
(別紙〉 
FAX:Q42-321-1832 

農林水産省動物能薬品検査所企題連務室審査調整課
大森範一兎羅L

動物思抗菌性物費製剤調査会における
寄掛金'契約金受取〈割当て)額� 

FAX回答表

平成治7月).2.自

番附金‘艶約金等の受取て割当て)額について、以下のとお守回答する。

審議品目1オスルニア

や業名{申護金鍵).; ノパJレティスアニマルヘルス株式会社-

~受領札
口� 50万円以下
ロ� 50万円超-500万間以下
日� 500万円趨

企業名〈雛合企業主 テバ製薬株式会社� 

d受領なし
日� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円頼

企議名〈麓合企業): 日本全薬工業義式会社

出/受領なし� ‘ 

口� 50万円以下
口� 50万円超--500万円以下
口.500万円超-

企業名(童話合企業):.株式会社イ・ン合…ベット 

:•	[tf.受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超--500万円以下
 

z口・� 500方向超

民名
ス与弁 弘争え� 

T185-8511 
'東京都圏分寺市戸倉1…1"5-1、
.農林氷E筆者動物医薬品検査所企画連絡:室接査調整課

大森纏? 

霞話� 042'-321-1824
 
FAX 042-321-1832 


.1 



動物用抗襲性物禦製剤調査会における
害関金・契約金摂取〈割当で)額� 

FAX回答褒

平成。年?月イ日

寄蹄金‘契斡金等の受窓(書i当て〉額について、以下のとおり即答する。

審議品目1オスIレニア

や雛名(申請作業): ノパ� Jレティスアニマルヘルス株式会社

凶~領なl 
50万円以下

口� 50方問題----500万円以下
日� 500万円超

企議名〈競合企業): テパ製薬株式会社

ぱ受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円題""'-500万円以下
口� 500万円超

企業名〈接合企業): 日本金薬工業株式会社

回受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円趨~500五円以下。
口� 500万円超

企業名〈競合企業主 株式会社インターベット

~.受領なし
口� 50Jj円以下
口� 50万円超--500万円以下
口� 500万円超

正名
岩毘敏

干185-8511
東京都国分場市戸倉1-15…1
農林水産省動物医薬品検査罰金額連絡室J審査講義謀

大森鯨ー


電話� 042-321-1824 

FAX 042-321~1832 




(別紙) 

-FAX.:042-32.1 ":"1832 
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課

大森純一宛

動物用抗菌性物質製剤調査会における
寄附金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成でl.-b年C)月1.J..日

寄附金・契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答するー

審議品目1オスルニア

企業名(申請企業): ノパルティスアニマルヘルス株式会社� 

/ 
受領なし


口� 50万円以下

口� 50万円超----500万円以下

口� 500万円超 


企業名(競合企業): テパ製薬株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 日本全薬工業株式会社

白/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 株式会社インターベット� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超----50.0万円以下

口� 500万円超 


氏名
私的¥1t-ろ

干185-8511
東京都国分寺市戸倉1-15-..， 1
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課

大森純一 

電話� 042-321--"-1824 

FAX 042-321-1832 




(別経〉 

FAX:042-321-1832 

農樟水産省動物鹿薬品検査所企画護籍翼秘資額整諜

大森純一援

，る(1動物用誌菌性物質製剤調査会にお� 

審開金，契約金受敬(割当て}鼓� 

FAX樹答表

平虞� 26年� 71129罷

寄附金句契約金等の受段〈欝j当て)誠について、以下のとおり回答する。

書鰻晶1)1オスJa，.ニア

イド襲名〈事聾企業): ノパJレディスアニマルヘ11，.ス株式会社

田 受領なし


口 問万円以下
 

50万円超""500万円以下
 
500万円超


企業名{競合企業)~ テパ鰻葉株式会柱

聞受 領なし

、口� 50万円以下

口� 50万円趨-50OJ.i円以下
口� 500万円超

金難名{競合企業): 自本金器工業株式会社

冨 艶額なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超

企業名(競合企業); 棒式会社インターペット

聞受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円輯-500万円以下



口‘ 500万円飽

氏名

議回覧

守 185…8511

東京都間分脊車戸倉1-1S~1

農林水窮者動物臨薬品検葺所企題連絡翠審査甑護課

大慈純一

，噂難 042-321-1824 

FAX 042…321-'-1832 



..(gIJ紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水議省動物産薬品投鷲所企語連絡窓審査調整課
大森純一宛

動物期抗菌性物笠雛舟l調査会iこおける
帯躍金・契約金受取〈割当て〉額� 

FAX自筈表

平成zl年� 7月U 日

帯間金・契約金等の受敬〈割当て〉毅について、以下めとおり回答する。

帯議品目1オスJしこア

や襲名{串諮企業):� μ幻レディスア二マルヘルス株式会社� 

d受額なし

口� 50万円以下

己� 50万円超，......500万円説下 

口� 500万円超 


企業名〈競合企業): チパ弾薬株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下
 
o 50万円議-500万円以下

口� 500万円超 


企業名〈議会企業): 日本会築工業格式会社

ぜ受額なし 

口� 50万円以下

ロ� 50万円結--500万円以下
口� 500万円超

金織名〈議会企業): 株式会社インタ…ベット

ぜ受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円超，....500万円以下

口� 500万円超 
  

E記名� ιしペーヂ¥� 
T185-8511 

東京都自分寺市戸余1…15-1
農林水産省動物限諜品検査所食器連絡室審査鋸整課

大森純一

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321ー1832
 



紙)IJ{日
FAX:042:-321--1832- 者

農林水産省動物陣鶏品検査所企画連絡窓機資讃整課
大容純一宛

動物用抗菌性物質製剤調査会における
害関金・契約金受取〈割当て〉翻� 

FAXIID答表

平成功年� y月j()日

場閉金・契約金・等の艶取(割当て)額について、以下のとおり自答する。

審議品提� 1オスJレニア

合諜名{串詩企業): ノパJレディスアニマルへんス株式会社� 

K畏領なし

口� 50万円以下

口� 50万円趨-..-500万円以下

口� 500万円超. 


金業名〈接合企業主- チパ製薬株式会社

ぽ受領なし 

口-50万円以下

口� 50万円超-50む万円以下

口� 500万円組 


企業名(競合企識): 日本金築工業株式合社.

ぜ受額なし 

日-50J:J円以下

日� 50万円鑓.....，500万円以下


.口 500万円趨

-愈襲名〈競合企議): 株式会設イン参…ベット

国/受領なし
，‘. 

口� 50万円以下・
ロ� 50万円締---500万円以下
口� 500万円錨

氏名 /ゑ九 t--P~
千185-8511

東京都圏分帯市持禽1-:-15--1
農林水産省動物医薬品桧査所企閉館絡窓.審査調整鯨

大愚純一

竃話� 042 …321-1824
 
FAX 042-321 ~1832-



， 

Ojlj紙)� 

FAX:042-321-1832 
農#水産寄動物麗薬品検査所企画連絡護審査鱗整課

大森鶴一宛

難物用銑調性物質製剤調査会における

都附金・契約金受取(割当て)額


ドAX回答表 


五階26年� 7月.2J8
寄樹金 a契約金等の受取{揮j当て〉額について、主i下のとお草間饗するu

3 

韓謙品詞 1オスルニア

や業名{車譲f争議); ノパjレティスアニマJレヘルス株式会社

国/舗なし

口� 50万円以下

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円超

金鍛名〈競合企業): テパ製襲株式換社

ぱ/畏領なし

口� 60万円以下

口� 50万問題.....;.500万円以下

口� 600五問題


会議各〈競合企業主 日本金藤本鶏株式会社� 

/ 
挺様なし


口� 50万円以下

口� 60万円相，.."，500万円以下

口� 600万円超


金難各(蛾合企襲): 韓式会社イン1lーベット

ー/
柴領なし


口� 50万円以下

ロ50万円超-500万円以下
口� 500万円趨

氏名)判崎弘
干185…8511

東京都関分場市戸倉1-15-1
農林水趨省動物隈藤品検査所企画連絡蜜饗きを韓議欝

大森純一

電話� 042…321-'-1824
 
FAX 042-321…1832 




{別結〉 

FAX:042…321…1832 
g農林水産者勤弱震薬品投査按企郡連絡室審査調整課

鳩 続 一 事 係

動強用抗麗性物紫製剤調査会における
寄附金・契約金蝿取(割当て)額� 

FAX問答濃

平成必奔7f-ザ'08
寄掛金・契斡金等の受取〈書i当て〉額について、以下のとおり臨答する。

'審議品131オスルニア

や襲名{串諸イ争議): ノパJレテイスアニマルヘルス株式会計

図乍領なし 

臼� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下 

ロ� 500万円鰻

企業名〈惹合企業):テバ製薬捧式会社� 

d受領なし

ロ� 50万円以下

口� 50万円超......500万円以下 

口� 500万円韻


企議名(競合企業): 日本金薬工業桂式会社� 

d受額なし

ロ� 50万円以下
。50万丹超.........500万円以下 

口� 500万円超


企業名(麓合企業): 株式合社インターベット

tI受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円超


時 :お移)色手。

〒185…8511

東線郁悶分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物医薬品検査所全館連絡室審査読整課

大森範一
種話� 042-321-，1824
 
FAX 042-321-1832 




(別紙) 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物医薬品検査所企画連室審査調整課

大森純一昔ιτι

動物用抗菌性物質製剤調査会における
寄附金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成zt.年ク月2白

寄附金・契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答する。

審議品目1オスルニア

企業名(申請企業): ノパル子ィスアニマルヘルス株式会計

ぜ受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円超，.....500万円以下 

口� 500万円超 


企業名(競合企業): テパ製薬株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円超，.....500万円以下 

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 日本全薬工業株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円超，.....500万円以下 

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 株式会社インターベット

〆受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円超，.....500万円以下 

口� 500万円超 


氏名 )耳 II{~ -戸-・
干185-8511

-東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整謀

大森純一

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 




(別紙) 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課

大森純-%苛ι

動物用抗菌性物質製剤調査会における
寄附金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成只:年:7月託〉臼

寄附金・契約金等の受取(割当て)額について、以下のとおり回答する。

審議品目� 1オスルニア

作業名(申請企業): ノバ� jレティスアニ寸ルヘルス株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超----500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業): テバ製薬株式会社‘

回/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超----500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業): 日本全薬工業株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超----500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業): 株式会社インターベット

イ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超rv500万円以下

口� 500万円超


氏名 減;ふ� L久
干185-8511

東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課

大森純( 育学二.
電話� 042-321 -1824 
FAX 042-321-1832 



〈別紙)� 
FAX:042-321~1832 

農林水産省動物医薬品検査所企額連銘輩審査課整諜
大森純一/脅電話

動物用抗菌性物質製剤調査会における
寄附金・契約金受取(割当て〉額� 

FAX回答表

平成:i年Y月β 百

寄掛金‘契約金等の受理(割当て)額について、以下のとおり回答する。

審議品設1才スルニア

'企業名{車譲や婁): ノパJレティスアニマルヘルス検式会社

ー I . . 


e‘受領なし

口� 50万円以下，

口.50万円超---500万円w.下

口� 500万円超


企業名(競合企業): テパ襲薬株式会社� 

tl 
受領なι


口� 50万円以下・

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業): 日本全築工業株式会社� 

./ 
受領なし

-口 50万円以下

口� 50万円紐---500万円以下

口� 500万円甜


企業名〈競合企業): 株式会社イン合一ベット
 
/ 


受領なし

日・� 50万円以下‘

日� 50万円髄........500万円以下

日� 500万円趨


氏名

給量動車並

干185-8511
¥東京都関分寺前戸倉115-1

農本本木謀者動積極薬品検査所企画連絡護審査調整課
-大森純一


種話� 042…3乏1…1824
 
FAX 042-321 1832 




〈別紙〉� 

FAX:042-321-1832 
農樟本産省動物語長挺品議査能企画連絡案審査鵠護課

大森純一発待

動物用抗菌性物質製剤語華全における
都附金・契約金受取(割当て)蹴� 

FAX回答表

革手法2{，年?完J?;自

寄酎金・契給金等の受取〈割当て〉額について、以下のとおり回答する。

審議品目1オスルコア

合掌名{申請や業): ノパルヂィスア二マルへんス株式金計� 

g 受舗なし� 
o 50万円以下

百� 50万円超......500万円以下

口� 500万円超


企業名〈競合金議): チパ製薬株式会社

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円縮，....，500万円以下

口� 500万円組


企業名(競合金識): 日本金薬工業株式会社

当/受積立し

ロ� 50万円以下

己� 50芳同額.....500万円'以下

口� 500芳円超


企業名〈競合企業主 株式会社インターベット� 

d製鋼なし

口� 50n円以下'

口� 50n円相......500万円以下

口� 500万円超


氏名 首謀 品川



〒185-8511
東京都調分寺者戸倉1-15-1
農林水産省動物産薬品犠査訴金額逮絡案審査譲斐諜

大森純一

噂甑� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 





