承継及び販売移管日

2018年4月1日

販売名

薬効分類

セファメジン®α筋注用 0.25g、
0.5g
セファメジン®α注射用 0.25g、
0.5g、1g、2g
®
セファメジン α点滴用キット 1g、2g

抗生物質製剤

50mg、100mg
ロドピン®錠 25mg、
®
ロドピン 細粒 10%、50%

精神神経用剤

ノイロビタン®配合錠
エミレース®錠 3mg、10mg

混合ビタミン剤
精神神経用剤

承継及び販売移管日

販売名

2017年10月1日

高血圧治療剤

ソランタール®錠 50mg、
100mg

鎮痛・抗炎症剤

ローガン®錠 10mg

承継及び販売移管日

未定

薬効分類

ニバジール 錠 2mg、4mg
®

血行動態改善型降圧剤

販売名

薬効分類

20mg
ガスター®錠 10mg、
ガスター®D錠 10mg、
20mg
®
ガスター 散 2%、10%
ガスター®注射液 10mg、
20mg

消化性潰瘍用剤

サワシリン®カプセル 125、250
サワシリン®細粒 10％
サワシリン®錠 250

抗生物質製剤

ジョサマイシン®錠 50mg、
200mg

抗生物質製剤

ジョサマイ®ドライシロップ 10%
ジョサマイ®シロップ 3%

抗生物質製剤

スポンゼル®
セフゾン®カプセル 50mg、
100mg
®
セフゾン 細粒小児用 10%
ナゼア®OD錠 0.1ｍｇ
ナゼア®注射液 0.3mg

止血用ゼラチンスポンジ
抗生物質製剤
制吐剤

ヒポカ® 5mg、10mg、
15mgカプセル

高血圧治療剤

ペルジピン®錠 10mg、
20mg
®
ペルジピン 散 10%
ペルジピン®LAカプセル 20mg、40mg
ペルジピン®注射液 2mg、10mg、
25mg

高血圧治療剤

販売名

包装

統一商品コード

HOTコード

（調剤）
GS1コード（販売）
（元梱）
(01)04987919800067

セファメジン®α筋注用0.25g

5バイアル

919100129

1109795030101 (01)14987919100126
(01)24987919100123
(01)04987919800074

セファメジン α筋注用0.5g
®

5バイアル

919100136

1109825030101 (01)14987919100133
(01)24987919100130
(01)04987919800081

セファメジン®α注射用0.25g

10バイアル

919100143

1109795030102 (01)14987919100140
(01)24987919100147
(01)04987919800098

セファメジン®α注射用0.5g

10バイアル

919100150

1109825030102 (01)14987919100157
(01)24987919100154
(01)04987919800104

セファメジン®α注射用1g

10バイアル

919100167

1109696030101 (01)14987919100164
(01)24987919100161
(01)04987919800111

セファメジン α注射用2g
®

10バイアル

919100174

1109771030101 (01)14987919100171
(01)24987919100178
(01)04987919800128

セファメジン α点滴用キット1g
®

10キット

919100181

1109894030101 (01)14987919100188
(01)24987919100185
(01)04987919800135

セファメジン®α点滴用キット2g

10キット

919100198

1109849030101 (01)14987919100195
(01)24987919100192

販売名

包装

統一商品コード

HOTコード

（調剤）
GS1コード（販売）
（元梱）
(01)04987919800173

ロドピン 細粒10%
®

100g×1瓶

919100235

1014655030101 (01)14987919100232
(01)24987919100239
(01)04987919800180

ロドピン 細粒50%
®

100g×1瓶

919100242

1014693030101 (01)14987919100249
(01)24987919100246

ロドピン®錠25mg

ロドピン®錠25mg

ロドピン®錠50mg

ロドピン 錠50mg
®

ロドピン®錠100mg

ノイロビタン®配合錠

ノイロビタン®配合錠

ノイロビタン 配合錠
®

エミレース®錠3mg

エミレース®錠10mg

100錠
(PTP)

1,000錠
(バラ)

100錠
(PTP)

1,000錠
(バラ)

100錠
(PTP)
500錠
(PTP)

1,000錠
(PTP)

1,000錠
(バラ)

100錠
(PTP)

100錠
(PTP)

(01)04987919800210

919100273

1014716030101 (01)14987919100270
(01)24987919100277
(01)04987919800203

919100266

1014716030201 (01)14987919100263
(01)24987919100260
(01)04987919800234

919100297

1014761030101 (01)14987919100294
(01)24987919100291
(01)04987919800227

919100280

1014761030201 (01)14987919100287
(01)24987919100284
(01)04987919800197

919100259

1014808030101 (01)14987919100256
(01)24987919100253
(01)04987919800142

919100228

1071948030102 (01)14987919100225
(01)24987919100222
(01)04987919800142

919100204

1071948030101 (01)14987919100201
(01)24987919100208
(01)04987919800159

919100211

1071948030201 (01)14987919100218
(01)24987919100215
(01)04987919800258

919100310

1015652020101 (01)14987919100317
(01)24987919100314
(01)04987919800241

919100303

1015669020101 (01)14987919100300
(01)24987919100307

会社名
代表取締役社長
本社所在地
お問合せ先
ホームぺージ

LTLファーマ株式会社
水川 二郎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 13階
LTLファーマコールセンター
受付時間

0120-303-711

9：00〜17：30 （土・日・祝日・会社休日を除く）

https://www.ltl-pharma.com/

