会社 hhc ホットライン
〒112-8088  東京都文京区小石川 4-6-10
フリーダイヤル　0120-419-497

上記に加えて

販売提携　大日本住友製薬株式会社
お問い合わせ先：
大日本住友製薬株式会社 くすり情報センター
〒541-0045  大阪市中央区道修町 2-6-8
TEL　0120-034-389

上記に加えて

販売提携　エーザイ株式会社
お問い合わせ先：
エーザイ株式会社 hhc ホットライン
〒112-8088  東京都文京区小石川 4-6-10
フリーダイヤル　0120-419-497

上記に加えて

販売提携　大日本住友製薬株式会社
お問い合わせ先：
大日本住友製薬株式会社 くすり情報センター
〒541-0045  大阪市中央区道修町 2-6-8
TEL　0120-034-389

イフェクサー SR
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製造販売承認の承継および販売の移管
アステラス製薬株式会社からヴィアトリス製薬株式会社への移管対象製品および移管予定日

製品名 2021 年 7月 31 日まで 2021 年 8月 1日より

セレコックス
リピトール

製造販売
アステラス製薬株式会社
販売提携
ファイザー株式会社

製造販売
ヴィアトリス製薬株式会社

○製造販売承認および販売移管品

製品名 2021 年 8月 31 日まで 2021 年 9月 1日より

プレガバリン「ファイザー」
アムロジピン「ファイザー」
ドキサゾシン「ファイザー」
エレトリプタン「ファイザー」

製造販売
ファイザー UPJ 合同会社※

販売
ファイザー株式会社

製造販売
ファイザー UPJ 合同会社※

販売
ヴィアトリス製薬株式会社

○販売移管品

お問い合わせ先

ファイザー株式会社
製品情報センター
〒151-8589  東京都渋谷区代々木 3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

ヴィアトリス製薬株式会社
メディカルインフォメーション部
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 5-11-2

フリーダイヤル　0120-419-043

お問い合わせ先

アステラス製薬株式会社
メディカルインフォメーションセンター
〒103-8411  東京都中央区日本橋 2 丁目 5 番 1 号
フリーダイヤル　0120-189-371

ヴィアトリス製薬株式会社
メディカルインフォメーション部
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 5-11-2

ヴィアトリスグループ フリーダイヤル　
0120-938-837

※ファイザー UPJ 合同会社はヴィアトリスグループの一員です

※2021 年 9 月 1 日から10 月 31 日までは、セレコックスおよびリピトールを除く、ヴィアトリス製薬
株式会社の製品に関するお問い合わせは、ファイザー株式会社　製品情報センターにて受付けて
おります。フリーダイヤル 0120-419-043 は、上記の期間中はファイザー株式会社 製品情報センターへ自
動転送となることをご了承願います。2021 年 11 月 1 日以降は、当該フリーダイヤルは、ヴィアトリス
製薬株式会社 メディカルインフォメーション部への接続に切替わります。
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製品名 包装 ファイザー（株）
統一商品コード

ファイザー（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

変更品の統一商品コード、GS1コード（ファイザー株式会社からの移管製品）

アムロジピン錠
2.5mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114215304 （01）14987901012901

アムロジピン錠
2.5mg「ファイザー」 14 錠 ×10PTP （01）14987114215502 （01）14987901013106

アムロジピン錠
2.5mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114215403 （01）14987901013007

アムロジピン錠
2.5mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114215601 （01）14987901013205

アムロジピン錠
5mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114215700 （01）14987901013304

アムロジピン錠
5mg「ファイザー」 14 錠 ×10PTP （01）14987114215908 （01）14987901013502

アムロジピン錠
5mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114215809 （01）14987901013403

アムロジピン錠
5mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114216004 （01）14987901013601

アムロジピン錠
10mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114216103 （01）14987901013700

アムロジピン錠
10mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114216202 （01）14987901013809

アムロジピン錠
10mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114216301 （01）14987901013908

イフェクサー SR カプセル
37.5mg

14 カプセル
×5PTP （01）14987114125306 （01）14987901000304

イフェクサー SR カプセル
37.5mg

10 カプセル
×10PTP （01）14987114104905 （01）14987901000106

イフェクサー SR カプセル
37.5mg

10 カプセル
×50PTP （01）14987114105001 （01）14987901000205

アムロジピン OD 錠
2.5mg「ファイザー」 14 錠 ×10PTP （01）14987114216707 （01）14987901014202

アムロジピン OD 錠
2.5mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114216608 （01）14987901014103

アムロジピン OD 錠
2.5mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114216806 （01）14987901014301

アムロジピン OD 錠
5mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114216905 （01）14987901014400

アムロジピン OD 錠
2.5mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114216509 （01）14987901014004

アムロジピン OD 錠
5mg「ファイザー」 14 錠 ×10PTP （01）14987114217100 （01）14987901014608

アムロジピン OD 錠
5mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114217001 （01）14987901014509

アムロジピン OD 錠
5mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114217209 （01）14987901014707

アムロジピン OD 錠
10mg「ファイザー」 10 錠 ×10PTP （01）14987114217308 （01）14987901014806

アムロジピン OD 錠
10mg「ファイザー」 10 錠 ×50PTP （01）14987114217407 （01）14987901014905

アムロジピン OD 錠
10mg「ファイザー」 500 錠（瓶） （01）14987114217506 （01）14987901015001

イフェクサー SR カプセル
37.5mg

100 カプセル
（瓶） （01）14987114105100 （01）14987901000403
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114215307

114215505

114215406

114215604

114215703

114215901

114215802

114216007

114216106

114216205

114216304

114216502

114216700

114216601

114216809

114216908

114217103

114217004

114217202

114217301

114217400

114217509

114125309

114104908

114105004

114105103

901012904

901013109

901013000

901013208

901013307

901013505

901013406

901013604

901013703

901013802

901013901

901014007

901014205

901014106

901014304

901014403

901014601

901014502

901014700

901014809

901014908

901015004

901000307

901000109

901000208

901000406

医薬品コード（統一商品コード、JANコード、販売包装単位GS1コード、調剤包装単位GS1コード、HOT番号）を
変更いたします。JANコード、調剤包装単位GS1コード、HOT番号については、右記2次元コードにてWebページ
をご確認ください。なお、現デザインの製品の在庫がなくなり次第出荷を開始いたします。製造番号 / 出荷時期
共に未定でございます。



製品名 包装 ファイザー（株）
統一商品コード

ファイザー（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

カデュエット配合錠 1 番 10 錠 ×10PTP （01）14987114144109 （01）14987901000809

カデュエット配合錠 2 番 10 錠 ×10PTP （01）14987114144208 （01）14987901000908

カデュエット配合錠 3 番 10 錠 ×10PTP （01）14987114144307 （01）14987901001004

カデュエット配合錠 3 番 10 錠 ×50PTP （01）14987114144406 （01）14987901001103

イフェクサー SR カプセル
75mg

10 カプセル
×10PTP （01）14987114105605 （01）14987901000502

イフェクサー SR カプセル
75mg

10 カプセル
×50PTP （01）14987114105704 （01）14987901000601

エレトリプタン錠 20mg
｢ファイザー｣

10 錠
（患者用パッケージ）

（01）14987114218206 （01）14987901015100

カデュエット配合錠 4 番 10 錠 ×10PTP （01）14987114144505 （01）14987901001202

カデュエット配合錠 4 番 10 錠 ×50PTP （01）14987114144604 （01）14987901001301

カルデナリン錠 0.5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114277401 （01）14987901002308

カルデナリン錠 1mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114277500 （01）14987901002407

カルデナリン錠 1mg 500 錠（瓶） （01）14987114277609 （01）14987901002506

カルデナリン錠 2mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114279009 （01）14987901002605

カルデナリン錠 2mg 500 錠（瓶） （01）14987114279306 （01）14987901002704

カルデナリン錠 4mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114279207 （01）14987901002803

キサラタン点眼液
0.005% 2.5mL×10 本 （01）14987114829303 （01）14987901003503

ザラカム配合点眼液 2.5mL×10 本 （01）14987114327700 （01）14987901003602

ジェイゾロフト 錠
25mg 500 錠（瓶） （01）14987114230307 （01）14987901004005

ジェイゾロフト 錠
50mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114230505 （01）14987901004104

イフェクサー SR カプセル
75mg

100 カプセル
（瓶） （01）14987114105803 （01）14987901000700

カルデナリン OD 錠
0.5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114271003 （01）14987901002902

カルデナリン OD 錠
1mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114271201 （01）14987901003008

カルデナリン OD 錠
1mg 500 錠（瓶） （01）14987114271508 （01）14987901003107

カルデナリン OD 錠
2mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114271607 （01）14987901003206

カルデナリン OD 錠
2mg 500 錠（瓶） （01）14987114271805 （01）14987901003305

カルデナリン OD 錠
4mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114271904 （01）14987901003404

ジェイゾロフト 錠
25mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114230109 （01）14987901003701

ジェイゾロフト 錠
25mg 14 錠 ×10PTP （01）14987114230406 （01）14987901003909

ジェイゾロフト 錠
25mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114230208 （01）14987901003800
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114105608

114105707

114105806

114218209

114144102

114144201

114144300

114144409

114144508

114144607

114277404

114277503

114277602

114279002

114279309

114279200

114271006

114271204

114271501

114271600

114271808

114271907

114829306

114327703

114230102

114230409

114230201

114230300

114230508

901000505

901000604

901000703

901015103

901000802

901000901

901001007

901001106

901001205

901001304

901002301

901002400

901002509

901002608

901002707

901002806

901002905

901003001

901003100

901003209

901003308

901003407

901003506

901003605

901003704

901003902

901003803

901004008

901004107



製品名 包装 ファイザー（株）
統一商品コード

ファイザー（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

ジェイゾロフト 錠
50mg 14 錠 ×10PTP （01）14987114230802 （01）14987901004302

ジェイゾロフト 錠
50mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114230604 （01）14987901004203

ジェイゾロフト 錠
50mg 500 錠（瓶） （01）14987114230703 （01）14987901004401

ジェイゾロフト 錠
100mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114229301 （01）14987901004500

セララ錠 25mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114140002 （01）14987901006108

セララ錠 50mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114140101 （01）14987901006207

セララ錠 50mg 14 錠 ×50PTP （01）14987114140200 （01）14987901006306

セララ錠 50mg 500 錠（瓶） （01）14987114140309 （01）14987901006405

セレコキシブ錠 100mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114214703 （01）14987901006603

セレコキシブ錠 100mg
｢ファイザー｣ 14 錠 ×10PTP （01）14987114214802 （01）14987901006702

セレコキシブ錠 100mg
｢ファイザー｣ 14 錠 ×50PTP （01）14987114215106 （01）14987901006801

セレコキシブ錠 100mg
｢ファイザー｣ 500 錠（バラ） （01）14987114215205 （01）14987901001905

セレコキシブ錠 200mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114214901 （01）14987901006900

セレコキシブ錠 200mg
｢ファイザー｣ 14 錠 ×10PTP （01）14987114215007 （01）14987901007006

ソラナックス 0.4mg 錠 10 錠 ×10PTP （01）14987114811100 （01）14987901007105

ソラナックス 0.4mg 錠 10 錠
×100PTP （01）14987114811308 （01）14987901007204

ソラナックス 0.4mg 錠 500 錠（瓶） （01）14987114811209 （01）14987901007303

ソラナックス 0.8mg 錠 10 錠 ×50PTP （01）14987114811902 （01）14987901007402

ソラナックス 0.8mg 錠 500 錠（瓶） （01）14987114812008 （01）14987901007501

デトルシトールカプセル
2mg

10 カプセル
×10PTP （01）14987114790702 （01）14987901007600

デトルシトールカプセル
4mg

10 カプセル
×10PTP （01）14987114789805 （01）14987901007709

ドキサゾシン錠 0.5mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114217704 （01）14987901015209

ドキサゾシン錠 1mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114217803 （01）14987901015308

ドキサゾシン錠 2mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114217902 （01）14987901015407

ドキサゾシン錠 4mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114218008 （01）14987901015506

ジェイゾロフト OD 錠
25mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114229509 （01）14987901004609

ジェイゾロフト OD 錠
50mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114229707 （01）14987901004708

ジェイゾロフト OD 錠
100mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114229905 （01）14987901004807

セララ錠 100mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114140408 （01）14987901006504
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114230805

114230607

114230706

114229304

114229502

114229700

114229908

114140005

114140104

114140203

114140302

114140401

114214706

114214805

114215109

114215208

114214904

114215000

114811103

114811301

114811202

114811905

114812001

114790705

114789808

114217707

114217806

114217905

114218001

901004305

901004206

901004404

901004503

901004602

901004701

901004800

901006101

901006200

901006309

901006408

901006507

901006606

901006705

901006804

901001908

901006903

901007009

901007108

901007207

901007306

901007405

901007504

901007603

901007702

901015202

901015301

901015400

901015509



製品名 包装 ファイザー（株）
統一商品コード

ファイザー（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

ノルバスク OD 錠
2.5mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114336108 （01）14987901009208

ノルバスク OD 錠
2.5mg 14 錠 ×50PTP （01）14987114336306 （01）14987901009406

ノルバスク OD 錠
2.5mg

10 錠
×100PTP （01）14987114336405 （01）14987901009307

ノルバスク OD 錠
2.5mg 500 錠（瓶） （01）14987114336207 （01）14987901009505

ノルバスク OD 錠 10mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114338003 （01）14987901010105

ノルバスク OD 錠 10mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114338102 （01）14987901010204

ノルバスク OD 錠 10mg 500 錠（瓶） （01）14987114338201 （01）14987901010303

ノルバスク OD 錠
2.5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114336009 （01）14987901009109

ノルバスク OD 錠 5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114336504 （01）14987901009604

ノルバスク OD 錠 5mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114336603 （01）14987901009703

ノルバスク OD 錠 5mg 14 錠 ×50PTP （01）14987114337204 （01）14987901009901

ノルバスク OD 錠 5mg 10 錠
×100PTP （01）14987114337303 （01）14987901009802

ノルバスク OD 錠 5mg 500 錠（瓶） （01）14987114336702 （01）14987901010006

ノルバスク錠 10mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114337600 （01）14987901008805

ノルバスク錠 10mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114337709 （01）14987901008904

ノルバスク錠 10mg 500 錠（瓶） （01）14987114337808 （01）14987901009000

ノルバスク錠 2.5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114331004 （01）14987901007808

ノルバスク錠 2.5mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114331202 （01）14987901007907

ノルバスク錠 2.5mg 14 錠 ×50PTP （01）14987114331608 （01）14987901008102

ノルバスク錠 2.5mg 10 錠
×100PTP （01）14987114331806 （01）14987901008003

ノルバスク錠 2.5mg 500 錠（瓶） （01）14987114331400 （01）14987901008201

ノルバスク錠 5mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114335002 （01）14987901008300

ノルバスク錠 5mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114335200 （01）14987901008409

ノルバスク錠 5mg 14 錠 ×50PTP （01）14987114335606 （01）14987901008607

ノルバスク錠 5mg 10 錠
×100PTP （01）14987114335804 （01）14987901008508

ノルバスク錠 5mg 500 錠（瓶） （01）14987114335408 （01）14987901008706

10 錠 ×2PTP （01）14987114370003 （01）14987901010402

10 錠 ×2PTP （01）14987114370904 （01）14987901010501

10 錠 ×10PTP （01）14987114370805 （01）14987901010600

バイアグラ錠 25mg

バイアグラ錠 50mg

バイアグラ錠 50mg
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114331007

114331205

114331601

114331809

114331403

114335005

114335203

114335609

114335807

114335401

114337603

114337702

114337801

114336002

114336101

114336309

114336408

114336200

114336507

114336606

114337207

114337306

114336705

114338006

114338105

114338204

114370006

114370907

114370808

901007801

901007900

901008105

901008006

901008204

901008303

901008402

901008600

901008501

901008709

901008808

901008907

901009003

901009102

901009201

901009409

901009300

901009508

901009607

901009706

901009904

901009805

901010009

901010108

901010207

901010306

901010405

901010504

901010603



製品名 包装 ファイザー（株）
統一商品コード

ファイザー（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

プレガバリン OD 錠 25mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×50PTP （01）14987114218503 （01）14987901015704

プレガバリン OD 錠 25mg
｢ファイザー｣ 500 錠（瓶） （01）14987114218602 （01）14987901015803

プレガバリン OD 錠 75mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114218701 （01）14987901015902

プレガバリン OD 錠 75mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×50PTP （01）14987114218800 （01）14987901016008

10 枚 ×2 （01）14987114369007 （01）14987901010709

10 枚 ×2 （01）14987114369205 （01）14987901010808

10 枚 ×5 （01）14987114369304 （01）14987901010907

プレガバリン OD 錠 25mg
｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114218404 （01）14987901015605

プレガバリン OD 錠 75mg
｢ファイザー｣ 500 錠（瓶） （01）14987114218909 （01）14987901016107

プレガバリン OD 錠
150mg｢ファイザー｣ 10 錠 ×10PTP （01）14987114219005 （01）14987901016206

リリカ OD 錠 25mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114232608 （01）14987901011607

リリカ OD 錠 25mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114232707 （01）14987901011706

リリカ OD 錠 25mg 500 錠（瓶） （01）14987114233704 （01）14987901011805

リリカ OD 錠 75mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114233001 （01）14987901011904

リリカ OD 錠 75mg 10 錠 ×50PTP （01）14987114233100 （01）14987901012000

リリカ OD 錠 75mg 500 錠（瓶） （01）14987114233803 （01）14987901012109

リリカ OD 錠 150mg 10 錠 ×10PTP （01）14987114233407 （01）14987901012208

リリカカプセル 25mg 10 カプセル
×3PTP （01）14987114231403 （01）14987901011003

リリカカプセル 25mg 10 カプセル
×10PTP （01）14987114232202 （01）14987901011102

リリカカプセル 25mg 10 カプセル
×50PTP （01）14987114232301 （01）14987901011201

リリカカプセル 75mg 10 カプセル
×10PTP （01）14987114231601 （01）14987901011300

リリカカプセル 75mg 14 カプセル
×50PTP （01）14987114231700 （01）14987901011409

リリカカプセル 150mg 10 カプセル
×10PTP （01）14987114232004 （01）14987901011508

レバチオ錠 20mg 15 錠 ×6PTP （01）14987114334807 （01）14987901012307

レバチオ懸濁用
ドライシロップ 900mg 1 瓶 （01）14987114334302 （01）14987901012505

レルパックス錠 20mg 10 錠 ×1PTP （01）14987114136104 （01）14987901012604

レルパックス錠 20mg 10 錠 ×1PTP
（患者用パッケージ）

（01）14987114136005 （01）14987901012703

レルパックス錠 20mg 10 錠 ×5PTP
（患者用パッケージ）

（01）14987114136203 （01）14987901012802

バイアグラ OD フィルム
25mg
バイアグラ OD フィルム
50mg
バイアグラ OD フィルム
50mg

レバチオ OD フィルム
20mg 1 枚 ×30 （01）14987114334500 （01）14987901012406
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114369000

114369208

114369307

114218407

114218506

114218605

114218704

114218803

114218902

114219008

114231406

114232205

114232304

114231604

114231703

114232007

114232601

114232700

114233707

114233004

114233103

114233806

114233400

114334800

114334503

114334305

114136107

114136008

114136206

901010702

901010801

901010900

901015608

901015707

901015806

901015905

901016001

901016100

901016209

901011006

901011105

901011204

901011303

901011402

901011501

901011600

901011709

901011808

901011907

901012003

901012102

901012201

901012300

901012409

901012508

901012607

901012706

901012805



製品名 包装 アステラス製薬（株）
統一商品コード

アステラス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
GS1コード（販売包装単位）

ヴィアトリス製薬（株）
統一商品コード

変更品の統一商品コード、GS1コード（アステラス製薬株式会社からの移管製品）

セレコックス錠 100mg

セレコックス錠 100mg

セレコックス錠 100mg

セレコックス錠 100mg

セレコックス錠 100mg

セレコックス錠 200mg

セレコックス錠 200mg

セレコックス錠 200mg

セレコックス錠 200mg

セレコックス錠 200mg

リピトール錠 5mg

リピトール錠 5mg

リピトール錠 5mg

リピトール錠 5mg

リピトール錠 10mg

リピトール錠 10mg

リピトール錠 10mg

リピトール錠 10mg

リピトール錠 10mg

14 錠 ×10PTP （01）14987233028243 （01）14987901016503

14 錠 ×50PTP （01）14987233028267 （01）14987901016602

10 錠
×100PTP （01）14987233014079 （01）14987901016404

500 錠（バラ） （01）14987233028250 （01）14987901016701

10 錠 ×10PTP （01）14987233028359 （01）14987901016305

10 錠 ×10PTP （01）14987233028366 （01）14987901016800

14 錠 ×10PTP （01）14987233028328 （01）14987901017005

10 錠 ×50PTP （01）14987233014048 （01）14987901016909

14 錠 ×50PTP （01）14987233028342 （01）14987901017104

500 錠（バラ） （01）14987233028335 （01）14987901017203

10 錠 ×10PTP （01）14987233028502 （01）14987901017302

10 錠 ×50PTP （01）14987233028519 （01）14987901017401

10 錠
×100PTP （01）14987233028533 （01）14987901017500

500 錠（バラ） （01）14987233028526 （01）14987901017609

10 錠 ×10PTP （01）14987233028540 （01）14987901017708

10 錠 ×50PTP （01）14987233028557 （01）14987901017807

14 錠 ×50PTP （01）14987233028571 （01）14987901018002

10 錠
×100PTP （01）14987233028588 （01）14987901017906

500 錠（バラ） （01）14987233028564 （01）14987901018101
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901016308

901016506

901016605

901016407

901016704

901016803

901017008

901016902

901017107

901017206

901017305

901017404

901017503

901017602

901017701

901017800

901018005

901017909

901018104

医薬品コード（統一商品コード、JANコード、販売包装単位GS1コード、調剤包装単位GS1コード、HOT番号）を
変更いたします。JANコード、調剤包装単位GS1コード、HOT番号については、右記2次元コードにてWebページ
をご確認ください。なお、現デザインの製品の在庫がなくなり次第出荷を開始いたします。製造番号 / 出荷時期
共に未定でございます。

233028352

233028246

233028260

233014072

233028253

233028369

233028321

233014041

233028345

233028338

233028505

233028512

233028536

233028529

233028543

233028550

233028574

233028581

233028567



変更前 変更後

変更前 変更後

表示および包装デザイン変更

＜共通事項＞
○個装箱サイズ
個装箱は一部製品※を除き、現行品から変更はございません。
※ノルバスク錠 5mg  10 錠 ×10PTP につきましては、50mm×43mm×125mm →50mm×35mm×125mm

の変更がございます。

○元梱入数、段ボールサイズ
元梱入数、段ボールサイズについては現行品から変更はございません。

○初回製造番号 / 出荷時期
現デザインの製品の在庫がなくなり次第出荷を開始いたします。製造番号 / 出荷時期共に未定でございます。

＜個装箱＞
○製造販売業者等の名称・住所の表示を変更いたします。
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。
○開封口の位置、封緘テープ貼付部のデザイン等が変更となる製品もございます。
○「GS1 変動情報対応品」のサービス表示を削除いたします。
○成分面記載「添付文書をよくお読みください。」の「添付文書」を「電子添文」に変更いたします。

変更例：リリカOD 錠 25mg   10 錠 ×10PTP（個装箱）

変更例：セレコックス錠 100mg  14 錠 ×10PTP（個装箱）
※セレコックス錠 100mgおよび200mg につきましてはデザインの変更がございます。
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変更前 変更後

＜ボトルキャップ＞

該 当 品 目：カルデナリン錠 1mg  500 錠（瓶）、
カルデナリン錠 2mg  500 錠（瓶）、ジェイゾロ
フト錠 50mg  500 錠（瓶）、ノルバスク錠 2.5mg  
500 錠（瓶）、ノルバスク錠 5mg  500 錠（瓶）、
ノルバスク錠 10mg  500 錠（瓶）

変更前 変更後該当品目：ジェイゾロフト錠  25mg 500 錠（瓶） 

○ファイザーロゴが記載されたキャップを、無地キャップに変更しました。変更品につきましてはラベルに「切り
取って貼れるキャップシール」を採用しております。

変更前 変更後

変更例：ノルバスク錠 5mg  500 錠（瓶）（ボトル用ラベル）

変更前 変更後

変更例：リリカOD 錠 75mg  500 錠（瓶）（ボトル用ラベル）

＜ボトル用ラベル＞
○製造販売業者等の名称・住所の表示を変更いたします。
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。
○成分面記載「添付文書をよくお読みください。」の「添付文書」を「電子添文」に変更いたします。
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変更前 変更後

変更例：セララ錠 50mg（10 錠 PTP シート）

＜PTPシート（アルミフォイルデザイン）＞
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。
○一部の製品に入っておりました2 次元コードを削除しました。
○一部の製品はエンドレスデザインを採用しております。
○上記の変更に伴いレイアウトを調整しております。

変更例：ソラナックス0.4mg 錠  500 錠（瓶）（緩衝材）　

緩衝材イメージ

＜緩衝材＞
○添付文書の同梱廃止（電子添文への変更）に伴い、一部のガラスボトル品については外部衝撃等を避ける為に

緩衝材として添付文書と同サイズの紙を封入いたします。封入する紙には「これは緩衝材です」の文言を印刷し
添付文書とは異なる事が分かる様に配慮いたします。

該当品目：ソラナックス0.4mg 錠  500 錠（瓶）、ソラナックス0.8mg 錠  500 錠（瓶）

変更後
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変更例：キサラタン点眼液 0.005％  2.5mL×10（個装箱）

変更前 変更後

＜点眼液＞
○点眼容器等の変更はございません。
○個装箱、ラベル、シュリンクに関して以下の変更がございます。
○製造販売業者等の名称・住所の表示を変更いたします。
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。
○貯法の記載を「2 ～ 8℃」に変更し、欄外に「開封後は遮光して保存すること。」を追記しました。

該当品目：ザラカム配合点眼液  2.5mL×10、キサラタン点眼液 0.005％  2.5mL×10

変更例：キサラタン点眼液 0.005％  2.5mL×10（シュリンクラベル）

変更前 変更後
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＜ピロー＞
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。

変更前 変更後

変更例：リリカOD 錠 25mg  10 錠 ×10PTP（ピローデザイン）

変更前 変更後

変更例：アムロジピンOD 錠 2.5mg「ファイザー」  10 錠 ×10PTP（ピローデザイン）

＜フィルム剤＞
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。

変更例：バイアグラODフィルム50mg

変更前 変更後
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変更前 変更後

変更例：セレコックス錠 200mg  10 錠 ×10PTP（元梱段ボール、段ボールラベル）

＜元梱段ボール、段ボールラベル＞
○製造販売業者等の名称を変更いたします。
○GS1コード（元梱単位）をヴィアトリス仕様に変更いたします。

＜封緘テープ＞
○ファイザーロゴからヴィアトリスロゴに変更いたします。

＜刻印＞
○製造販売承継の段階での刻印の変更はございません。

変更前 変更後
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添付文書同梱廃止のお知らせ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」）の改正により、2021 年
8 月から、これまで医療用医薬品に同梱されていた紙の添付文書は原則として廃止され、電子的な方法で閲覧
することが基本となります。
これに伴い、製造販売承認の承継による包装変更と同時に紙の添付文書の同梱を廃止し、添付文書の電子化
に対応いたします。

「添文ナビ※」アプリケーションから、個装箱（小函）のGS1バーコードを読み取ると、PMDAホームページの注意
事項等情報（添付文書情報）等を閲覧することができます。
※日本製薬団体連合会、医療機器産業連合会、GS1 Japan が共同で開発した医療従事者向けのアプリケーションです。

参考情報：
「添付文書の電子化について」

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/0003.html
「医療用医薬品の添付文書電子化について」

http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/index.htm

以上

該当品目：エレトリプタン錠 20mg「ファイザー」  10 錠 ×1PTP（患者用パッケージ）、レルパックス錠 20mg  
10 錠 ×1 PTP（患者用パッケージ）、レルパックス錠 20mg  10 錠 ×5 PTP（患者用パッケージ）

＜患者用パッケージ＞
○GS1コードをヴィアトリス仕様に変更いたします。
○2 次元コードを廃止いたします。
○上記に伴うレイアウトおよびデザインの調整をいたします。

変更前 変更後

変更例：レルパックス錠 20mg  10 錠 ×1 PTP（患者用パッケージ）
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