
2016年9月16日更新

ＧＳ1コード ＧＳ1コード 任意項目表示品 出荷月

(調剤包装単位) (販売包装単位) LOT．　/　使用期限 （　 ）内は予定月

300H(900T) (01)04987327201999 (01)14987327201095 NHN1072  2020年07月 出荷済

1000T (01)04987327201975 (01)14987327201101 XDX101   2021年03月 出荷済

3000T (01)04987327201968 (01)14987327201125

300H (01)04987327243999 (01)14987327243248 NHN1132  2020年07月 出荷済

1200H (01)04987327243999 (01)14987327243262

500g (01)04987327243982 (01)14987327243187 NIN104　　2020年08月 出荷済

300H (01)04987327218997 (01)14987327218246 NIN15　　2020年08月 出荷済

500g (01)04987327218980 (01)14987327218185 XHN09　　2021年7月 未定

300H (01)04987327208998 (01)14987327208247

500g (01)04987327208981 (01)14987327208186 XHX03　　2021年7月 未定

300H (01)04987327225995 (01)14987327225244 NKN04　　2020年10月 出荷済

500g (01)04987327225988 (01)14987327225183 XDX02　　2021年03月 出荷済

300H (01)04987327213992 (01)14987327213241 NGN16 　2020年06月 出荷済

500g (01)04987327213985 (01)14987327213180

300H (01)04987327221997 (01)14987327221246

500g (01)04987327221980 (01)14987327221185

300H (01)04987327206994 (01)14987327206243 NGN37 　2020年06月 出荷済

500g (01)04987327206987 (01)14987327206182 NKN57   2020年10月 出荷済

300H (01)04987327232993 (01)14987327232242 NDN05　　2020年03月 出荷済

500g (01)04987327232986 (01)14987327232181 XFX02　　2021年05月 (2016年10月)

300H (01)04987327229993 (01)14987327229242 XAN12   2020年12月 出荷済

500g (01)04987327229986 (01)14987327229181 XFX01　　2021年5月 未定

300H (01)04987327210991 (01)14987327210240 NIN10   2020年08月 出荷済

500g (01)04987327210984 (01)14987327210189

300H (01)04987327216993 (01)14987327216242

500g (01)04987327216986 (01)14987327216181

300H (01)04987327231996 (01)14987327231245 NFN03　　2020年5月 出荷済

500g (01)04987327231989 (01)14987327231184

300H (01)04987327226992 (01)14987327226241

500g (01)04987327226985 (01)14987327226180

300H (01)04987327236991 (01)14987327236240

500g (01)04987327236984 (01)14987327236189

300H (01)04987327204990 (01)14987327204249

500g (01)04987327204983 (01)14987327204188

300H (01)04987327238995 (01)14987327238244

500g (01)04987327238988 (01)14987327238183

300H (01)04987327207991 (01)14987327207240

500g (01)04987327207984 (01)14987327207189

300H (01)04987327227999 (01)14987327227248

500g (01)04987327227982 (01)14987327227187

300H (01)04987327217990 (01)14987327217249

500g (01)04987327217983 (01)14987327217188

300H (01)04987327237998 (01)14987327237247

500g (01)04987327237981 (01)14987327237186

300H (01)04987327235994 (01)14987327235243

500g (01)04987327235987 (01)14987327235182

300H (01)04987327224998 (01)14987327224247 XFX02　　2021年05月 出荷済

500g (01)04987327224981 (01)14987327224186

300H (01)04987327205997 (01)14987327205246 NIN012   2020年08月 出荷済

500g (01)04987327205980 (01)14987327205185 AFA01A   2019年05月 出荷済

300H (01)04987327212995 (01)14987327212244

500g (01)04987327212988 (01)14987327212183

300H (01)04987327215996 (01)14987327215245

500g (01)04987327215989 (01)14987327215184

300H (01)04987327230999 (01)14987327230248

500g (01)04987327230982 (01)14987327230187

300H (01)04987327209995 (01)14987327209244

500g (01)04987327209988 (01)14987327209183 NFN08　　2020年05月 出荷済

300H (01)04987327234997 (01)14987327234246

500g (01)04987327234980 (01)14987327234185

300H (01)04987327223991 (01)14987327223240 NGN09　　2020年06月 出荷済

500g (01)04987327223984 (01)14987327223189

300H (01)04987327219994 (01)14987327219243 XFX03　　2021年05月 出荷済

500g (01)04987327219987 (01)14987327219182

300H (01)04987327220990 (01)14987327220249 NHN012　2020年07月 出荷済

500g (01)04987327220983 (01)14987327220188 NDA01A　2020年03月 (2016年10月)

300H (01)04987327214999 (01)14987327214248

500g (01)04987327214982 (01)14987327214187

300H (01)04987327211998 (01)14987327211247

500g (01)04987327211981 (01)14987327211186

300H (01)04987327222994 (01)14987327222243

500g (01)04987327222987 (01)14987327222182

300H (01)04987327203993 (01)14987327203242

500g (01)04987327203986 (01)14987327203181

300H (01)04987327233990 (01)14987327233249

500g (01)04987327233983 (01)14987327233188

300H (01)04987327228996 (01)14987327228245

500g (01)04987327228989 (01)14987327228184

三和ダイオウ末 500g (01)04987327240981 (01)14987327240186 XDN02　　2021年03月 出荷済

三和加工ブシ 500g (01)04987327241988 (01)14987327241183 薬価未収載

※この変更は紙の外ケースのみで、中味のアルミ分包(調剤コード表示品)、成分内容の変更はありません。

三和生薬(株）

製品番号

S-03

S-04

品　　名 包　装

加工ブシ末「三和生薬」

　　　　けいしかじゅつぶとう

三和　桂枝加朮附湯エキス細粒

　　　　はちみじおうがんりょう

三和　八味地黄丸料エキス細粒

　　　　しんぶとう

三和　真武湯エキス細粒

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

　　　　まおうぶしさいしんとう

三和　麻黄附子細辛湯エキス細粒

　　　　ぶしりちゅうとう

三和　附子理中湯エキス細粒

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

S-17

S-18

S-28

S-29

S-30

S-19

S-20

S-21

S-22

S-23

S-24

S-31

S-32

S-33

S-34

S-35

S-36

S-37

　医療用漢方製剤　任意項目追加のGS1コード表示品※　出荷予定表

　　　　しゃくやくかんぞうぶしとう

三和　芍薬甘草附子湯エキス細粒

　　　　だいぼうふうとう

三和　大防風湯エキス細粒

　　　　けいしゃくちもとう

三和　桂芍知母湯エキス細粒

　　　　しょうさいことう

三和　小柴胡湯エキス細粒

　　　　かっこんかじゅつぶとう

三和　葛根加朮附湯エキス細粒

　　　　ほちゅうえっきとう

三和　補中益気湯エキス細粒

　　　　はんげこうぼくとう

三和　半夏厚朴湯エキス細粒

　　　　りゅうたんしゃかんとう

三和　竜胆瀉肝湯エキス細粒

　　　　もくぼういとう

三和　木防已湯エキス細粒

　　　　とうきしゃくやくさんかぶし

三和　当帰芍薬散加附子エキス細粒

　　　　おつじとう

三和　乙字湯エキス細粒

　　　　だいさいこきょだいおうとう

三和　大柴胡去大黄湯エキス細粒

　　　　おうれんげどくとう

三和　黄連解毒湯エキス細粒

　　　　りょうけいじゅつかんとう

三和　苓桂朮甘湯エキス細粒

　　　　かっこんとう

三和　葛根湯エキス細粒

　　　　はんげしゃしんとう

三和　半夏瀉心湯エキス細粒

　　　　しょうせいりゅうとう

三和　小青竜湯エキス細粒

　　　　りょうきょうじゅつかんとう

三和　苓姜朮甘湯エキス細粒

　　　　じゅうみはいどくとう

三和　十味敗毒湯エキス細粒

　　　　ぼうふうつうしょうさんりょう

三和　防風通聖散料エキス細粒

　　　　けいしぶくりょうがんりょう

三和　桂枝茯苓丸料エキス細粒

S-01

S-02

　　　　りっくんしとう

三和　六君子湯エキス細粒

　　　　とうきしゃくやくさんりょう

三和　当帰芍薬散料エキス細粒

S-25

S-26

S-27

　　　　まきょうよくかんとう

三和　麻杏薏甘湯エキス細粒

　　　　はんげびゃくじゅつてんまとう

三和　半夏白朮天麻湯エキス細粒

ST-01 アコニンサン錠

　　　　じゅうぜんたいほとう

三和　十全大補湯エキス細粒

　　　　ごれいさんりょう

三和　五苓散料エキス細粒

　　　　ちょれいとう

三和　猪苓湯エキス細粒

　　　　おうごんとう

三和　黄芩湯エキス細粒

　　　　だいさいことう

三和　大柴胡湯エキス細粒

　　　　さいこけいしとう

三和　柴胡桂枝湯エキス細粒


