
(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

大森純一宛

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/#f-ヂ月必日
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 ディニタル� 

fP業名(由譜企業): 其守製薬株式会社� 

K受領なし

巴� 50万円以下 

口� 50万円超-500万円以下

口� 500方円超 


企業名(競合企業): ナガセ医薬品株式会社� 

./ 
受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円超.......500方円以下

口� 500万円超 
  

フアルマ株式会社Meiii Seika;.企業名(競合企業)� 

d受領なし

口� 50方円以下

口� 60万円超.......500万円以下

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 東亜薬品工業株式会社

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円超 


審議品目2エコノザド

日本イーライリリー株式会社

受領なし

60方円以下

50万円超-600万円以下 

500方円超 
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企業名〈差合企業主� 1i¥.{IJレ薬品株式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下 


口� 50万円程，......500万円以下 


口� 500万円超 


企業名(競合企業): 田村製薬練式会社� 

J受領なし


ロ� 50万円以下 


ロ� 50万円趨--500万円以下 
  

o 500万円趨

企業名〈競合企業). 金生ライフテク株式会社� 

d受領なし


ロ� 50万円以下 

口� 50万円結，......500万円以下 


口� 500フ言問題


氏名 ~'":;?，録
干185-8511

東京灘間分母子作戸倉1-15-1 
農林水産省動物臨薬品検査所企画連絡謀略資調態課

大森純一 


意話� 042-321 -1824 

FAX 042-321 1832 


そ一



C"'] 
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(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

大森純一戸者L

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J.{，lf-S月f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ディニタル

企業名(申請や婁):.共立製薬株式会計

ぱ受領なし
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)~ ナガセ医薬品株式会社

正受領なし
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): Meiji Seikaフアルマ株式会社� 

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): 東亜薬品工業株式会社� 

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

審議品目2エコノサド

企業名(申請企業)~ 日本イーライリリ一株式会社

ぜ受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超.......500万円以下
口� 500万円超� 
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企業名(錨合企業): バイエル灘品株式会社

国J 柴領なし


口� 50万円以下 

口� 50万円超ω500万円以下 


口� 500万問題 


企3除名(競合企業): 居村雛蕪韓式会社� 

d 現領なし

口� 50万円以下


自� 50万円超--500万円以下
 

D 500万円超 


企業名〈競合企業): 往化ライフテク株式会社

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 


氏名� 
i今サ食文


千185-'8511 
3乾疎都圏分寺市戸倉1~15-1 
農林水産省動物医蝶品検査所企画連絡議穣査詣襲課

大森純一 


意話� 042-321-1824 

FAX 042-321 1832 
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(JjIJ紙)� 
FAX:042-321-1832 

長特水産省動物医薬品輸資所企画連絡叢審査調盤融
大 嫌 純 一 掬

動物用罷麓品残留開館調憂会!こおiする

寄欝金ー提斡金受取(審i当て〉額


芋AX盟筈褒


平成:u.年S宵B'a
寄附金・契約金等の驚取(揮j舗で〉額について、以下のとおり自警する。

審議品目� 1ヂィニタル

企業名〈寧譜企業): 北官製麓株式会計

~受領なし
己� 50万円以下

己� 50万円建-500万円以下
 
o 500万円超

企業名(盟会企議): ナガセ霊薬品様式会社

回/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円紐-500万円以下

口� 500万問館 


企業名〈競合企蟻): MeiHSeIkaフアルマ株式会社� 

d受舗なし

口� 50万円以下

ロ� 50方向組-500万円以下� 
o 600完内溜

金業名{競合企業): 業車薬品工業株式会社� 

d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


曹檎品闘2ヱコノサド

食識名(申繍企業): 日本イーライリリー株式告社

ぽ受領なし 

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(蹟合企業): バイエル蔀品構式会社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 60万円超-500万円以下

ロ� 500芳円趨 


企業名〈競合企業主 龍村製薬株式会社� 

d蔓領なし

口� 50万円以下

口� 50方同額-500万円以下


口� 500万円組


企業名〈競合金難): 住化ライフテク掠式会社� 

d受領会し


ロ� 50万円以下

ロ� 50万円超......500万円以下

口� 500万円超


氏名
犬舎》丈� f私


干185-8511
東京都圏分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物隠菰品検査所企画連絡重構査題懇緯

大撒純一

貫E館� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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〈別鰻〉� 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物隠薬品検査所金額連絡室審査調整課

大森純一宛

動物用樫薬品残留問題爵査会に制する
寄時金・契約金受取〈嬰i嶺て〉韻� 

FAX回答表

平成比年同》日
寄鮒金 a契約金等の受取(事j単て〉額について、以下のとおり回答する。

智識品目1ヂィニタル

企業名(棋譜企業): 共立製薬株式会朴

回〆賊なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超 ~600万円以下

口� 500万円趨


企業名〈競合企業}; ナガセ罷薬品株式会社

日/受領なし

口� 50万円以下

ロ� 50万問題--500万円以下
口� 500万円超

企業名〈鰻合金重量): MeUj，Seil恰フアルマ株式会社

昨今鎖なし 

ロ� 50万円以下

口� 50万円超......500万円以下� 

z 口� 600万円超

金撲名〈謹合企業): 東亜麓品工業株式金社

出/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円趨


審議品箇2エコノサド

企業名(申請企業): 臼本イーライリリー株式会社

ゲ主観なし
ロ� 50万円以下
口� 50万四超-500万円以下

口� 500万円超
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企業名〈錆合企業)~ バイエル薬品株式会社

ぽ/!受領なし

ロ� 50万円以下

口� 50n円超--500万円以下

口� 500万円超


企業名〈競合企業): 田村製薬株式会社

自/舗なし 

口� 50万円以下


司� 5071円超-500万円以下

口� 600万円組


企業名〈穏合企業): 住化ライフテク株式合社

ru/主観なし

ロ� 60万円以下

口� 60万円超....，500万円以下


口� 500万円超


‘民名 !を崎傍1

〒185ー8611
車京都国分寺市戸倉1-15-1
農林，.1<.産省動物箆薬品検査既企画連絡蜜審査調整課

大森純一

喝話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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(~IJ紙) 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物医挺品輸査所企部連絡室鶴査語護課

大森 純一 定

動物用保擁品残器問題調賛会はおける
寄附金繰契約金受取(欝i当て〉制� 

FAX回答表

8月'2.-t6:年2平成� 

寄附金・契約金等の受取〈観当て)簡について、以下のとおり回答する。

審議品目� 1ヂィエタル

合襲名(出禁令業): 共立製薬株式会社

co'受鎮なし

口� 50万円以下
 
o 50万円超-500万円以下

自.� 500JJ円組


企業名〈競合企業): ナガセ眠薬品株式会社

出受領なし 

口� 50万丹以下

口� 50万円粗-500万丹以下

ロ� 500万円超

企業名(競合金業): Meiii Seikaファルマ株式会社

凶受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

己� 500万円超


企業名(競合企業): 東東薬品工柴株式会社

百受領なし 

口� 50方円以下

ロ� 50芳問題-500万円以下
口� 500万円超

審議品目2ヱ:コノサド

企業名{串譜企業): 巨本イーライリリー株式会社� 

B 受領なし� 
o 50万円以下

口� 50万問題--500万円以下

口� 500万円組
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企業名(競合企業): パイヱル薬品株式金社

自受領なし

口� 50万陀以下� 

o 50万円超，...，..500万円以下 


口� 500万丹趨 


企業名〈競合企業): 関村製薬株式会社

ぱ受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円趨~500万円w.下
 

o 500万円超

企業名〈競合企業): 命化ライフテク株式会社

自'受領なし

口� 50方向l?l下
口� 50万円紐-500万円以下

口� 500万詞組

氏名� ι丸、，Jf千¥

千185-8511
東京都摺分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物箆薬品積資所北西速報車審査錦築課

大森純一

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 
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(別紙) 

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

大森純一宛

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2~44月3D 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ディニタル� 

TP業名(申請'II'業): 共立製薬株式会社� 

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): 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(競合企業): Meiii Seikaフアルマ株式会社� 

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

企業名(鏡合企業): 東亜薬品工業株式会社

ぱ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超"，，500万円以下

口� 500万円超


審議品目2エコノサド

企業名(申請企業): 日本イーライリリー株式会社� 

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� 
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企業名〈鐙合企業): パイエ� Jレ薬品稜式会社� 

d受領なし

口� 60万円以下

口� 50方円超-500万円以下 


口� 500JJ円超


企難名〈競合企業): 田村製薬株式会社� 

d受領なし

日� 50万円以下

口� 50万円超-600万円以下 


巴� 500万問題 


企業名〈競合企業主 主化ライフテク株式愈社� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 60万問題-500万円以下 
  
o 500万円超

氏名
シ3旬 キドイtをえ� 

T185-8511 
東京都圏分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物陸薬品 置所企闇連絡議審査調護課

大森純一庁第ヒ
電話� 042-321-182斗� 

FAX 042-321-1832 
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〈別紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水産省動物医薬品検査所企関連結案審査調整課
大森純一兜

動物用盟薬品残寵問題調葉会における
響間金・契鵠金費取〈割当て)額� 

FAX由筈表

平或年丹時

寄附金、契約金等の受叡〈割当て〉額について、以下のとおり癌筈する。

審議品目1ディニタJレ

命業名{申請企業): 共京童基礎株式会全士

白/受鎮なし

口� 50万円以下 

口� 50万円趨-500万円以下� 
o 500万円趨

企業名〈競合企難): ナガセ鹿薬品株式会社

回f受領なし

日� 50万円以下 

口� 50:n円超........500万円以下、

口� 500万円超 


企業名〈費合企業): Meiji St;i¥(aフアJレマ株式会社

ゆ/受領なし

口� 50万円以下 

ロ� 50万円程-500:n円以下

口� 500万円超 


令業名{聾合企業); 蜜革薬品工業株式会社

自/受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円趨........500方向以下 

口� 500万円錨 


審議品目2 エコノサド

企業名〈申請企業主 日本イーライリリー株式会社

由/景観なし

口� 50万円以下 

ロ� 50万円超-500万円以下，� 

口� 500万円超� 
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企業名(競合企業): パイヱル薬品株式会社

住/受鎖なし� 

o 50万円以下

口� 50万円超-500JJ円単下

口� 500万円縮 


企業名(競合企業): 田村製薬練式会社

明/受献し 

日� 50万円以下
 
o 50万円超，..，.，500万円以下

口� 500万円超 


企襲名{競合企業): 住化ライフテク株式会社� 

d媒なし 

口� 50万円以下

口� 50万円藷-500万円以下

口� 500万円超 


氏名 寸二 ¥む

〒185-8511
東京都圏分寺甫戸倉1-15-1
農林水膜省動物首長薬品検査所企画連絡室蕃査擁護課

大森純一

窓話� 042-321…1824 

FAX 042…321-1832 


:妥


2/2ページ



OJ'J紙〉� 
FAX:042-321…1832 

墨株水産省動物産薬品検歪所企画連絡護審査調整諜
大 瀧純 一宛

動物罵罷薬品残留問題調査会におiずる
脅時金・契約金受取〈割当て)観� 

FAX回答表

平成三j併f月30日

容慰金・契約金等の受取(割弱て〉額について、以下のとおり四番する。

審織品吾� 1ヂィニタJレ

企業名{申請争議): 共サ製薬株式会計

ぱ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超......500万円以下

ロ� 500万円紹

企業名(競合企業): ナガセ寵薬品株式会社

ゲ鵠 な し ; 

口� 50万円以下

日� 50万円超--500万丹以下

臼� 500万円趨

企鍵名(麓合企業): Mejji SeikaファJレマ韓式会社

国/受舗なし

口� 50芳男以下

ロ� 50万円超-500万円以下
口� 500万問題

食提名{競合企業): 葉豆薬品工業稼式金社� 

d受領なし

ロ� 50万円以下

口� 50万円趨......500万円以下

口� 500万問題


審議品目2エコノサド

企業名(申藷企業): 日本イーライリリー株式全社

ぱ受額なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円錨 
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企業名(競合企業): バイエル薬品株式会社

ぜ受散し; 


口� 50万円以下

己� 50万円超~500n円以下


口� 500万円超


企業名(競合企業): 田村鋭灘株式会社

ぱ受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超--500万円以下

自� 600万円超


企業名〈競合企業): 生化ライフテク械式会社� 

d 受領なし

口� 60万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円粗


氏名 告魚 iマ

〒185-8511
東京都額分母子市戸倉1-15-1
農林水態省動物産薬品検査所企踊連絡強審査調整謀

大森純一

電話� 042…321 ~1824 


FAX 042-321-1832 
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〈期紙〉� 

FAX:042-321--'-':1832 
農林水産省動物擾薬品検査所企画連絡室審査調整隷

大森純一指

動物用握薬品残留問題調牽会における
寄附金・契約金受取〈割当て〉額� 

.FAX回答表

平成16制百f自

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。

響議品目1 ヂィエタル

企業名(申譜企業): 共工F製薬株式会社

a('受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円組.-...J500万円以下 

口� 500方向趨 


-企業名(競合金業): ナガセ底薬品株式会社

回受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円超~500万円以下戸

口� 500万円超 


'企業名(聾合企業): "Meijj Seikaフアル!マ株式会社

宮/受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円詔--500万円以下 

口� 500万円超

企業名{競合企業): 東亜薬品工業株式会社

Ef殻鎮なし

口� 50万円~下

口� 50万円超........500万円t..l下

口� 500万円紐 


饗議品目2エコノサド

企業名(申譜企業): 日本イーライリリー株式会社� 

d 受領なし

日� 50万円以下 

臼� 50万円超，....500万円以下 

口� 500万問題
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企業名〈競合企業): パイヱル薬品株式会社

詔/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): 田村袈襲株式会社

臼/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


金業名〈競合企業): 住住ライフチク捧式会社

日/受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円棋下

口� 500万円超 


氏名
ザ今決チ 


千185-8511
東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林7~産省動物医薬品験資所企画連絡護審査調整課

大森純一

電話� 042--:-321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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〈製紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水農者動物医薬品積査所企醤瀧絡室審査謙譲課
大獅純一発作

動物用語長薬品残留問題調査会における
寄附金綱契斡金受取(轡lさきて〉額� 

FAX回答表

平成立併何.r-B
寄掛金・契約金等の受取(割当て〉額について、以下のとおり閥蓄する。

審議品百 1 ヂィニう~}レ

企襲名{申請企議): 共立製薬株主主金社

自/受領なし

口� 50方円以下

巴� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超 


企業名{競合企業主 ナガセ眠薬品緯式金社

宮受撲なし� 
50万円以下


口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名〈競合企業): MeijiSeika:Jアルマ株式会社 

U 受領なし
ロ� 50万円以下
口� 50万円紹~500万円以下

口� 500万円超


企業名〈霊童合企業): 東塑薬品工業按式会社� 

U 受領なし
口� 50万円以下

口� 50方円趨.......500万円以下
 
o 500万円超

審議品目2 こ工エヨノサド

企業名(申語企業): 日本イーライリリー株式金社� 

d受領なし

日� 50万円以下

口� 50万円超，....，500万円以下
 
o 500万円謡� 
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企業名(競合企業): バイエル薬品株式会社� 

K 受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円程---500万円以下 

口� 500万円趨 


企襲名〈策合企業): 田村製薬株式合社� 

l1(受領なし� 

o 50万円以下� 

o 50万円超-500芳円以下 

日� 50O万円超 


企業名(競合企業): 性化ライフテク株式会社� 

d 受舗なし� 

o 50万円以下 

巳� 50万円超-500万円以下

口� 500万円頼 


氏名

主主� 2!-~I? ~'1 


8511…185=子 

東京都圏分寺市戸禽1-15::""1
農林水産省動物産薬品検査賠企画連絡室審査語整課

大容純一

軍話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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(]11J紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水産省動物医薬品検査所企画議絡室審査韻整諜
大森純一宛

動物用罷薬品残儲問題譲護金における
響附金・契約金受取(欝j詣て〉額� 

FAX国筈義

平成2f，年¢月之18
寄関金・契約金等の受取(審j議て〉轍について、以下のとおヲ国答する。

都擁品目1ヂィエ';Jレ

や掌名{鍛詩作重量); 共守製薬株試金全士

I[l受領なし 
o 50万円以下
ロ� 50万円縮.-500万円以下
口� 500万円超

企業名〈麓金企業): ナガセ軍鶏品株式会社

事@受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円組"-'5007五円以下

ロ� 500万丹超


金鎌名〈鍾合企業): MeUiSeikaファルマ株式会社


間受領なし 

口� 50万円以下

ロ� 50万問題-500万円以下
口� 500万円超


企議名〈麓合企鎌): 東亜襲品工業株式会社
 

d 受領なし

ロ� 50万円以下
ロ� 60万円超-5QO万円以下
口� 500万円超

響轍晶目2エコノサ戸

企業名(期措企業主 岡本イーライリリ…雄式会社

回受領なし
口� 50万円以下
ロ� 50万円超-500万円以下
日� 500万円超� 
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企業名(麟合企業主 パイエん襲品株式金社� 

ro'受領会し

自� 50万円以下

口� 60万円組-500万円以下

口� 500万円組 


企熊名(競合企業): 題材製薬株式会社

百受領なし

口� 60万円以下

ロ� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


企業名(鰍合企業): 住化ライフテク株式禽社

回受領なし

口� 50万円以下

口� 50万問題~ち00万円以下

ロ� 500万円組 


氏名� da  g号 I~

子18討-8511
東京都悶分寺市戸室1-15-1
農梓水産省動物医薬品検葺所企重連絡室帯査調聾錬

文義組一

電話� 042-321-1824 

FAX 042-321-:-1832 
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〈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
大森純一横堤ン

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~ 年古月 q 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‘ディニタル

や業名(申請作業): 共立製薬株式会社� 

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): ナガセ医薬品株式会社

凶受領なし 

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): Mejjj Seikaフアルマ株式会社

凶受領なし 

ロ� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下

口� 500万円超


企業名(競合企業): 東亜薬品工業株式会社� 

nt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


審議品目2.I.コノサド

企業名(申請企業): 日本イーライリリー株式会社� 

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
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企業名{競合企議): バイエル薬品株式会社� 

lZl受領なし

口� 50万円以下

自� 50:n円縮......500万円以下

口� 500万円紹 


金集名〈競合企灘): 問村製璃株式会社

国艶舗なし 

口� 50万円以下 

口� 50万問題....，;500万円以下

口� 500万円鵠 


企業名〈競合企業): 住化ライフテク株式会社� 

d 受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万問題--500万円以下

口� 500万円超 


長名 能美侠あ

子185-8511
東京事国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物医薬品検査所企聞連絡盤緯斑翻整課

文森純一

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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(別紙〉 
FAX:042-321~1832 

農林水産省動物医薬品検査所企顕建設算審査調整課
大森純一 翼主主主」

動物用医薬品強留問題頴査会における
寄謝金・契約金畏敢(書j当て)額� 

FAX問答薮

平成必年戸/昌
寄樹金� 契約金等の受取(鶴自て)額について、以下のとおり回答する。z

審議品龍 1 ヂィこう~Jレ

や襲名{串露合掌); 共性却薬株式会社

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(鑓合企業): ナガセ罷諜品輸式金社� 
/ 

受領なし� 
o .50万円以下 l

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円超


全襲名(麓合企業): Meiii SeikaフアJレマ株式会社

口:喪舗なし

回� 50万円以下

口� 50万円超......500万円陛下

口� 500万円揺


企業名{髄合金集): 東聾薬品工業株式会社

回/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


警評議品自2 エコノザド� 

日本イーうイリリー株式会社:'企業名(申請企業)

ぜ舗なし
口� 50万円以下

口� 50万円溜-500万円以下

口� 500万円趨
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企襲名(競合企業): バイエル薬品株式会社� 

d受舗なし

ロ� 50万円以下

口� 50万問題......500万円以下

口� 500万円程


企業名(競合企業): 関村製薬株式会社

ぜ受領なし 

ロ� 50万円以下

口� 50万円恕......500万円以下

口� 500万円超


企業名〈競合企諜): 住化ライフテク株式余社

ぜ受領なし 

口� 50万円以下

口� 60万円超~500万円以下


日� 500方問題 


氏名� 7量叶鳶乞

千185-8511

東京都留分寺市戸倉1-15-1
農林水産省酷物農薬品検査所企酉迎絡謹審査調整課

大森純一

噂話� 042-321-1824 

FAX 042-321~1832 
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