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製造販売承認承継に伴う「包装変更等」のお知らせ
オイグルコン®錠1.25mg、同2.5mg、チガソン®カプセル10、同25

フルツロン®カプセル100、同200、メキシチール®カプセル50mg、同100mg

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社製品つきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、表題に関して、個装箱、PTPシート、アルミピロー、識別コード、ラベル等が変更にな
りますのでお知らせ申し上げます。
引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白
■対象製品と変更内容

以下のとおり変更いたします。

販売名・包装

製造販売
元 

表示変更 
※1

個装箱等
の社名・
PTP・他 
デザイン

変更 
※2

「患者様
お知らせ
カード」 

挿入
※3

「使用期
限」 

の変更

「識別
コード」
の変更

個装箱へ
GS1変動
情報表示

個装箱 
封緘方式

変更

元箱 
サイズ
変更

オイグルコン®錠1.25mg 
100錠（PTP）、500錠（PTP） 〇 〇 〇 5→３年 ー ー ー ー

オイグルコン®錠2.5mg 
100錠（PTP）、500錠（PTP）、 
500錠（バラ）

〇 〇 〇 5→３年 ー ー
テープ 
方式 
※5

ー

チガソン®カプセル10 
100カプセル（PTP） 〇 〇 ◎ 4→３年 〇 〇 テープ 

方式 〇

チガソン®カプセル25 
100カプセル（PTP） 〇 〇 ◎ 4→３年 〇 〇 テープ 

方式 〇

フルツロン®カプセル100 
100カプセル（PTP） 〇 〇 〇 無し 

（3年） ー 〇 テープ 
方式 〇

フルツロン®カプセル200 
100カプセル（PTP）、 
500カプセル（PTP）

〇 〇 〇 無し 
（3年） ー 〇

テープ 
方式 
※6

〇

メキシチール®カプセル50mg 
100カプセル（PTP）、1000カプセル

（PTP）、250カプセル（バラ）
〇 〇 ◎ 

※4
無し 

（3年） 〇 〇 ー ー

メキシチール®カプセル100mg 
100カプセル（PTP）、1000カプセル

（PTP）、250カプセル（バラ）
〇 〇 ◎ 

※4
無し 

（3年） 〇 〇 ー ー

※1；製造販売元を「太陽ファルマ株式会社」へ変更します。
※2；個装箱、PTPシート、アルミピロー及びラベルに表示している社名、ロゴマーク、デザイン等を変更します。
※3； 患者様お知らせカードを挿入します。　なお、識別コード（会社コード）変更品は「お薬の記号の変更」の記載があります。

◎＝ ｢お薬の記号と包装デザイン変更｣の記載、〇＝｢包装デザイン変更｣の記載（除く、オイグルコン錠2.5mg500バラ）
※4； メキシチール®カプセル50mg、同100mgの250カプセル（バラ）の患者様お知らせカードは「お薬の記号の変更」の記載があります。
※5； オイグルコン®錠2.5mg500錠（バラ）のみ封緘方式をテープ方式へ変更します。なおPTP包装は変更有りません。
※6； フルツロン®カプセル200 500カプセル（PTP）包装の封緘方式をテープ方式へ変更します。なお100カプセル（PTP）包装は変更有りませ

ん。

なお、「メキシチール®点滴静注125mg/5ｍL 10管」の包装表示（仕様）変更等案内につ
きましては、詳細確定後にご案内いたします。
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■個装箱の変更表示例［変動情報（製造番号・使用期限）入りGS1コード含む］
チガソン®カプセル10　100カプセル（PTP）

変更前 変更後

メキシチール®カプセル50mg　100カプセル（PTP）
変更前 変更後

■PTPシートの変更表示例
オイグルコン®錠2.5mg

変更前 変更後

■	アルミピローの変更表示例
チガソン®カプセル10

変更前 変更後

【図面名称： ピローフィルム PETニウム チガソンカプセル10 PT100】
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■瓶ラベルの変更表示例
オイグルコン®錠2.5mg500錠（バラ）

変更前 変更後

■識別コード（会社コード）の変更について
従来品 変更品

チガソン®カプセル10
会社コード ROCHE TYP

平面

チガソン®カプセル25
会社コード ROCHE TYP

平面

メキシチール®カプセル50mg
会社コード ベーリンガーインゲルハイム社マーク TYP

平面

メキシチール®カプセル100mg
会社コード ベーリンガーインゲルハイム社マーク TYP

平面

※色、剤形、直径、厚さ、平均重量等に関しては従来と変更ございません。

■変更品出荷予定時期

販売名 包装 統一商品 
コード

最終 
ロット

初回 
ロット

（予定）
使用期限 変更品出荷時期 

（予定）

オイグルコン®錠1.25mg 100錠（PTP） 925116138 18F011D 19H010D 2020年1月下旬
500錠（PTP） 925116145 18F010D 19H030D 2022年8月 2020年4月上旬

オイグルコン®錠2.5mg
100錠（PTP） 925116152 18H010D 19H041D 2022年8月 2020年1月下旬
500錠（PTP） 925116169 18H011D 19H061D 2022年8月 2020年1月下旬
500錠（バラ） 925116176 18H012D 19H040D 2022年8月 2020年2月下旬

チガソン®カプセル10 100カプセル（PTP）925100328 18J020D 19B010G 2022年1月 2019年12月中旬
チガソン®カプセル25 100カプセル（PTP）925100335 18H030D 19I010G 2020年2月下旬

フルツロン®カプセル100 100カプセル（PTP）925100502 17H010D 19F010G 2020年1月下旬

フルツロン®カプセル200 100カプセル（PTP）925100519 18G010D 20A010G 2022年12月 2020年7月下旬
 500カプセル（PTP）925100526 18G011D 20A030G 2022年12月 2020年８月下旬

メキシチール®カプセル 
50mg

100カプセル（PTP）925621519 989004 
989301

2020年4月中旬
250カプセル（バラ）925621526 989002 2020年9月中旬

1000カプセル（PTP）925621533 989003 
2022年10月

2020年1月下旬

メキシチール®カプセル 
100mg

100カプセル（PTP）925621618 989006 2020年1月中旬
250カプセル（バラ）925621625 889008 2020年4月中旬

1000カプセル（PTP）925621632 989007 2020年1月下旬
※出荷予定時期は、弊社在庫状況により若干の差異が生じることがございます。
※しばらくの間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
※各種変更案内は、太陽ファルマ医療従事者向けウェブサイト（http://med.taiyo-pharma.co.jp）にて随時情報を更新し

ております。
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2022年10月

2022年10月

2022年10月

2022年10月
2022年10月

989302

989304

989301

989301

989302

2022年8月

2022年8月
2022年5月



■元梱サイズの変更
販売名 包装 統一商品

コード サイズ（外寸/単位mm） 数量

チガソン®カプセル10 100カプセル（PTP） 925100328 471×247×294⇒473×245×294 100
チガソン®カプセル25 100カプセル（PTP） 925100335 390×270×290⇒380×268×277 60

フルツロン®カプセル100 100カプセル（PTP） 925100502 441×236×299⇒440×235×299 100

フルツロン®カプセル200
100カプセル（PTP） 925100519 521×226×209⇒523×225×212 60
500カプセル（PTP） 925100526 416×351×309⇒419×350×309 100

「数量」（詰数）に変更はございません。（元梱包装単位に含まれる販売包装単位の数量）

■GS1コード
販売名 包装 統一商品

コード
調剤包装単位

コード
販売包装単位

コード
元梱包装単位

コード

オイグルコン®錠1.25mg
100錠（PTP） 925116138 

500錠（PTP） 925116145 

オイグルコン®錠2.5mg

100錠（PTP） 925116152 

500錠（PTP） 925116169 

500錠（バラ） 925116176 

チガソン®カプセル10 100カプセル（PTP）925100328 

チガソン®カプセル25 100カプセル（PTP）925100335 

フルツロン®カプセル100 100カプセル（PTP）925100502 

フルツロン®カプセル200
100カプセル（PTP）925100519 

500カプセル（PTP）925100526 

メキシチール®カプセル 
50mg

100カプセル（PTP）925621519

250カプセル（バラ）925621526 

1000カプセル（PTP）925621533 

メキシチール®カプセル 
100mg

100カプセル（PTP）925621618 

250カプセル（バラ）925621625 

1000カプセル（PTP）925621632 

■本件に関するお問い合わせ先
太陽ファルマ株式会社　お客様相談室
TEL：0120-533-030　　（受付時間：平日9：00～17：30）
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「ロット情報等更新(緑字箇所)」2020年5月29日
「ロット情報等更新(赤字箇所) 」2020年1月7日
「ロット情報等更新(青字箇所) 」2019年12月27日




