
アスペンジャパン社名変更・販売会社変更
に伴う販売名変更のご案内

謹啓
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、アスペンジャパン株式会社（以下、アスペンジャパン）の製造販売元の社名変更および販売会社変更
に伴い、下記製品の販売名変更をいたします。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2021年8月
アスペンジャパン株式会社

サンド株式会社

記

・ バラシクロビル錠500mg「アスペン」
・ バラシクロビル顆粒50%「アスペン」
・ パロキセチン錠5mg 「アスペン」
・ パロキセチン錠10mg 「アスペン」
・ パロキセチン錠20mg 「アスペン」
・ スマトリプタン錠50mg「アスペン」

■ 対象製品

1. 販売名の変更
2. 製造販売元・販売元の変更
3. コードの変更
4. 包装の変更

■ 変更内容

1. 販売名の変更
屋号「アスペン」を「SPKK」に変更します。

■ 変更内容詳細

2021年12月以降予定
なお、現販売名の製品の経過措置期限につきましては、決定次第ご案内申し上げます。

■ 販売名変更品発売予定時期

現販売名 新販売名

バラシクロビル錠500mg「アスペン」 バラシクロビル錠500mg「SPKK」

バラシクロビル顆粒50％「アスペン」 バラシクロビル顆粒50％「SPKK」

パロキセチン錠5mg「アスペン」 パロキセチン錠5mg「SPKK」

パロキセチン錠10mg「アスペン」 パロキセチン錠10mg「SPKK」

パロキセチン錠20mg「アスペン」 パロキセチン錠20mg「SPKK」

スマトリプタン錠50mg「アスペン」 スマトリプタン錠50mg「SPKK」

A2108AGALa-SPKK



以上■ お問い合せ先
＜2021年8月31日までのお問い合せ＞ 
アスペンジャパン株式会社　カスタマーセンター 
TEL ： 0120-161-576

（受付時間 9：00-17：30 ／土日祝日・弊社休日を除く）

＜2021年9月1日以降のお問い合せ＞ 
サンド株式会社 カスタマーケアグループ 
TEL ： 0120-982-001

（受付時間 9：00-17：00 ／土日祝日・弊社休日を除く） 

■ 患者さん向けお知らせカード

＜販売名変更のお知らせカード＞ ＜乳幼児誤飲防止包装への変更のお知らせカード＞

誠に申し訳ございませんが、個装箱にお知らせカードは同梱しておりません。お知らせカードをご要望の際は、
お手数ではございますが、弊社MRまたは下記カスタマーセンターまでお問い合わせくださいますようお願い
申し上げます。

②乳幼児誤飲防止包装への変更
【対象製品】 ・ パロキセチン錠5mg「SPKK」（100錠包装）

・ パロキセチン錠10mg「SPKK」（100錠包装）
・ パロキセチン錠20mg「SPKK」（100錠包装）

PTPシートを乳幼児誤飲防止包装（プッシュスルータイプ※）に変更いたします。

※乳幼児誤飲防止包装
乳幼児には開けにくく、高齢者の使用性が確認された誤飲防止包装です。
プッシュスルータイプのPTPシートでは、通常より強い力を加え押し出すことで錠剤を取り出せる仕様となっています。

2. 製造販売元・販売元の変更

下記コードについて変更を予定していますが、薬価基準収載前のため、改めてご案内いたします。
・ 薬価基準収載医薬品コード（統一名収載品については、薬価基準収載コードは変更いたしません）
・ 統一商品コード
・ YJコード
・ レセプト電算処理システムコード
・ GS1コード
・ HOTコード

3. コードの変更

4. 包装の変更
①個装箱・PTP・ボトルラベルの表示変更

販売元 サンド株式会社
製造販売元

現行品 変更品

アスペンジャパン株式会社 サンドファーマ株式会社

【例】バラシクロビル錠500mg「SPKK」

【例】パロキセチン錠10mg「SPKK」

変更品現行品

変更品現行品

（イメージ） （イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

【PTPシートサイズ（縦×横 mm）】

※個装箱サイズに変更はございません。

現行品 変更品包装製品
94×34 94×34100錠パロキセチン錠5mg「SPKK」
81×37 94×40100錠パロキセチン錠10mg「SPKK」
81×37 94×40100錠パロキセチン錠20mg「SPKK」

患者さんへ
このたび、お薬の名前と包装シートの一部が
変わりました。
お薬の内容に変更はありませんので、今まで
通り服用してください。

患者さんへ
このたび、お薬の包装シートを変更しました。
包装シートは乳幼児誤飲防止包装のため、通常より強い
力を加えて、シートより錠剤を押し出してください。
お薬の内容に変更ありませんので、今まで通り服用して
ください。
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