


岩田委員� 

〈別総}� 

FAX:042-3.21-1SS2 
重量林本語義劣激動経穣品検釜新金額滞絡灘署勝.鏑鐙緯

報綾子科ι
動物:説量産整物質灘鑓家会における

普勝金書契約金袋署長郷航〉媛� 
FAX閲答書提

平馳4侮伺d悶

唱態鰍金箱契約金調事の受理担{割当て〉翻について、以下のとおり問答する。

著書露品震1ザクトラン

金重量~総量護軍争重量): ぬ� 11I霊威信ヲ.，..}I，.湾総裁金持

白 雪接綾なし

口，� 60nP1以下
 
g 507苦肉煩....600万円以下

口，� 500;;，;問題


企裁名{貴重合企錨】: 目;本金目車工鍵株式会社� 

d豊島領なし
ロ� 0万円以下

to 

旬� 607宮内麹� -600万円以下，� 

万円超� ∞6ロ，� 
fF鐙.:f:(霊整会令重量1: づ?イザー検望窓会辛子

ロ 霊長領なL
:口々 50n何以下� 

. gr50方向魁-6∞方円以下� 
CJ 600方向趨

{宛先) 
:;=186…B511 

.J夜E宣告書鋼分寺市戸倉� 1-15-1

農林水産省泌総蟹重要'"後援懸念翻漣絡室審査鯛壁際


電子調綾子率良

音量鑑� 042-321-=1'824 

FAX， 042-321加を� 832 




内部委員


{別紙〉 

FAX:042…321-1832 
農事本水量産省動物緩霊長級後霊祭続金極量産毒事議事撃釜寝登務

努事潟綾子 宛� 

Z齢者控熊銃獅絵宅融資3震予単j線量整会!二� atする
寄総会"契約金受取〈割� 3請で〉額� 

FAX邸宅喜善後

平成年Ji悶

寄附金・契約金等の受取(割鎖"t')鎖について、以ポのとおり回答する.

事務滋品目1 ザクトラン

伶重量::fl，(相書事や重量): Meiii SeikeフアJf，，，?，繰窓会計

百受穏なし� 
50'空間以下

仁J 50万円超-500万円以下� 
o 500万円菱重

全議襲名{重量合企業): 宮本金獲ヱ重量事長設会社� 

‘ VFなし}万p1以下
む� 50万同起-500万円以下
口� 500n問題

イ争議露名f銭*'fI>鍾1: フ7イザー株式会社

十備なし
50万円以ポ

口� 50n同組山� 500万円以下
口� 500方向鰻

(宛先} 
;=185 851'叩� 

:i:l証書官箆分寺学術F言語言1-15-1
農事本2長選量議運惨事告書堅襲撃&事業量聖書寄金麗連絡塗藩変蕩霊祭事事

宅デ潟綾子
電怒� 042…321-1824 
FAX 042-321 -1 832 



(別紙) 

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

守岡綾子宛

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2.."1年可月1.-1-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。

審議品目1ザクトヲン� 

TF婁名f相識令書lO: Meiii Seikaフ7}レマ株式会朴

白/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超~5∞万円以下

口.500万円超


企業名{競合企業): 日本全礎工業株式会社� 

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� 

fP業名f童青合11'-婁): ファイザ一株式会計

四/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 


(宛先〉
干185-8511

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

守岡綾子

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321 -1 832 


?iι明朴う



鎌田委員


(5JIJ紙)� 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物語霊薬品検釜所全滅遼絡主義審査ま鶏襲撃襲

報綾子家殺

童書物馬主主憲性物質霊童溺議選E会における
望号隊金-契約金受取〈参j当て〉議� 

FAX包答表

平成12若手芸丹t"B

警撃事付金壷契約金毒事の受取{護持さきて)額について‘以下のとおり殴答する。

警察霊祭あF.J1ザクトラン

念幾おiま8主義'iT議主):� Meiii S晶君フyJj"マ株式令キ十 

v受領なし
口� 50JJ円以下

口� 50]宮内総� -500万円以下

口� 500万円超


企業41;(競合企業): 日本金築工業株式会社� 

V酬なし
口� 50万円以下

日� 50JJ内総 ~500万円以下


日� 500]宮内定額


合重量名(重量合や重量}: ッァイザ…株式会社� 

U 受領なし
白� 50方向以下

口� 50JJ間銀~500万円以下


口� 500万伺怒 


(爽9f;)
子� 185-8511

東宝亘書事覆分令?智子宮食� 1…15-1

農林水量主苦言動物量E薬&検きを疑念讃遂事葬祭稼変滋護課


守岩場綾子

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 




(別紙) 

FAX:042-321-1832 
盛林水底省動物医東品検査所企商連絡皐審査調整課

守岡綾子 :o!古書し

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(劃当て〉額� 

FAX回答表

平成� Z悼相/日
寄附金・契約金等の受取(割当て〉額1=ついて、以下のとおり回答する.

審議品自1ザクトラン

下ムユヤ¥令指名 f相秘1i>~量) : Meiii Seikaヲ7Jレマ株式会主+� 

d受領なし

口� 50万円以下 

ロ 50万円超.....500万円以下

ロ� 500万円超

企業名(踏合企業): 日本金蔀工業株式会祉� 

d受領なし
ロ 50万円以下
口� 50方円超.....500方円以ポ 

ロ500万円超 


合唱~~(窃合令書~): ファイザー株式令計� 

d受領なL
口� 50万円以ポ 

口� 50万円超.....600万円以下 

口� 500万円超 


(宛先〕
干185-8511

東京都圏分守市戸倉1ー15ー1

農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課 


守岡綾乎

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-3.21-1832 




佐々木委員

(別紙) 

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

守岡綾子宛

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24年� 7月� 31 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。

審議品目1ザクトラン

合掌名(相言書作婁):� Meiii Seikaファルマ株式会朴

口受領なし 

圃� 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): 日本金藁工業株式会社

口受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下


ロ� 500万円超� 

tP業名{麓合作業): ファイザー株式会主士

口受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下


口� 500万円超


(宛先 )
干185-8511

東京都圏分寺市戸倉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

守問綾子

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 




関時愛員


‘{刻紙)� 

FAX:042-321-1832 
農林水産省勤務陸線級検濠所会爾連絡怠脅遺骨鎖3庫銀

明綾子宛宗、

勤務局設普賢後物質製剤錦釜会i二Sき!する
署警術会・摂約金受取〈割当て〉喜重� 

FAX隠害容署長

平織~，通事.'!J号。日

唱静附重量'.納金等の受取〈樹滋て)厳について‘以下のどおり隠事態ずる.

警嵯a義lalザタトラン

ぜ争重量4/:(意繁華醤ぜ争重量):� Meiii Seika ...，，.JI.-マ事長宝霊会計

円相慣なし
ず� 50J5門以下
ロ� 50'宮内組-600方円以下

口� 5007宮内組


企業名(般会金書権): 日本金礎工業際会食生t

回/鱒札 

口� 60万円以下
 
o 607.宮内線-600方向� TJl' 
o 500::1ヲ狗綴

'唱怪童名{重量会ゆ型軽): フ?イザー繰霊堂会計� 

d受領札
口� 50万円以下

ロ� 60'宮内鑓-500';円以下

ロ� 500';Fl銭
 

f宛先〉� 
;:185-8611 

東京都雷分寺市戸翁� 1-15-1
農林水産省動物際線品検量在高野企詔濠務議事訴後綿議議

電子関綾子
電話� 042…321…1824 
FAX 042-321-1832 



高橋委員


(別紙) 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物医務品検査所企画連絡富審査調登録

守岡綾子�  J喧常

動物用抗菌性物質製剤額蓋会における
寄附金・契約金受取(割当て〕繭� 

FAX回答衰

平成年月日

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。

審議品目1ザヲトラン

令襲名f掴諮作業】� M剖iiS冶h フyJJ.，マ株式会社

国'受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-5ゆO万円以下

口� 500万円超


企業名{艶合企錐】: 日本金藁主蝶株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


令 襲名f静合イ怪童): フ?イザ}株式会中f 

受領なし

口� 
d

50万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

ロ� 500万円超

(宛先)
干185-8511

東京都圏分寺市戸倉1ー15ー1
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡重審査調整課

守岡綾子

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 




間川議員


〈鎖華麗}� 

FAX:042-321 1832司� 

..林水産省動物優遇E品皇賞蓋il1i企関連続霊容量E濁費量線
守湾綾子易与宝事

易豊島F寄託蛮盤強豊富製翼運"lf会l:::iSlt.fl
司書事信金・奏総会愛車量〈叡当て}襲富� 

FAX弱者事表

平準舛知JTa
害警際金喫豹金.の受取〈務当て}緩につも吋‘以下のどおり襲警望書T毒、

事普踏品目� 1ザク争ラシ

令書，g(相儲'/I>重量): MeiiiSeikaフヲ.Jl，マ事書式会計� 

d受領なし
口� 50万円以下
ロ� 50万円超~500:ñ円以下
口� 500万円超

や重量名f強合企婁): 日本金事車工重量株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万伺銅山� 500万河以下

ロ� 500万円超

や重量名f童書会合重量): ファイザー縁式会宇f 

受 験 し 

ロ
d

G万円以下

ロ� 50万円超� -500万pl以下

ロ� 500万内灘


〈宛� 9島〉
芋� 185-8511*J主毒事� Z自分考案戸重量� 1-15-1

農林水窓会総物語tal&t農家務会獲量豊穣重量喜善登議霊童撃

電F湾綾子


震話� 042-321-1824 
FAX 042-321叩� 1832



福山委員

(5]IJ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

守岡綾子，;tf

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

平成平年7居手目

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ザクトラン

企業名(相詩作業):� M自iiiSeika ファルマ株式会朴� 

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� 

fi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


作業名(欝合作業): ファイザー株式会計

ぜ受領なし 

日� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下


口� 500万円超


(宛先 )
干185-8511

東京都圏分寺市戸倉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

守岡綾子

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 




松田委員

(別紙) 

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

守岡鎮子宛

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24年7月31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.

審議品目1ザクトラン

合掌名{相諮企業): Meiii Seikaファルマ株式会主士

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(盤合企業): 日本全薬工業株式会社

回受領なし 

口� 50万円以下 

ロ� 50万円超~500万円以下
口� 500万円超

イド婁名(麓合企業): ファイザー株式会社

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

(宛先)
干185-8511

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

守岡綾子

電話� 042-321ー1824
 
FAX 042-321-1832 




企

(思j経)� 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物医務品検査所企画連絡重量審査網整課

守岡綾子東平手

動物用抗菌性物質製剤翻董会における
寄附金'契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成主仲畑~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。

審揺品目1ザクトラン う可捧� 4害
イ吾輩~(相結合重量) : Meiii . SeikaフyJレマ株式会計� 

K受領なし
ロ� 50万円以下
口� 60万円超-500万円以下

口� 500万円超 


企業名f種合企業): 日本全事工業樵式会社

由/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


イP掌名f積4善命業7・ フ7イザー繰式会社

町受領なし
D 50万円以下

口� 50万円超 ~500万円以下


口� 500万円超 


(宛先) 

〒185-8511


一 東京都国分寺市戸倉1-15-1
農称，j(猛省動物医薬品検査所企画連絡重審査調整課

守岡綾子

電信� 042-321-1 824 

FAX 042-321-1832 




、ー"句

. 
〈別紙〉� 

. 
FAX:042-321-1832 

農家孝*.I!隊司言動物量産業&検査草野11':濁遜絡� 3侵害野重量鶴喜重量撃
，電子要理綾手� ι 書際

費助事態問抗書富性物質書盛期務去を会における
軍事械金・契約金受取(書認さ請で}護費� 

FAX翻答表

平成機為巧も
， 骨骨附金・善悪約金等の受lll(事J当て〉額について、以下のとおり問答する. 司

著書雲院&!i1"f1 ザクFヴン

..， や重量~(叙護審会重量); 

d受領なし
ロ� 50，百円以下へ� 

M曹紛争Seikaフl'Jレ支議議会主主� 

U 50'宮内趨~500万円以下
 
D' 50り万円館


e‘ 、拘. 
，‘a日本全築工業株淀会栓:プ企業名(蛾合企業)-1・ も� 1

o'，鮒舗なし
a'60万fEJW-下� 

，，D、， 50方向起..;，.500方向l<l.下� g 、a 

l 

白

D500J.jfq怒 、

、， 
ヲ匂

t命、� 企業務f畿合会婆):‘，ファイザー数式会経 匂 白

:dt彼丸
J

、� t

ロ.� 50J.j円以下 号、
守 口 ， 50n~趨，-500万円以下

-岳、

口鴨� 500万円超� 古• ¥!ij~，-i芥ふ 
C!fa 1e'8511'86"ギ 叩� 

l 旬 、.
?供同 町!療食事事� 2頭分寺市戸倉� 1一時一� 1 

2、

， 
I陸場事水道量骨量動物密書� E品検査証照会商迫撃総書聖書草壁鑓聾製

守潤綾子
喝、ゐ

台� 

湾怒� 042.，....321.，...・ 1824
 
FAX 04Z-32τ 唱� 18SZ



