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(別添様式3)

農林水産省動物箆薬品検査所書壁掛整課中島奈緒宛

平成25年2月7自
動物用生物学的製剤調査会

回答衰'�  
FAX 042 321-1832叩� 

ヂーJ
平成26年や明電a国 ‘ 

寄付金'契約金等の受取(割当て〉識について、以下のとおり回答するa

金量盆株式会社撤生物化学研究所・

: 飽/受領なし

口� 60万円以下


万円以下"-600万円超60'口 
ロ500万円超

傘輩急ファイザー株式会社・� 

4受領、なし

ロ60万円以下.

ロ60万円超-500万円以下

口� 500万円超


傘盤~昌生研棟式会社

直/受領なし

口� 60万円以下

ロ60万円超"-600万円以下
口� 600万円超� 

.:準急一般財関法人化学及忠清療法研究所 '" 

td受領なし
口� 50:万円以下
ロ60万問題-600万円以下
口� eoo万円超� 

s準急へ・..1):;11.ィンゲjレハイム峠メヂイカグヤ1('#株式会社'� 
“[恕3

d受領なし
ロ60万円以下� 



l凶翼蘭砿レ-
A 

. [23 

口� 50万円以下
ロ60万円趨--500万円以下
口� 600方円超目� 



02{己0422 .30 警警:AXト，13年2月l 0:'9ドMC:l (憲) ド，ヰ

企業名株式会社イン歩一ペット

由/受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万円超，� -600万円以下
口� .500万円超.

提J量 :@激k 
J~~校生ソご義一三島� 

" 
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(別添様式幻

農林水産省動物醒簾品検査所審査蝦聾掛中島奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤鵬査会

回答袈�  
FAX .042-321 .--1832 

平成2.6年� V月O El
寄付金・契約金等の受取〈醐単て〉額について、以下のとおり関笹する。

離題3:動物用生物学的製剤器準の一部改正について

企盛盆株式会社微生物化噌研究所

一一前面錦査と重複のため、ー按当無し-

a盤亀メリアル・ジャパン株式会社

四/受領なし

口� 50万円以下

ロ 60方用組~500万円以下
口� 500方問題

ー

全指名共立製薬株式会社

団/受領なし

ロ50万円以下・

:口 50万円超~500万円以下
ロ500万円超

企盤主一般財団法入化構及血清療法研史所

一前面調査と量績のため、該当無し昏


主選まえ株式会社科学飼料研究所� 

d受領なし
ロ50万円以下
口 50方向趨~500万円以下

‘口� 500万円超

企豊金株式会社イン参ーペット

前田調査と軍複のため、該当無い


企業名桧欝薬品工業株式会社

出/受領なし� ! 

口� 50万円以下

口‘� 60方向趣"""600万円以下

口� 500万円超

開d9ャ:� 8(事)由民主 (; ~ I 

.. -JXV:注量 



企童全国生研株式会社

一言す菌概査と重纏のため、鞍詣無し，


企豊盆よワヲチノーパ株式会社

回受領なし 

口� 60万円以下

ロ50万円超';""500万円以下
ロ500万円趨


企業名株式会社シーエ-:r，コラポラトワーズ


由r畏領なし

口� 50万円以下

ロ50万円趨"，，:，500万円以下
口� 500万円超

主車全日本I材木ロジカルズ梯式会社

由/受領なし
ロ� 50万円以下
ロ60万円超-600万円以下
口� 600万円超

砂主準急株式金社ピJレバックジャパン

出/受領なし

口� 60万円以下

ロ6'0万円超.......500万円以下

口� 500万円超

匿
事

企盤盆ファイザー株式会社
十前面調査と軍複のため、:骸詣無し聾

畠議急ペー1)ンガーインゲJレハイムペトメヂィカジャパン株式会社
一爾画調査と重複のため、験議婚しe 

.¥ 

種
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惨

企業名一般財理法人臨火微生物病研究会

国受領なし
口 50n'円以下
ロ50万円超-500万円以下

閉 口 600万円超;



L....I vvn内閣-gVUn門� A弘子

別 口� 600万円超;

企業名バイオ科挙株式会社

百受領なし
ロ50万円以ポ
ロ50万問題-600方円以下
口� 600万円超


企灘名・独立持政法人農業・食品産識技僻離合研究機構
 

d受領なし

-口 60万円以下

ロ50万円超-500万円以下
口� 600万円超


企襲名ノパJレ苧イスアエマルヘルス操式会社
 

受領なし

万円以下� 

ri
60ロ・

ロ'.60万円超-500万円以下
口� 500方問題


企業名北里鱒一三共ワクチン株式会社
 

d受領なし

rロ50万円以下 死� 

口� 50方向趨-5'00万円以下
ロ500万円詔� 

G漁民
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csu添様式3)

農林水車省動物産薬品検査所審査請謹諜中島奈緒完

平成25年2月ア自
動物用生物学的製剤調査会

自 答表
戸AX042-321-' '1832 

平成25年月白
寄付金・契約金等の受取〈欝i操て〉額について、以下のとおり臨答するa

企謹主株式会社微生物色学研究所

的/受領なし
口� 60万円以下
ロ50万円超--500万円以下
口� 500万円超


企業名ファイザー株式会社


政受領なし 

口� 60万円以下

ロ50;万円超-500万円以下
口� 600万円超

企業名自生萌株式会社

政受領なし

口� 60万円以下

口� 60万問題-500万円以下


万円超500口ー� 

企議室L一般財屈法人化学及忠清療法硯究所

VA-受横なし

ロ6.0方円以下

ロ50万円超-500万円以下
口� 500万問題

金差重しへ.-1)ンカにインゲJ、ィムヘ・トメディ完ジャハ.ン株式会社I，4

首/受領なし

ロ50万円以下

ロ50万問題，:""，600万円以下
口� 500万円超 z 



A'06年i丹jB (B) 0:00 AM FAX 番号:� P. 3 

企華全株式会社インターペット

ず受領なし

口� 50万円以下

口� 50J.1問超� -500万円以下

口� 600万円離


現ι盤 蕃叉予女 民• 
ie

3

ご氏名 下及� b 笥11.. 7y 

a‘...........， ‘ ....H 1.“ . 
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'06年 'I~ 1日(8)� 0:00AM A FAX鰐: P. 1 

〈別添様式� 3)

農林水盛省動物監禁品検査訴審査調整課中島奈緒宛

平成25年2月7日� 
司.， 調査会11動物期生物学的製剤

閤 答 表
芋AX.042-321-'1832， 

平成25年� 1月31日
寄付金・契約金等の受取(割当て〉額について、以下のとおり題審するー

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正!こついて

企襲名株式会社徴生物化学摂究所 

前田調査と重複のため、該当無しa


企業名メリアル9ジャパン棒式会社

町受領なじ 

口� 60万円以下

ロ50万円超-500万円以下
ロ600万円超 


企指名共立製織株式会社 


当受舗なじ

ロ50万円以下

口� 60万円超-500万円以下

口� 500方向粗


一企業名…般財団法人化学及品滑療法研究所
前自調査と重複のため、該当無い も

企業名株式会社科学飼料研究所

回受領なし
 
D50万円以下

ロ 50万問題~500フヲ間以下
口� 600万円趨

企皇室株式会社インタ山ペット

曹関諦査と重捜のため、骸当無し白


金襲名松寄薬品工業株式会社 
  

v受領掌し

ロ50万円以下
ロ60万円超-500万円以下
口� 500万円超

，. 



'06年|月!日(自)� 0: 00 AM A FAX翠; P. 2 

企業名目生研捧式会社 

前自調査と盤機のため、該当無し町


企業名ワクチノーパ株式会社� 

w策舗なし
口� 50万円以下
口� 60万円超-600万円以下
ロ500万円超

企業名梯式会社シーェー旦ヲラポラドJ円ズ

'g'受領なし

口� 60方円以下

ロ50万円超-500万円以下

口� 500万円超

企襲名岡本バイオロジカルズ株式合社� 

U受領なし
万円以下60ロー

口� 50万円超-500万円以下
口� 500万問題

企灘名株式会社ピJJ，，/匂クジャパン

ぱ艶領なし
口� 50万円以下
口� 6:0万円超-500万円以下

.口 600万円超

企業名フア.-1ザ…株式会社
前回読査と重複命先め、:該当無しs 

企業名ペーリンガ…インゲルハイムペトメヂィカジャパン株式会社
前聞調査と重視のため‘該損無し。� 

0 .‘
3 



... '06年1月18(8) 0:00 AM FAX酷;� P. 3 

企指名一綾財団法人騒文微生物鋳研究金

百受領なし 

ロ50万円以下

ロ 5 0.万円超~5o.o.万円以下
巳.60.0万円超

企灘名バイオ科学株式会社

宮受領なし� 
50万円以下


口� 50万円超-500.万円以下

口� 500万円超


企業名・独立持政法人農業a金品産業技衛総合研究機講� 

rsi受舗なし

む� 50万円以下

口 50方向調~5 o.0万円以下
口� 500万円超

企業名ノパJレテイスアニマルへんス株式金柱

、切受領なし

ロ50万円以下

ロ50'万円超;""'500万円以下
口� 500万円超

金聾急北畏第一三共ワクチン株式会社� 

v受領なし
ロ50万円以下
口� 60万円超-:-500万円以下

己� 500万円超


.-

基盤 建立予宣

ど氏名 下及。タl写F 

. . 



(別添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課中島奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX 042-321-1832 

平成25年� l月2'6日
寄付金・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ロ� 

τ企茎主株式会社微生物化学研究所

活受領なし 、

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円超


企業名ファイザー株式会社� 

M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


企茎全日生研株式会社

団受領なし 

口� 5.0万円以下

口� 50万円超---500万円以下

ロ500万円超


企業名一般財団法人化学及血清療法研究所� 

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
 

ンカ二インケコレハイムヘ.トメテ'ィカシ.ヤハ.ン株式会社1)企業名ヘヒ

m 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


ヤ00 J)ZOO :(;.ーシ Z88llZ8ZtOO:暑墨J益事与￥阜油開ゴ:暑呈}宗� OO:Ql8Z1l0/8l0Z 



主業主株式会社イントペット

討受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円趨--500万円以下帯

.口 500万丹趨

現職:麻和夫?ヨ ュ主張積

ご氏名 兵員永 轟ふ

" 


?∞去DEOO :~-ν ZE:smE:(;鈎0:操F墨F.l長 義コ巨象生誕綿ゴ:男F皐J裂� ∞:OL SULO/8LOZ 
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切り添様式 3)

農林水産省動物産薬品検ヨ量産審査調整課中晶楽譜宛

平或25年 2月 4日
寄付金・契斡金等の受取〈割当て)額について、以下のとおり回答する三

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業主二機式会社微生物化学研究奈

前回讃査と猿援のためu該当無し。


企業名メリアル定ジーヤパン株式会社

二回受鎮なじ

口 50万円以下

口 50万円趨'"9500万円以下

口 500方向趨


企茎盆共立製薬株式会社

世受領なじ
口 50万円以下
ロ 50万円超~600万円以下
ロ500万円超

企業革L一殻財団法人北学及車清療法研究所

人前臨謡査と襲被のた晶、該当無し0
 

一企業名¥株式会社科学飼料研究所
 

1泊受穣なし 

口 50万円以下

ロ 50万円超~500万円以下 
0.500万円超e

必諜盆株式合社イン聖一ペット

前臨調査と重接のため、骸当無し。


金業名松摂薬品工業株式会社

山間受領枇し 

出 50万円以下

ロ 50万円題-500万円以下
ロ 500万円超



金叢急自生研株式会社

前酉調査と重複のため、該当紫じ。


企準急ワクチノーパ韓式会社

品受領なし

ロ 50万円以下

口 .<50万円超.~.500万円以下

口 500万円超

金業名株式金社ピルパツウジヤ Jや

回受領なし

口 50万円以下

口 50万円超.;(;， 500万円以下:

ロ 500万円粗


..~整:盗;ファイザー株式会社
寸前国諜査と盤複むため、包骸当無し。

金差説ペー1)ンガーインゲルハイムベトメヂイカジャパン株式会社
前田調査と霊護のため、該当無し。



企業主 /J妙子イスアニマルヘ)レえら株式会社

首受領なじ
ロ50万円以下
自 50万円超ω500万四以下
口 500万円超

現強制沼海軍時

:娩.~('蕗ト



平成25年 f月21自
時付金・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。

企業名棒式会社徴生物化学講究所

ぜ受領なし
ロ50万円以下

も口 50万円超~500万円以下
口 500万円超

'企業名ファイザー株式会社

ぜ受領なし
口 50万円以下
口 50万円組-500万円以下
口 SOO万円超

企業名目生研株式会社

百/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

企業名一般財開法人化学及血清療法研究所

イ受領なし
口 50万円以下
ロ50万円紹---500万円以下
口 500万円超

レハイムへ.トメヂィカグャハ'ン株式会社lンガインゲ1)企業名へに

d受額なし
口 50万円以下
口 50万円組---500万円以下
ロ500万円超

事 n，....("')円 nr守内 「ザ・  nT  r7'γ内 Ir‘Tn..，.



ま食業名株式会社インターペット

ぜ受領なし 

ロ 50万円以下 

口 50万円粗~500万円以下
口 500万問題

現職動物衛生新史f(r6E.i!L，管理幹夫

ご氏名  tr:Dタロキ 

JnrJn~nr "7'n r '7'・OT  "'." ITI'l/t::"T口7 



〈別添様式3)

農林水建省動物産第品検査所審査調整課中島奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物撃的製剤調査会

回答表�  
FAX .042-.321 -1 832 


平成25年え月デ自
寄付金‘契約金等(/)受政(割当て〉額について、以下のとおり盟容する。

議題3:動物用生物学的製期基準の…部改正について

企業名株式会社微生物化学研究所 

前田調査と霊嬢のため、該当無しゅ


企業名メリアjレジャパン株式会社� 

d受領なし

ロ50万円以下

口� 50万円超---500万円以下

巴� 500万円超


企競名共立製線株式会社� 

d受領なし

ロ50万円以下

口� 50万円超-500万円以下
口� 500方向趨

企業名一般財団法人化学及血清療法研究所
一事語調資t震譲のため、該当無い

企業名株式会社科学飼料研究所

ぽ受積なし 

巴� 60万円以下

口� 50ヌ否問題---500方間以下


-口 500万円超

企業名繰式会社インターペット

前盟調査と重複のため、該当無い


企業名松研薬品工業株式金社� 

Q{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


，...，..I千円�  1'" ¥. Jq広JRj:'R f::7:&l TC:角。

品 

岨川

' 


-
d



イド撲名首位研株式会社

前回調査と葉複のため、該当無し。


企業名ワクチノーパ株式会社

国受領なし 

口� 50万円以下 

口 50方向組~.500万円以下
口� 500万円超

.企業名株式会社シーエーエフラポラ同ーズ

ぜ受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円租---500万円以下 

口� 500万円超 


企業名日本バイオロジ力ルズ株式合社� 

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 


企差盆株式会社ピJω匂クジャパン� 

d受領なし

ロ� 50万円以下 

口� 50万円超......，500万円以下� 

r 口� 500万円組

企業名ファイザー株式会社

前凪調査と業譲のため、該当無し。


企業名ベーリンガーインゲルハイムベトメディカヲャパン棒式会社
前自調査と重槙のため、談議無し。� 

'険

"・毛 J.Q広Jロc"Qi:アQ . TC:Q~ b~/7~/~T~穴



企業名一般財罰法人観大微生物療癖究会.� 

d受領なし
ロ50万円以下
口� 50方円超......，500万円以下
口� 500方向館

企業名パイオ斡学株式全社� 

d受領なし

ロ50万円以下

口� 50万円超-500万円以下
ロ500万円程

企業名-独立行政法人農業・食品産業技諦総合窃究機構

ぜ受領なし 

ロ50万円以下

口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企豊急ノパJレチイスアニマJレへんス株式会社

ぜ受領なし 

口� 50方円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超
 除

企議室し北里第一三共ワクチン株式脅社� 

d受領なし
ロ50万円以下
ロ60万円超，...，500万円以下
口� 500万円超

現職動物命~Z;ヰ究所主主主 i管迎行長

ご氏名 主幹� 1♂弁キ�  

P品川=-n 1":_ ¥. Jq広JR F: Rh(て~ t9:80 P0/l0/εlOC: 



(足立添様式 3)

農林水産省動物医薬品検査所審査調整課中高奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤調査会

回答 表  
FAX 042-321-.1832 


平成25年月日
寄付金・契約金等の受取〈割当て〉額について、以下のとおり自答する白

企業主株式会社微生物化学研究所

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 


企業名ファイザー株式会社

副受領なし 

口 50万円以下 

口 50万円超--500万円以下

己 500万円超 


企護主LB生研株式会社

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 


企茎主…般財団法人化学及車清護法研究所

回受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超--500万円以下

己 500万円超 


企業名へ. -1)ン力三インゲ}vハイムヘ下メディカシ.ヤ，，0ン株式会社

ESi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 




企差金株式会社インターベット 

g受領なし

口 50万円以下

口 50万円超--500万円以下

口 500万円起
 

U氏名 ;ムヘ



(別添様式3)

農林水産省動物器薬品検査所響査鵠整課中島奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX042-321-1832 

平成26年よ月ア日
寄付金・契約金等の受取(割当て〉額について、以下のとおり胆答する。

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改圧について

企業名株式会社微生物化学研究所

前国語棄と重機のため、該当無し。


企業名メリアル・ジャパン株式会社

団受領なし 

口� 60万円以下 

口� 60万円超，....，.，600万円以下 

口� 600万円超 


金差盆共立製薬株式会社� 

d受領なし

口� 60万円以下 

口� 60万円超，....，.，600万円以下 

口� 500万円超 


企童全一般財団法人化学及血清療法研究所

前回調査と重譲のため、該当無し。


企業名株式会社科学飼料研究所

凶受額なし 

口� 60万円以下 

ロ60万円超，.....600万円以下 

口� 600万円超 


企業主株式会社インターベット

前回謂査と重複のため、該当無し。


企茎急松研薬品工業株式会社

日受領なし 

口� 60万円以下 

口� 60万問題......，600万円以下 

ロ600万円超 




£盤全日生研株式会社
前回調査と重複のため、該当無し。

企茎急ワクチノーパ株式会社

ぱ受額なし

口 50万円以下

ロ 50万円超r..J500万円以下

口 500万円超 


企議危株式会社シーエーエフラボラトリーズ

区受領なし a 

口 50万円以下

口 50万円超r..J500万円以下

口 500万丹超 


企茎全日本バイオロジカルズ株式会社 

o受領なし

口 50万円以下

口 50万円起......，500万円以下

口 500万円超 


企蓋金株式会社ピルパックジャパン

国受領なし

口 50万円以下

口 50万円超r..J500万円以下

口 500万円超 


企業名ファイザー株式会社

前回調査と重複のため、該当無し。


企業名ベ-1)ンガーインゲJレハイムベトメヂィカジャパン株式会社
前田調査と麓擦のため、該当蒸し。



企業主一般財団法人阪大微生物病研究会

ぱ受領なし 

ロ50万円以下

口� 50万円超--500万円以下 

口� 500万円超


企業名バイオ科学株式会社

日受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超--500万円以下

口� 500万円超 


企業名独立行政法人農業 z食品産業技権総合欝究機携� 

U受領なし

ロ50万円以下

口� 50万円超，....，500万円以下

口� 500万円超 


企業名ノバルチィスアニマJレへんス株式会社

団受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超，....，500万円以下

口� 500万円超 


企業名� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円組--500万円以下

口� 500万円超 


現 職 �  fj\:;r~'~ れた 

d氏名�  ¥11. J:f ネ/y---:'



OJrj器様式的

農林水産省穀物医薬品検査所審査髄整謀中島奈諸施

平成25年2月γ日
動物用生物学的製剤調査会

回答表  
FAX 042-321…1832 


平成25年九月平日  4 

帯付金・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。

金重急株式会社微生物化学研虫所 

d資額なし

ロ50万円以下

口 50万円超-500万円以下

口 500万円超


主蓋急ファイザー株式会社 
事惨d受領なし


口 50万円以下

ロ 50万円超-500万円以下

口 600万円超
 

S議室し日生研株式会社 

d斑領なし

口 50万円以下

口 50万問題~500万円以下
自 500万円超

企業急一殻財団法人北掌及血清療法研究所

回受領なし 

自 50万円以下

ロ50万円超--600万円以下

口 500万円超


ン株式会社JCカグヤVンカ二インゲ如、ィムヘ下メテ4へ・L企護主 

百受領なし 

口 50万円以下

ロ 50万円超-500万円以下

口 500万円超
 

-



企業名株式会社インターベット 

d受領なし
口	 50万円以下
ロ 50万円超--500万円以下
己	 500万円程


現職 容1j.，:ら陶>~支援支報


ご氏名品浮かノ守  

~ 



(間態様式 3)

農林水産省動物医薬品検蓋所審査調整課中島奈緒宛

平成25年2月ア日
動物用生物学的製剤諦査会

回答衰を
嘱 ，FAX042'-321-1832 

平成25年と月子日
寄付金・契約金等の摂取〈割当て〉額につ心て、以下のとおり関答する。

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名株式全社微生物化学誹究所
前回擁牽と重複のため、該当無し。

企業名メリアル・ 33ャパン株式会社

ぱ受額なし  
f ロ50万円以下

口 50万円超~500万円以下
口 500万円超 事惨

企業名共立製薬株式会社

ぜ慌領なし 

ロ50万円以下

口 50万円超'-..500万円以下

口 500万円超


企業名←般財毘法人化学及血清療法誹究所

前回欝査と重械のため、該当無し窃


企撲名株式会社科学飼料研究所

泊費領なし 

'口 50万円以下

口 50万円超-500万円以下 


-口 500万円趨


企業名-株式会社インターベット

一青函調査と重複のため、該当無し。


企議室L松研薬品工業株式会社

ぱ受額なし 

口 50万円以下

ロ 50万円趨~500万円以下

-・ 万円麓500口 
v



企盤去し自生研株式会社

前問調査と重複のため、該当無し。


生襲名ワクチノーパ株式会社

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

牟童全株式命社シ一平ーエフラポラドjーズ 

g 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 


企業名岡本バイオ君ジカルズ株式会社. 

d受舗なし
ロ 50万円以下
口 50万問題.....， 500万円以下

ロ 500万円超

ー砂企童全株式会社出レ Jてツクジャパン 

d艶領なし

口 50万円以下

日 50万円超 -500万円以下

口 500方円組 


企業名ファイザー株式会社

前回鵠査と重複のため、該自無し岱


企業名ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社
_........-前面講査と震被のため、骸当無し e




企業名一般財詔法人阪大徴生物病研究会

回畏領なし 

口 50万円以下

口 50万円超-500万円以下

口 500万円超


企業名 1.'¥.イオ科学韓式会社

団受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超--500万円以下

口 500万円超


企業名-独立持政法人援護・食品産業技術総合研突接構

rO受領なし

ロ50万円以下

口 50万円超-500万円以下

巴 500万円超 


:企議名ノパJレチイスアニマルへんス株式会社 

U 受領なし

口 50万円以下

口 50万円程--500万円以下

口 500方向組


企業名北思第一三共ワクチン株式命社

百受領なし 

口.50万円以下

口 50万円趨":"'500万円以下

口...500万円超

現麗窃心機ギ愛

ご氏名称?千島/~

'俳



掛A12 10:(男)4B男2草13， ~ FAX番号:� 0298387857 P. 3/ 8 

‘ (別添様式 33，

農林水産省動物醗品検査訴審悲観臨時雑務時� 

.、
毒:¥J;::平� 25年2日|

量、動物舟i路学的製鶏・
、間接表�  d 

:FゑX:'.042'~，32 ，1'~'1 内《内

平成立5年会見'i日、，
寄付金ー契斡金等の受取ぐ割当て〉額iごつし¥てよ以下のとおり回答する。

企童ゑ株式会社'微生物化噌研問所� 

ar受領なし
、-

.' .0万円以下:ゾ戸..5口� 
口 5"0万円超~5.00万円以下 

、
�
 

，
 
‘

l 口� 500万円超

企業名ファイザー諌式会社 '，' 

‘ 泊受穏なしでン� 
J ，日� 60万円以下

口� 5.0万円超円ザ5∞万再以下

口� 500万再超


，~準急民生器株式会社

:服喪領なじ r

己� 50万円以下� 
s ロ 50万問組~5.00'ま円以不
口� 500万円超;

議議室L一般財団法^化学及:血清療法碕費所
 

;出 5設備なし'~，~ 


口� 50万円以下
 
-0".50万円組~5Q:O万円以下 

J 二口� 500万円組

企業名イサンガインゲjÞì\・ィム^，，~þ)Cテ?イ主シ?ヤ，，0ン株式会社 、、

L[!{援額なじ¥.... 
ロ� 50万円以下 〉� 

':0.50万円超，...;50.0万円以下 一
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笹 白ふ l

令 ‘、..'ι4ι  

ん� A仇、� 4

" . 官....盆茎盆棒
，.君，

g 一白

ゐ一

2 会

、 ‘�  ‘a 

回受領なし 

口� 50万円 . 


-e

口� 50万円

宅 口� 500万円. 

、

'・
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"13年� 2~ 相4B 掛話� 雪窮号:� 029鈴8387857(話罰耳吊) AA FAX 13 10: 

;λ:¥;..ケ.:{別添様武 3〉〉;句約J .i心，'，

農林氷産省:勤動務童藍E講灘経品按査所響査謂整隷;中島崇緒宛

卜::1::;;平� 2月7三j儲物帰i 11 9製剤� E査会� 
:国筏表 二� 

'Ä'32l:~r8a2.. 誹~FAX:;0a ，':.1 

i 
l 

P. 5/ 8 

働

るふ� 

l..J .QUUJヲF同 質 勺 �  

J ・ ♂企業名松研薬品早業捧式禽枇


: ぱ受鵠なじ

:口'，， 50万円以下
口々� 507]同組n;;500万円以下

， 



4日(男) 10 : 14 AM A F AX 番号:0298387857 p， 6/ 8 

・企業名ウクヂ/'-'::i~悦品ム祉‘ 

d受領なし� γ
己� 5'0万円以下
ロ� 50:万問題ヤ'問。万円以下
口� 500万円超

企業名株式会社シーz←ェ:フ手主要ラド1)-:-;ぜ� ¥: 

o受領なじ� 1~:¥:J 

:口 60万円以下九

日� 50万円超~500万丹;以下.，

口‘� :600万丹趨


食業名名:自本� 

J三:師:受受鎖なし
口� 50万円以下三
ロレ 60万円超~;5ØC)万円以下、~'. 
口:""5QO万問題〆;之プ� ¥1  

<.誤判む).;1)，灘名株式会社ピ必要晃容企4 J 

出/受領なじ¥，

¢巴� 50万円以下旬

:口:.50混同趨ω~OO万円以下二
， 口� 500万円超� 

I複rTJ捻め三;該喜無;し'.0� 

: "， 

，白，

. 

、 ‘4 

・.
、

'・

‘ ・ �  

• 

“ー



A p7/ a 1410:詰5 話 ， 

.盆塞急←母街頭説え接会誕生務費密究会:'" 
区受領なしに了:ベ ー

ロ� 50万円以下手:

ロ� 5'0万円組ん 5，00万円以下三
ロ� 500フヲ同組:日


企塞急ーパイオ科学株式会-社� i

詔畏額なじ二日" 
  
5 56方向~下ヒベ;

ロ� 50万円趨ャ� 500芳男以下
司� 5..00万円超;合;;:三


企業名独立行政法本農業主可

'-'. 
受領なしr:?f';， 

， 
~ :":.~}万円以下-..'5:0ロ� 

tロ� 50:n円超…
占.

:口 500万円趨ど

金鍾ゑ々かfイネ主さず!~~，:{日誌式会誌 

L岬..J� 切UノJ'MJ [""ι事弘0:'，

口� 50:万同趨'~'5.弱弱 F~:':" " :日:三.....

ロ':50'0万円超� 
01匂G万問務"下下下下下下存 九

2 

金難弘北臆綿一三共ケク会ン株式会.社噌
rEl'受領なし:j:〉� 7

:."，":ロ� 50万円以下ミ:，.::• • ::~:. 
:口，::， 50方問題:や595芳円以� 7Fi J t 

"γ万問題':500[]，'， 

現職: 動、;拘約二支局究開� J
じ日令¥ :桝SF4 l 馳� 

: ドピ氏名:称:::';，:';，":，~:"::勺" 



立~13/Ø1/25 11:01 .0358415469 
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•(別添様式3)


農林水産省動物麗薬品検査所審査調整課中島衆縮努祥く 


平成25年2月7自

動物用生物学的製剤調査会
回答表�  

FAX 042-321-1832 


平成25年� i月ユ汁日
磐付金 e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a

主護主株式会社微生物化学研究所

関畏韻なし
口� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企謹査しファイザー椋式会社

‘ 広受領なし
口� .50万円以下


-口 50万円趨，...;.500万円以下

ロ500万問題

阜鑑亀田生研株式会社
 

K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


会議企一般財団法人化学及血清療法曹究所

管受領なし� 
50万円以下


口� 50万円超......500万円以下

口� 500万円超


阜遺~へ・圃リンカ二インゲJt.-ハイムヘ'トメテ・ィヵγャJぐン株式会社

ぎ受領なし� 
50万円以下


口� 50万円超，....500万円以下

口� 500万円趨




4 

2013/01/25 11:01 O358415469 
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企裳急株式会社インターベット

民受領なし
口� 60万円以下
口� 60万円超.......500万円以下
口� 600万円超� 

豆島 験、時:討を生

ど 氏 名 出品雪�  F忠



E 


平成25年!月号!日
寄付金・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。

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

金襲名株式会社微生物化学研究所
前問調査と輩横のため、該当強い

企業名メリアル・ジャパン株式会社

密受穏なし� 
50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

‘ 
ロ500万円超

企業主共立製薬株式会社

民受領なし
口� 60万円以下
ロ50万問題-500万円以下
口� 500方問題

企謹畳一般財盟法人北学及血清療法研究所
育官盟関査と重複のため、該当無し。

企裳急株式会社科学飼料研究所

LL(受領なし
口� 50万円以下
ロ50万円超，:"，，600万円以下
口� 600万円超

企業名株式会社インターベット
前回調葺と重複のため、該当無い

企業名松研薬品工業株式会社

号変受領なし
ロ50万円以下
ロ50方向超-600万円以下
口� 500万円超

9 …悶均一一一シ山印淵凶訪加ウ冗矧工日イ� ヘ。時シ、、� 131/133且 2m

(別添様式3)幻

農林水産省動物能薬品検査所審査調整課中島東諸声才ι
平成25年2月ア自

動物用生物学的製剤調査会
回答表�  

FAX.042-321-1832 
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A ドフデ、ィデヱウイコウシ訪日立イ ヘ。棚ジ‘� 02/03 

企業名目生研株式会社
前回調盗と重複のため、該当無し骨〆

傘損名ワクチノーパ株式愈社

君受領なし� 
60万円以下

口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企業名株式会社シーニ巳ーエフラポラ附ーズ

凪受穣なし
ロ60万円以下
ロ50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企業名西本パイオロジカJレズ株式会社

自受領なし� 
50万丹以下

'.1'口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

~， ~盛主L株式会社ピJレパ汐ジャパン

~受領なし
ロ� 50万円以下
ロ50万円超-500万円以下

，口� 500万円趨

企業名ファイザー株式会社
前盟関謙と重複のため、該当燕し。� 

企盤金ペーリンガーインゲjレハイムベトメヂィカジャパン株式会社
前回! 蓋と盤複のため、骸当無し。
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ー企裳去し一般財語法人阪大微生物癖研現金

県受領なし 

'口 50万円以下

ロ50万問題-500万円以下
ロ600万円超

企謹企バイオ科学株式会社

臣民受領なし

ロ50万円以下

ロ60万円超-500万円以下
口� 500万円超

£選急激立符政法人農業・金品農業技術総合研究機構

~受領なし
口� 60万円以下
ロ50万円超.......500万円以下

口� 600万円超

企差盆ノパJレチィスアニマルへんス株式会社

見受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万問題


企蓋盆北車第一三共ワクチン株式会社

喜受領なし� 
50万円以下


口� 60万円超-500万円以下

口� 500方問題


現職綜件仁三?を免俗~科専ポ桝知安 

K‘氏名 山� aセ;;lt日
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(別部様式 3)

農林本産雀動物医薬品検査所審査調整課中島奈緒宛
[ 

平成25年2月7自

動物用生物学的製剤調葦会
毘答 表 �  

FAX 042-321-1832 


辛成25年/月以日
寄付金・契約金等の受取(割当て〉額について、JeJ.下のとおり国替する。

企議室L株式会社徴生物化学研究所

宙/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


企謹盆ファイザー抹式会社� 

‘ 由〆受領なし
口� 50万円以下
ロ50万円超-500万円以下
口� 500万円程

ー盆重宝L日生研株式会社� 

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

命謹企一般財団法人化学及忠清療法研究所

正実額なし

口� 50万円以下

ロ50万問題--500万円以下
口� 500万円超

jンカにインゲ4へ・L主業主� レハイムイトメテVカシVJVン株式会社

出/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



I13年 Ol~248(木) 10時55分蹴:0423211832 難:晶� R: 157 P. 03 

持率.2.標瓦誌社インタ…ベット

回/受領なし
己� 50万円以下
ロ 50万円超~500万円以下
口� 500方円超

現韓�  iMh壁を冴

、

C 氏名�  仏� 2三
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~ (別添犠式3) 

. 農林水産省動物産諜品検査所審査調整課中島奈緒宛

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤調査会

思答表�  
FAX .042-321 -1832 


平成25年之月タ自� 
寄付金・契約金等の漫取〈割当て)額について、以下のとおザ屈答するe 

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名株式会社徴生物色学研究所
前回調査と重複のため、設当無し。

企業名メリアル嗣ジャパン株式会社


自/受領なし

ロ50万円以下

口� 50万円超-500方円以下
ロ500JJ円超

‘ 
阜皇急共立製薬株式会社

自/受領なし

ロ50万円以下
ロ50万円超，..;.，500万円以下
口� 500万問題

企業名一般財団法人化学及血漕療法研究所
前回韻査と霊嬢のため、該当無しs

阜差去し株式会社科学飼料研究所

世/受領なし

口� 50万円以下

ロ50万円超--500五円以下
 
"0 500万円超

企業� L株式会社インターベット

イ管官国語査と重視のため、該当無し。


企業名松晋薬品工業株式会社
 

d受領なし

巴� 50万円以下

ロ 50万円趨~500万円以下 

:t7J=rnピハハマ....， 



.. 発言� 
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企業名昌生研株式会社
前回調査と重視のため、骸当無し。

企業急ワクチノーパ株式会社� 

Eぎ受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超......，500万円以下
ロ500万円超

企業名株式会社シーヱーヱフラポラドjーズ

[1<受領なし

口� 50万円以下

ロ 50方向脇~500万円以下
口� 500万円超

阜鑑ゑ毘本バイオ出ジカルズ株式会社� 

U畏領なし

口� 50万円以下

ロ50万円超......，600万円以下
口� 500万円超

‘ 
企茎乳株式会社t::)J..，パックジャパン

回/受領なし
ロ� 50万円以下
口� 50万円超......，600万円以下
.口 500万円超

企整査一ファイザ…株式会社

前暗号事査と重複のため、該当無い


企業名ペーリンガーインゲんハイムベトメディカジャパン株式会社
前回欝査と重視のため、該当無し争� 
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企諜各一般財部活人阪大微生物病研究会

百受領なし

ロ50万円以下
 z

口� 50万円超-..500万円以下
口� QOO万円超

企業名パイオ科学株式会社

~受壊なし
口� 50万円以下
口� 50方向超-..500万円以下
口� 500万円超

企業名7独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

留/鶏なし
口� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超� 

32む鑑L名ノパjレティスアニマルヘルス株式命社

日/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

企撲名北星第一三共ワクチン株式会社� 

d受領主し

ロ50万円以下
 
o50万円超-500万円以下

ロ500万円超


現 韓 �  1芳弘尽き全五五苅究所、合従zftえ宮

ご氏名�  iムヘネ哨ゑ

，~哨占011.1¥t'¥.Jk'刊運、早』尋ぷ
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(別添様式 3)

農林水産省動物底隷品検査所審査欝蕗諜中島奈緒狩殺し

平成25年2月7日
動物用生物学的製剤調査会

回-答表-
FAX.042-321-1832 


平成25年/月与田
寄イせ金ー契斡金等の受取(観当て)額について、以下のとおり回答する。

企機名株式会社微生物化学研究所

国受領なし
口� 50Jj円以下
口� 50方問題--500万円以下
口� 500万円超

企撲名ファイザー株式会社� 

“ 	 d溌領なし
口� 50万円以下
口� 50方再起，-...;500万円以下
巴� 500万円程

企業名目生研株式会社
， 

ば混領なし
口� 50万円以下
口� 60方向超，.;...，500万円以下
口� 500万円超

企業名一般財団法人化学及血清療法研究所� 

a受領なし� -
口� 50万円以下

口� 50万円超.--500万円低下
 
o 600万円超

企業名へ可ン5インゲJvハイムヘ'トメヂィカシ'ヤハーン株式会社

口受領なし 

ロ50万円以下

位(50万円紐，-...;500万円以下
口500万円超
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企蓋盆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""500万円以下
口� 500万円超� 

現職想議企本'L(;0，グ'L')Iツ羽表取締役

ご氏名 萩~-久 

‘ 
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(別添議式3)


農林水産省動物医薬品検査所審査器整認中島奈緒宛 


平成25年2月プ自
動物用生物学的製剤調査会

盟 答 表 �  
FAX_042-321-1832 

平成25年/月θ/自
寄付金網契約金時の受取(割当て)額について、以下のとおり自答する。

議題3:動物用生物学的製売i基準の一部改正について

企業名株式会社撤生物化学研究所 

前囲網査と霊綾のため、該当無しa
 

a謹急メリアル・ジャパン株式会社� 

g 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


企業名共立製薬株式会社


百受領なし 

ロ50万円以下

口 50:n円超~500万円以下
口� 500万円観

全盛名ー披財間法人化学及忠清蝶法研涜所

前回調査と重複のため、該当無しむ


阜皇企株式会社科学飼料研史所� 

d受領なし

口� 50万円以下

口 50万円超~500万円以下
口� 500万円組

企業名株式合社インヲーペット

一帝国語配重複のため、該当無しむ


企茎亀松研薬品工業株式会社

ぜ受領なし 

口� 50方向以下

ロ50万円超 -̂500万円以下
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企業名目生研株式会社

前回観査と重複のため、該当無し。


企業名ワクチノ…パ株式会社

回受領なし

口 50万円以下

口 50万円結 ..-500万円以下

口 500万円粗


企業名棒式会社シーエーエフラポラトワーズ 

d受領なし

巴 50万円以下

口 50万円超~500万円以下
ロ 500万円超

企業名目本パイオロジカん丈株式会社

百受領なし

口 50万円以下

口 50万円超~500万丹以下
ロ 500万円超

盆裳急事長式会社ピルパックジャパン 

d受領なし

口 50万円以下

口 5'0万円超~500万円以下
口 600万円超

企盤全ファイザー株式会社

前回調査ど重携のため、該当無しe


企業名ベーリンガ…インゲjレハイムベトメヂィカジャパン株式会社
.前回掛査と重複のため、該当無し。
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企業名一般財罰法人阪大敷金物病研究会

r5受領なし

口� 60万円以下

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円超


企業名パイオ科学株式会社

百受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超，...;500万円以下

口� 500万円超


企業名-独立行政法人農業・食品農業技櫛総合研究機構� 

d受領牟し

ロ50万円以下

口� 50万円超，...;500万円以下

口� 500万円趨


企業名ノパjレティスアニマルヘルス株式会社

出受領なし 

ロ50万円以下

己� 50万円超--500万円以下
ロ500万円超

企業主北盟第一三共ウクチン株式会社� 

E1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


現職株主記者ミネLヒヴし以《渇取締伐

え~-ョ議� ご氏三話
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〈別添様式3)

農林水産省動物悪薬品検査所轄査調整課中島諜緒宛'

平成25年2月ブ自
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX 042-321-1832 


平成25年/月よお
寄付金・契約金等の受取(割当て〉類について、以下のとおり錨答するs

主議車株式会社徴生物化学研究所

回〆探領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円超 


企業名ファイザー株式会社

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

ロ500万円超一

企業名目生研株式会社� 

d漫領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円趨 


企襲名ー設封諸法人化学及忠清療法街究所

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


金議急へ可ンγィンゲ'vハイムイトメテYカシ・ヤI1.ン掠式会社� 

V受領なし

ロ50万円以下 

口 50万円趨~500方円以下
巴� 500万円趨



13-01-25;05:06PM洋樹入ヤマザ寺翠 企 # 3/ ヰ

企蟻名捺式合社イン安一ベット

日/受領なし
己 50万円以下
口 50:n問題 --500万円以下

.口 500万円超

豊一議 rャ汁作 fÛ 八~ 

t• J 、弘主 7失与持、民名 

-唾 
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(別添様式3) 

一旬物医薬品開審査調整課中島一昨

平成25年2月7日� 
動物用生物学的製剤調査会

回答表�  
FAX.042-321-1832 

平成25年明{日
寄付金・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。

議題3:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

企業名株式会社微生物化学研究所
前回調査と重複のため、該当無し。

企皇室Lメ1)アjレaジャパン株式会社

百/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

企掌金共立製薬株式会社

回受領なし
ロ50万円以下
ロ 50万円超~500万円以下
口� 500万円超

合業名一般財団法人化学及血清療法研究所
前回調査と重複のため、該当無し。

企業名株式会社科学飼料研究所

ロ/受領なし
ロ50万円以下
口� 50万円超--500万円以下
口� 500万円超

企皇室L株式会社インターペット

前回調査と重複のため、該当無し国


企業名松研薬品工業株式会社

イ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超--500万円以下

口� 500万円超
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企業名回生研様式会社
前回調査と輩横のため、該揃無しe 

f笹撲名ワクチノーパ株式会社

百/受領なし
司 50万円以下
口 50万円超-50む万円以下
口 500万円超

企業名捧式余社シーエーエフラ指ラト1)ーズ

~~領なし
己 50万円以下
己 50万円超-500万円以下
口 500万円超

や業名目;本パイ*I::]~カルズ株式会社

出/斑領なし

口 50方向以下
口 50万円趨-500万円以下
口 500万円超

企業名株式金社ピルパックジャパン.... 

ぽ受領なし
口 .50万円以下
口 50万円超-50む万円以下
ロ 500万問題

企業名ファイザω 株式会社

前回読査と霊棋のため、散指無しー

企業名ペーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

前田調査と重複のため‘該当無し。
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企業名一般財由法人阪大徴恋物靖研究会

正 蝶なし 

ロ50万円以下

口� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企業名バイオ科学株式会社� 

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

企識名-強立行政法人集業・食品産業技術総合研究接構� 

d鱒なし
口� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
己� 500万円超

企業名ノパルディスアニマルへんス株式会社

ぽ受領なし
口� 50Jj円以下
己� 50万円超-500万円以下
口� 500万円超

企業名北恩第一三五共ワクチン株式会社

国/受嶺なし

口� 50万円以下

ロ50万円趨-500万円以下
口� 500万円超

思盤 ヴ� 2γ待問久3
〈トお� 1て.長.氏名 二� y


