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 2001_B

種　別 ＪＡＮコード 出荷再開日
4987457103057 出荷再開済

M-104（局）マツウラの天麻（調剤用）　450g 4987457104139 出荷再開済
4987457100018 出荷再開済
4987457107017 出荷再開済
4987457108014 出荷再開済

O-35 参苓白朮散〔散剤〕35　1.5g×300包 4987457100964 出荷再開済
O-35 参苓白朮散〔散剤〕35　450g 4987457100957 出荷再開済

4987457150150 出荷再開済
4987457150174 出荷再開済
4987457101077 出荷再開済
4987457101060 出荷再開済

O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27   2.0g×300包 4987457101039 出荷再開済
O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27   500g 4987457101022 出荷再開済
O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27   2.0g×48包 4987457101053 出荷再開済

4987457100940 出荷再開済
4987457100933 出荷再開済

O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54   2.0g×300包 4987457054939 出荷再開済
O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54   500g 4987457054991 出荷再開済
O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54   2.0g×48包 4987457054922 出荷再開済
O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54   2.0g×12包 4987457054915 出荷再開済

4987457079932 出荷再開済
4987457079994 2020/1/20
4987457079925 出荷再開済
4987457079918 出荷再開済
4987457097936 出荷再開済
4987457097998 2020/1/20

A-3 銀翹解毒散エキス細粒　2.5g×300包 4987457179205 2020/1/20
ニンジンエキス（濃縮）　60g ※在庫限りで販売終了 4987457177836 出荷再開済
人参牛黄散カプセル　30カプセル ※欠品中 4987457252458 出荷再開済

4966333020053 出荷再開済
鹿茸カプセル　28カプセル ※欠品中 4987457100568 出荷再開済

4987457150143 出荷再開済
4987457101114 出荷再開済
4987457100605 出荷再開済

ヨクイニン錠　300錠 ※欠品中 4987457172343 出荷再開済
4987457100322 出荷再開済
4987457277697 出荷再開済

中薬 杞菊地黄丸　720丸 4987457277772 出荷再開済
ジメイ丸（耳鳴丸）　360丸 4987457286699 出荷再開済

4987457814762 出荷再開済
4987457276942 出荷再開済
4987457100032 出荷再開済
4987457280284 出荷再開済
4987397005374 出荷再開済
4987397005473 出荷再開済
4987397003776 出荷再開済
4987397003516 出荷再開済
4987457161729 出荷再開済
4987457162726 出荷再開済

昇竜湯　40g×10包 ※在庫限りで販売終了 4987457600150 出荷再開済
美芳湯　40g×10包 ※販売終了 4987457601157 ―

4987457548995 出荷再開済
4987457548933 出荷再開済
4987457533052 出荷再開済
4987457250027 出荷再開済
4987457681012 出荷再開済

吉祥蘇霊廣　10粒×50袋 ※取引契約書が必要な直送品です 4987457201050 出荷再開済
4987457250263 出荷再開済
4987457506018 出荷再開済

生薬製剤

漢方エキス

健康食品

冬虫夏草粒　５粒×60袋
霊芝〔エキス細粒〕　500g

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79　500g

O-97 参蘇飲エキス〔細粒〕97　500g

雲南田七〔細粒〕　500g
雲南田七〔細粒〕　300袋
中国雲南産　粉末田七（30頭）　100g
中国雲南産　粉末田七（30頭）　500g
中国雲南産　粉末田七　500g

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79　2.0g×300包

O-52 排膿散及湯エキス〔細粒〕52　500g

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79　2.0g×48包
O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79　2.0g×12包
O-97 参蘇飲エキス〔細粒〕97　2.0g×300包

薬用入浴剤

中成薬

槐角丸　1000丸

製　品　名

医療用生薬

M-203（局）マツウラのサフラン（医療用）　100g

M-204（局）マツウラの天麻末（調剤用）　500g
M-106（劇）（局）マツウラの修治附子［細刻］（調剤用）　500g
M-207（劇）（局）マツウラの修治附子末（調剤用）　500g

粉末合剤〔散剤〕
かんぱう循々 五苓散　500g［100g×5］
かんぱう咲々 当帰芍薬散　500g［100g×5］

虔脩六神丸　90粒

O-2 越婢加朮湯エキス顆粒2　2.0g×300包
O-2 越婢加朮湯エキス顆粒2　500g

O-52 排膿散及湯エキス〔細粒〕52　2.0g×300包

地竜エキス散Ｍ　250ｇ

ビエンダブル　1.5g×12包

紫雲膏　20g（チューブ）
軟膏

牛黄純末（豪州産）　3,000mg
ドキンピ水虫液　20mL

中薬 杞菊地黄丸　360丸

安神補心丸　480丸
痛絡丸　450丸
痛絡丸　600丸

丸剤
フジワ 八味丸　5,000丸
フジワ 桂枝茯苓丸　5,000丸
てんぐ 桂枝茯苓丸　1,260丸

ベルクミン　20g（チューブ）

フジワ 八味丸　1,800丸



出荷可能品目一覧   2020/1/20現在

―2―
松浦薬業株式会社

 2001_B

種　別 ＪＡＮコード 出荷再開日製　品　名
4987457555016 出荷再開済
4987457555207 出荷再開済
4987457201142 出荷再開済
4987457201159 出荷再開済
4987457250171 出荷再開済
4987457180935 出荷再開済
4987457557218 出荷再開済
4987457201081 出荷再開済
4987457531218 出荷再開済
4987457531010 出荷再開済
4987457201067 出荷再開済
4987457532086 出荷再開済
4987457250256 出荷再開済
4987457250201 出荷再開済
4987457507022 出荷再開済
4987457200671 出荷再開済
4987457200688 出荷再開済
4987457200923 出荷再開済

中国茶 ウーロン茶　1kg ※在庫限りで販売終了 4987457200800 出荷再開済
4987457200022 出荷再開済
4571394740019 出荷再開済
4987457250294 出荷再開済
4987457250317 出荷再開済
4987457250300 出荷再開済

― 出荷再開済
― 出荷再開済
― 出荷再開済

健康食品

バンラン根〔エキス細粒〕（キャラメル風味）　500g
バンラン根〔エキス細粒〕（キャラメル風味）　1.5g×300袋

漢方薬 薬袋 中　100枚／束

寝月飴　60g

薬袋
漢方薬 薬袋 小　100枚／束

漢方薬 薬袋 大　100枚／束

健康飴

エキナケアのど飴　15粒
バンランコンのど飴　60g
甜茶飴　60g
千里眼飴　60g

お茶

保健茶　250g
おめざめ陽彩甜茶　1.5g×15袋
おやすみ月想甜茶　1.5g×15袋
すっきり爽快甜茶　1.5g×15袋

グルコサミン　500g

白花蛇舌草〔エキス細粒〕 500g
白花蛇舌草〔エキス細粒〕 1.5g×300袋

快歩楽　180粒

アガリクスピュアー〔粉末〕　100g

三金湯〔エキス細粒〕　500g

まむし末　30g

三金湯〔エキス細粒〕　1.5g×300袋
アガリクス〔エキス細粒〕　1.5g×60袋

五加参〔エキス細粒〕　1g×60袋
五加参〔エキス細粒〕　500g
西洋人参烏梅〔エキス細粒〕　2.2g×30袋


	漢問屋用

