
1)(5.¥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益課
今本淳太宛

動物用医扇品残留問題調査会における
寄附金・契約金受取(割当て〉領� 

FAX回答表

平成26lf-/ 61見2.
 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.

審議事項1メロキシカムの使用の規制に関する省令の一部改正の要望について

令掌名f要望令書): へ-_1):"カ.インゲルハイムへ下メ子.ィカグャハ'J桧式舎計� 

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(艶合企業): ナガセ医薬品株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

ロ� 500万円超

企業名{盛合企業】: フジタ製薬株式会社

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

ロ� 50万円超ゐ500万円以下

口� 500万円超


氏名 ん金 差� 
J 干185-8511


東京都圏分寺市戸倉1-15-1

長林水産省動物医業品検査所企画連絡室審査調整課 


今本淳太

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 




〈別紙)� 

FAX:042…321-1832 

漫林水産省動物量産業S車検ヨ飯島奇企趨連絡重審査第登録


今*誤解::t: 総


費量物F琴琢隷殺事量器官襲警緩ま灘雪量会i二おける
型軽総会・祭事事会受取{積雪量て〉額� 

FAX綴害警捜

平JI;J:通事ム月9-磁
寄附会・契約金等の受理!t(tJ絹て〉績について、以下のとおり回答する.

..聞事現1メ日キシカムの使用の規制伝聞する省令の一部改定の要望巴ついて� 

4l>iI陸:f!!i(IJS金鍾); ，，"..Jjシカ"-.ö/r"J\'ハイムへ司、;附'".rhジ制\.~，縁ぜ金主士 

受領なし

u 録。万円以下
 
口 50方向篇~500万円以下
 
口 600万問題


d 

金重量名{重量合企業主� ナガセ盗事ra.綾式会設 

‘ d受領海し
o 50'ヲ符以下
自� 50方向緩.....500万円以下
ロ� 50QJJ問趨

金書瞳4!'i【懸命企離れ� フジタ製襲株式会社

d受領なじ
日。� 50万円以下

口� 60万円� -500万円以下

日� 500JJ阿般


民:I?i 文吉弘丈� 1乞� 
T18S-8611 

東京事限滋分管理守:F*1-15-1
.林水厳司言動秘書E猿歳積雪証言管企密室窪鎗室容まま策要襲祭

今*型車::t:

，服務� 042-321-1824 

FAX 042-321 1832
同� 
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〈泌総〉� 
FAX:042.…321-1832 

鎌林水産省動物語監灘品検査康食翻連絡室警護繍路線
今木津太掬

助物用医請書a義務惚問題言書査会1:.制する
害警E信金� 契約金銭取{溺当て)甑a

FAX箆害警羨

平成毎月�  a
寄附金・契約金書療の受愈{鶴童話て}翻について、以下のとS寄り密答する. 

. 

署稼縁蟻率寝jメ悶キシカムの伎m諸の規剣に蔚す4る翁量4 k正の型援襲緩iにこついて!~1 令岩の一室怒雲耳改 

3翼裳監Fぜ令暮富援E争重溢量卓然毛4φ a れ: 圃へイ'二U-1枇j此3 イム へ� Wハ、s鴻再必ぽ曲町イインゲル伽もωJ
/ 
受領なし


ロ� 50J.i門以下

ロ • 50ñ門趨~500万拘以下
ロ� 500万円緩

企業名〈銭合企業); ナガセ医義主義株式会社
 
/. 

受領主主し
 .. 宮内以不601ロ� 
50万湾総~部OnP1以下

500万門知


口� 
口� 

企業名正鈍合企業): フジイ担製薬事長式会社

件齢じ� 
50:1宮内以下


口� 50万 戸600万円以下

， '口 500巧門組

氏名 z島崎務� 
〒186-8611
 

3まE筆者事媛分寺市戸重量1ω16-1

益事事水厳司身動車毎医薬品検後続念頭連絡思議容牽爵整諌
 

争*淳太.. 

鴛富&� 04~-321-1B24 


ドAX042-321-1832 
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〈卸i続〉� 
FAX:042-321 -1 832 

農林水運憲司量動物隊第需品検査所企図連絡室審査調琵銀
今 米 漂 太 宛

動物期限療品猿償問題調書長会における
事守附金制契約金受理民〈割当て〉額� 

FAX回答表

， 

.;(，Z平成� 

脊総会・契約金等の受淑〈叡言語-c)錦之ついて、以下のとおザ窓答する。

審議事項1メロキシカムの後鰐の緩併に総ナる命令の一吉震後五の皇要望について

企業名{饗望書舎君主): へ"-IJン1ゲインゲル/....ムイト:J.ヂィ主ジャハV株主主i合計

受領なし

む� 50万円以下

ロ� 50万円超-600万円以下
臼� 500万円超

企業:siJ重量合企業): ナガセ医獲&徐式会役

目受領海し
ロ� 50万円以下‘ 
ロ� 50l.i円超-500万円以下
口� 500万円超

食損陸:g(霊童合企業3: フジタ重量通車線式会社� 
/ 
受領t.i:t.:.

ロ.50万円以下
ロ� 50万内積"';"500方向以下
ロ� 500万円超

路� 之、三了人ι

fijl.'Ja 


T185-8511 
草食蕊怨間分寺市戸倉1-15-1
農林水蕊省動物医薬品検査所企画連絡重審まま議主義線

今*浮木

型産穏� 042~321 -1824 

FAX 042-321 -1832 


‘・
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3メ� 
(~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謀� 

l 今木淳太~-l:当主

動物用医薬品残留問題調査会における.. 
寄附金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成2~年 l 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.

審議事項1メロキシカムの使用の規制仁関する省令の一部改正の要望について

企業名f婁望企業】; イーリンカ二インゲルハイムへ下メ子-.dJシ.ヤハ.シ株式会社

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(重量舎企業): ナガセ医薬品株式会社� 

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(重量合企業】: フラタ製薬株式会社� 

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� E吋



U bUh円超-bUUh円以卜�  A 

口� 500万円超 【2] 

氏名池井健太

千185-8511
東京都圏分寺市戸倉1ー� 15-1
農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室審査詞重課

今本淳太湾豆

電話� 042-321-1824 
FAX 042-321-1832 

1/1ページ
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<.81)紙〉� 
FAX:042…321…1832 

農林水産省動物語長薬品後遺華街会頭進室審査譲整譲
今余罪事;t ，徳ズ長一

集委事獲量
ト契約護� 

FAXti 

平成.ld年/附7臼

寄附金・契約金等の受取(割当て)翻について、以下のとおり回答する.

車線総理解羽� 1メロキシカムの使用の線制に関する省令の…部改革の要望について

企業名f容認合唱!t): へ二，'J:AiインゲJもハイムへ下メヂィカグ'-?I\.~株式会終 

d受領なし� 
o 50万円以下
ロ� 50万丹忽~500万円以下
ロ� 500ヌ王将慈

金護霊;s(重量合金重量): 

d愛媛なし
日� 50万P:J以下
ロ� 50万P:J超-500万円以下
日� 500nPl麹

金調能;s(護軍合企業): フジタ製事E繰式会社� 

d受領なし:

日� 50n門以下

ロ� 50ñ同組~500万円以下
口� 500万門趨

氏名
ゑ 問 差雪� 

T185-8511 
東京都滋分母警望書戸念1-15-1
農林水産省動物語長通産品検まま夜食道連絡室審査議霊長銀

今=*員事3た� 
電話� 042-321-1624 
FAX 042-321-1632 
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‘・

〈皇官級〉� 
FAX:042…� 321…� 1832 

幾株主主要量劣後事録穫祭品検定所念頭連絡裳;審査議登録
今*浮::t宛会

動物煎覇軍薬品残留薦議書曜まま会に言語ける
容揮者会� a契約金受取〈額さきて〉額� 

FAX冨答表

平成話通事1.f1.:l7a ~.. 
害容鮒金属契約金等の受章主〈議さきで〉緩iごついて、以1宅のとおり密筈する.

事務議事務1メロキシカムの使織のま露創iこ鑓する省令の一部改正の要宣震につい丈� 

fP重量名f嬰禁令書量}: へ，.':IJンカ.四インゲ1.-，，，イムヘ，.!-;I.子コカゲャ1¥":;事長式会計� 

d 受犠札 

口� 50万円以下

ロ 50万円組~500万円以下
口� 600万円超

企業名{競合企業): ナガセ医薬品株式会社

ぽ受領なし 

口� 60万円以下

口� 50万円超~500万円以下

口� 500万問題


業名{麓合企業): フジタ製薬株式会社

回受領なl，;，

ロ� 50万円以下

口� 50万円超山500万円以下

， ロ� 500万円超� 

F宅� 4あオ 手

〒185-8511
 
a・京都冨分寺市戸倉1-15-1

林水産省動物箆重量&検釜所企函連絡議事総裁調整藤諜


今本淳太

電言霊� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 


l/1A:.円.:;



-・

(，gIj紙)� 

FAX:042-321-1832 
車林*1援母藍動物医議議事実家所企画道義豊島釜審査請強襲撃

今;+;:淳x 宛

動物期医薬品残留置問題鑓査会における
寄附金-契約金受取(鶴言語て}綴� 

FAX銅答褒

.成年 R 自

宅修附金“契約金等の受敬〈書誇当て)誠について、以下のとおり霞寄書する.

者際線事項1メIJ::¥"シカムの後期の規制t二関する骨量令の一線設笈の型軽量置についだ

会婁唱f息苦書会重量): ，，'-IJ~主'ーインゲ'J r，，\.(ムヘ'''，tT~油グw白書長王む袋持 

d受領札
口	 50万円以下


50万阿絢-5∞万門以下 

500nP.1趨


金書撲名(鎗合企業): ナflセ医薬品縁式会社

ず受領札 

50万門以下


口
口� 

口
口 501王子暗趨~500方向以下
口	 500;:;例経

金量屡:f!.{盟重合企業); フジタ製薬毒患式会社

ぽ/受領なし'

口� 5QJ宮内以下

ロ� 50万p.1緩叫500万p.1以下

司� 5001ま符超


防 庁之主マヴ号訴1 

;=185-8511 
東家護軍慰分寺市戸重量1…� 15ー1
震農林水産省動物担医薬品長俊査所余滋違絡重審査蛭簿望豊穣

今本淳太
電話 04~叩 321-1824 

FAX 042-321…1832 

1 / 1 J't-".) 



(別紙) 

FAX:042…� 321-1832 
農林水議議動物語草灘両員後遊覧青企溜連絡重審査語整諜

今木津A 宛

動物湾総纂議員残留罪奇想議豪会における
容測す会・契約金受敬〈事務ききて〉警護� 

FAX滋害事袋

平成2(，年 2丹、~B
零封サ金・契約金等の受取摺j治的館二ついて、以下のとおり閤奮する.

事降鎗纂項 1 メロ~シカムの値舟の規制!こ測する省令の一部改定の喪望について

司令書量進f尊場企業): へにリンカ・"インゲJL，i¥Jl'ムへTトメヂィカジャハラ株式会計

間受領なし� 
50万円以下


口� 50万円超-500万円以下

ロ� 500万円超

金書除名{鐙舎や重量): ナガセa通産&株主主会社

整愛媛なし� 
50万円以下。50方向忽-600.万湾以下-

o 500万FIJ鐙

王争重量名{益金金重1): フジタ盛義絵式会社

組� 5長銀なし
ロ� 50，宮内以下
ロ� 50::1ヲ拘緩";"500万円以下
口々� 500n内組

氏名� d a勝手�  

T1B5-B611 
策室質事館関分理'i'特戸倉1-16-1
島幸容水湾奇書動鋤磁調l.i.後.滋企画連絡室響釜鍵整縫

今コ駅員事::t

竃鰭� 042-321…1824
 
FAX 042-321-1832 


111ページ



(j}.IJ紙〉 
FAX:042-321 -1 832 

農称水産省動物医藁晶検査所企画連絡室事襲安議聖霊祭
今木淳太 号車樽ン

豊雄物思霊祭品残留煎鍾鏡釜会iこおける
事態書館念・契約金受取〈書提言語て〉額� 

FAX留害事表

平成込年Is2fB 
建

軍事総会'契約金等(JJ受取〈議滋て〉額について、以下のとおり箆答する.

容総務漢1 メロキシ力ムの使用の線級に潤する省令の-~改定の要望について

ず争鐙通1;(進言渡令書偉): "11-/¥.(インケb"ンョ"_I}へ� ムイトメヂ'.t'h"'"ャハツ接合会計� 

d発鍍札
口� 60万門以下
ロ� 50:n内線-500万円以下
口� 600'宮内総

企業:g{重量合金総): ナガセ隊旗晶株式会社� 

d受領なし‘ 	
口� 50B門以下
町� 50:n内総-500万円以下
口� 500:n門紹

企業名{盟会合鎌): フジタ袋緩徐式会社

ぽ受領なじ
ロー� 50万門以下
口� 50J安門鶏.....500万円以下
ロ� 500:n何総

氏名
をも長 議毛

子� 186-8611
東京都頭分寺市戸倉1-16-1 
a本主水産省勤務復業主主検査請時また鶴喜義務議議重量溺獲事事

今*淳太

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 


1/1ペmタ


