お得意様各位

2020年11月

販売移管および包装変更等のご案内
謹啓
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。
このたび、ビオフェルミン製薬株式会社にて製造販売しております医療用医薬品は、2021年1月1日
付で販売を「武田薬品工業株式会社」から「大正製薬株式会社」へ移管することとなりました。
これに伴い、下記の通り包装、各種コードを変更いたしますのでご案内申し上げます。
今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
謹白

対象製品

医療用医薬品全製品

ビオフェルミン錠剤

: 126錠
（PTP包装 21錠 × 6枚）、630錠（PTP包装 21錠 × 10枚 × 3）、
1,680錠
（PTP包装 21錠 × 10枚 × 8）
、1,000錠（バラ包装）

ビオフェルミンＲ散

: 120g
（1g × 120）、600g（1g × 600）
、500g、1kg

ビオフェルミンＲ錠

: 100錠
（PTP包装 10錠 × 10枚）
、500錠（PTP包装 10錠 × 10枚 × 5）
、
1,000錠
（PTP包装 10錠 × 10枚 × 10）
、1,000錠（バラ包装）

ビオフェルミン配合散 : 500g、1kg、120g
（1g × 120）、600g（1g × 600）※5kgは販売を中止いたします
ビオスミン配合散

: 500g、1kg

販売移管日

2021年1月1日(金)
変更内容概要
1．販売会社名の変更（旧：武田薬品工業株式会社 ⇒ 新：大正製薬株式会社）
2．大正製薬株式会社マークを追加
3．GS1 コード（調剤包装単位、販売包装単位、元梱包装単位）の変更
4．販売包装単位の GS1 コードに変動情報（使用期限・製造番号）を追加
5．元梱包装単位に GS1 コードを表示
6．大包製品の包装資材変更
7．デザインの変更（ビオフェルミン配合散）
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変更内容詳細
1. 販売会社名の変更
製造販売元の表記は変更ありません。

変更前

変更後

販売 武田薬品工業株式会社

販売 大正製薬株式会社

2．大正製薬株式会社マークを追加

変更前

変更後

なし
各製品の個装箱、アルミ分包、アルミ袋、ラベルに追加いたします。（PTPシートへの記載はありません）

3．GS1コード（調剤包装単位、販売包装単位、元梱包装単位）の変更
武田薬品工業株式会社のコードから大正製薬株式会社のコードに変更いたします。
調剤包装単位及び販売包装単位の変更前後のコードは、6ページをご参照ください。
※薬価基準収載医薬品コード、個別医薬品コード、レセプト電算処理システムコードは変更ありません。

変更対象
ビオフェルミン錠剤

: 126錠
（PTP包装 21錠 × 6枚）、630錠（PTP包装 21錠 × 10枚 × 3）、
1,680錠
（PTP包装 21錠 × 10枚 × 8）、1,000錠（バラ包装）

ビオフェルミンＲ散

: 120g
（1g × 120）、600g（1g × 600）、500g、1kg

ビオフェルミンＲ錠

: 100錠（PTP包装 10錠 × 10枚）、500錠（PTP包装 10錠 × 10枚 × 5）、
1,000錠
（PTP包装 10錠 × 10枚 × 10）、1,000錠（バラ包装）

ビオフェルミン配合散 : 500g、1kg、120g
（1g × 120）、600g（1g × 600）
ビオスミン配合散

: 500g、1kg
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４．販売包装単位のGS1コードに変動情報（使用期限・製造番号）を追加

変更対象【販売移管と同時に実施】
ビオフェルミン錠剤

：126錠(PTP包装 21錠 × 6枚）、630錠(PTP包装 21錠 × 10枚 × 3）

ビオフェルミンＲ散

：500g、1kg

ビオフェルミン配合散 ：500g、1kg、120g(1g × 120)、600g(1g × 600）
ビオスミン配合散

：500g、1kg

変更対象【販売移管後に順次実施】
ビオフェルミン錠剤

：1,680錠(PTP包装 21錠 × 10枚 × 8）

ビオフェルミンＲ錠

：100錠(PTP包装 10錠 × 10枚）、500錠(PTP包装 10錠 × 10枚 × 5）
1,000錠(PTP包装 10錠 × 10枚 × 10）

変更前（商品コードのみ）

変更後（商品コード＋変動情報）

＊コードの表示はイメージです
※既に変動情報を表示済みの製品：
ビオフェルミン錠剤 1,000 錠（バラ包装） ビオフェルミン R 錠 1,000 錠（バラ包装） ビオフェルミン R 散 120g(1g × 120)、600g(1g × 600）

５．元梱包装単位にGS1コードを表示

変更対象【販売移管と同時に実施】
ビオフェルミン錠剤

：126錠(PTP包装 21錠 × 6枚）、630錠(PTP包装 21錠 × 10枚 × 3）

ビオフェルミンＲ散

：500g、1kg

ビオフェルミン配合散 ：500g、1kg、120g(1g × 120）
、600g(1g × 600）
ビオスミン配合散

：500g、1kg

変更対象【販売移管後に順次実施】
ビオフェルミン錠剤

：1,680錠(PTP包装 21錠 × 10枚 × 8）

ビオフェルミンＲ錠

：100錠(PTP包装 10錠 × 10枚）、500錠(PTP包装 10錠 × 10枚 × 5）
1,000錠(PTP包装 10錠 × 10枚 × 10）

変更前

変更後

なし
(01)24987306066216(17)231100(30)30(10)010C1

※既に元梱包装単位に GS1 コードを表示済みの製品：
ビオフェルミン錠剤 1,000 錠（バラ包装） ビオフェルミン R 錠 1,000 錠（バラ包装） ビオフェルミン R 散 120g(1g × 120)、600g(1g × 600）
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6．大包装品の包装資材変更
缶を紙箱に変更いたします。また、ポリ袋からアルミ袋へと変更いたします。

変更対象
ビオフェルミンＲ散

: 500g、1kg

ビオフェルミン配合散 : 500g、1kg

変更前

缶

変更後

紙箱

※写真は1kg包装です。500gも同様の変更です。

ビオフェルミンR散

サイズ：500g 166×86×106mm、1kg 166×86×172mm

サイズ：500g 164×78×190mm、1kg 194×95×220mm

ポリ袋

アルミ袋

缶

紙箱

※写真は500g包装です。1kgも同様の変更です。

ビオフェルミン配合散

サイズ：500g 166×86×106mm、1kg 166×86×172mm

ポリ袋

サイズ：500g 164×78×190mm、1kg 194×95×220mm

アルミ袋
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7．デザインの変更（ビオフェルミン配合散）

変更前

変更後

個装箱

個装箱

アルミ分包

アルミ分包

ポリ袋

アルミ袋

患者様向けお知らせカード（製品内には封入しておりません）
ビオフェルミン配合散、ビオフェルミン R 散の 2 種類があります。（20 枚 / 冊）
ご入用の際は、お手数ですが各社 MR、または「お問合せ先 (8 ページ参照）」までご連絡ください。
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各種コード
製品名

※販売包装単位GS1は、商品コードのみ記載しています。

包装規格

126錠
（21錠 ×6枚）

各種コード

2020年12月31日まで
（武田薬品工業）

2021年1月1日より
（大正製薬）

統一商品コード

123-14456-8

306-06618-2

HOT番号（HOT13）

1152753010101

1152753020101

(01)04987123513692

(01)04987306033115

(01)14987123144565

(01)14987306066189

統一商品コード

123-14457-5

306-06621-2

HOT番号（HOT13）

1152753010102

1152753020102

(01)04987123513692

(01)04987306033115

(01)14987123144572

(01)14987306066219

123-15299-0

306-06625-0

1152753010103

1152753020103

(01)04987123513692

(01)04987306033115

(01)14987123152997

(01)14987306066257

統一商品コード

123-14718-7

306-06648-9

HOT番号（HOT13）

1152753010201

1152753020201

(01)04987123513708

(01)04987306033122

(01)14987123147184

(01)14987306066486

統一商品コード

123-15129-0

306-06672-4

HOT番号（HOT13）

1041859010204

1041859020301

(01)04987123504768

(01)04987306033177

(01)14987123151297

(01)14987306066721

統一商品コード

123-15131-3

306-06684-7

HOT番号（HOT13）

1041859010205

1041859020302

(01)04987123504768

(01)04987306033177

(01)14987123151310

(01)14987306066844

統一商品コード

123-15130-6

306-06692-2

HOT番号（HOT13）

1041859010103

1041859020101

(01)04987123504775

(01)04987306033184

(01)14987123151303

(01)14987306066929

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

ビオフェルミン錠剤

630錠
（21錠 ×10枚 × 3） 調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1
統一商品コード
HOT番号（HOT13）
1,680錠
（21錠 ×10枚 × 8） 調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

1,000錠
（バラ包装）

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

120g
（1g × 120）

調剤包装単位GS1

ビオフェルミンR散

販売包装単位GS1

600g
（1g ×600）

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

500g

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

ー6ー

製品名

包装規格

ビオフェルミンR散

1kg

各種コード

2020年12月31日まで
（武田薬品工業）

2021年1月1日より
（大正製薬）

統一商品コード

123-15132-0

306-06696-0

HOT番号（HOT13）

1041859010301

1041859020201

調剤包装単位GS1

(01)04987123504782

(01)04987306033191

(01)14987123151327

(01)14987306066967

統一商品コード

123-13282-4

306-06698-4

HOT番号（HOT13）

1041866010201

1041866020101

販売包装単位GS1

100錠
(10錠 × 10枚)

調剤包装単位GS1

(01)04987123504744

(01)04987306033207

(01)14987123132821

(01)14987306066981

統一商品コード

123-10419-7

306-06702-8

HOT番号（HOT13）

1041866010203

1041866020102

販売包装単位GS1

ビオフェルミンR錠

500錠
(10錠 × 10枚 × 5)

調剤包装単位GS1

(01)04987123504744

(01)04987306033207

(01)14987123104194

(01)14987306067025

統一商品コード

123-10420-3

306-06709-7

HOT番号（HOT13）

1041866010202

1041866020103

販売包装単位GS1

1,000錠
(10錠 ×10枚 ×10)

調剤包装単位GS1

(01)04987123504744

(01)04987306033207

(01)14987123104200

(01)14987306067094

統一商品コード

123-12225-2

306-06714-1

HOT番号（HOT13）

1041866010101

1041866020201

販売包装単位GS1

1,000錠
（バラ包装）

調剤包装単位GS1

(01)04987123504751

(01)04987306033214

(01)14987123122259

(01)14987306067148

統一商品コード

123-15125-2

306-06650-2

HOT番号（HOT13）

1042009010104

1042009020101

販売包装単位GS1

ビオフェルミン配合散

500g

調剤包装単位GS1

(01)04987123504799

(01)04987306033139

(01)14987123151259

(01)14987306066509

統一商品コード

123-15126-9

306-06653-3

HOT番号（HOT13）

1042009010301

1042009020201

販売包装単位GS1

1kg

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1
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(01)04987123504805

(01)04987306033146

(01)14987123151266

(01)14987306066530

製品名

包装規格

ビオフェルミン配合散

120g
(1g × 120)

各種コード

2020年12月31日まで
（武田薬品工業）

2021年1月1日より
（大正製薬）

統一商品コード

123-15790-2

306-06662-5

HOT番号（HOT13）

1042009010206

1042009020301

(01)04987123504829

(01)04987306033160

(01)14987123157909

(01)14987306066622

統一商品コード

123-15791-9

306-06670-0

HOT番号（HOT13）

1042009010207

1042009020302

(01)04987123504829

(01)04987306033160

(01)14987123157916

(01)14987306066707

統一商品コード

123-15133-7

306-06726-4

HOT番号（HOT13）

1041835010105

1041835020101

(01)04987123504713

(01)04987306033221

(01)14987123151334

(01)14987306067261

統一商品コード

123-15134-4

306-06736-3

HOT番号（HOT13）

1041835010201

1041835020201

(01)04987123504720

(01)04987306033238

(01)14987123151341

(01)14987306067360

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

600g
(1g × 600)

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

ビオスミン配合散

500g

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

1kg

調剤包装単位GS1
販売包装単位GS1

品目ごとのご案内はいたしませんのでご了承ください。
※薬価基準収載医薬品コード、個別医薬品コード、レセプト電算処理システムコードは変更ありません。
各品目の変更品の初回製造番号につきましては、各社医療関係者向けWebサイトに掲載いたします。

お問合せ先
学術情報グループ
(078)332−7210 受付時間 : 月〜金 9:00〜17:00( 祝祭日および当社休日を除く )
医療関係者向け Web サイト : https://www.biofermin.co.jp/iryo/

メディカルインフォメーションセンター
0120−591−818 受付時間 : 月〜金 9:00〜17:30( 祝祭日および当社休日を除く )
医療関係者向け Web サイト : https://medical.taisho.co.jp/
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