
(別紙) 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物薩薬品輸査所食週連籍軍審査調整課

大蒜純一宛

動物用語主薬品残留問題調査会における
寄鮒金・契約金受取(欝j当て〉額� 

FAX臨答表

平成2t~月/臼
寄樹金・契約金等の受取(割当て〉額にういて、以下のとおり回答する。

審議品問� 1ポヂjパ

企業名(申請合業): ファイザー(株)(現:ゾヱティス，ジャパン(株))

百受領なし 

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): 無し

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


審議品躍2フライダウンペイト

企業名〈申請企業主 宇都宮化成工業(株〉

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(麓合企業): ノパJレテイスアニマルヘルス(株)

・〕 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 




〈競合企業): 住化工ンパイ口メンタルサイエンス(株)(1自:f主化ライフ苧ク〈株:

受領なし

口� 50.万円以下
口� 50.万円超-50.0万円以下

司� 50.0万四超

バイエルクロップサイ手こンス〈株〉

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

民名 )jb
府
立


ヘレ

?i-
千� 185-8511

東京都国分寺市戸倉� 1-15-1
農林水産省動物霞薬品検査所企麗連絡室審査調整課

大森純一

電話� 0.42-321-1824 

FAX 0.42-321-1832 




(~IJ紙〉 

.FAX:042-321-1832 
農排水産省動物底薬品検査所企画連絡室識変調整課

大轟純一戸3ネ

動物舟陸薬品残軍曹翠語査会における
響鮒金・契豹金受取〈事i語て〉額� 

FAX回答表

事成ム6'~fJ 1 日 .. 

害弱金・契約金等拐、受取(割当て〉額について、以下のとおり回答する。

夫、

鴇議品目� 1ポプリパ

企業名(申請企業): フア‘イザー(株)(現:ゾエディス引ャパジ{按))� 

σ受領なし

口� 50万円以下 

口� 50万円鐘--500万円以下
 

. 0 .500五円超

企業名(豪華合企業): 祭し� 

d受領なし

口� 50万円以下“

口� 50万円組-500万円以下

口� 500万円組 


審議品百之フライダウシベイト

.全業名〈串譲ぎを業):‘ 宇都宮イヒ成工業〈株〉

が� K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 


.企業名(競合企業): ノパルティスアにマルヘルス(株)� 

d受欝なし

口� 50万円以下 
  
.0 5.0万円龍........500万円以下・


口� 500万円超 
  

司‘
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企業名〈競合企業): 住化工ンパイ口メシタルサイヱンス(株)(1日;住化ライフテク(株: 

U 受領なし

口� 50万円以下 

口� .50万円超，....，500万丹以下 


口� 500万円超 


企業名{競合企業): パイヱんク四ツブサイエンス〈榛〉

旬/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

氏名 /今井倣久

千185"":'8511 ，• 

東京都冨分寺事戸倉1. 15 1吋� 

事農林水産省議楊農薬品換査法企画連絡室審査調整課

大森経一 


電話 042~~21 1824 

FAX 042-321 …~1832 ・
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(別紙〉 
FAX:042-321…1832 

農林水産省議勃医薬品設査所企醐連絡議審査調整課
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;J.J年9-.fJ/.2...B

寄関金・契約金等の受取〈揺さきて〉穣について、以下部とおヲ回答する。

審議品目1ポアjパ

企業名{申請企業主 ファイザー(株)(現:ゾエティス・:;ャパン(株)) 

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): 銀し'� 

Z 受領なし� 
0-50万円以下
 
0- 50万円建.........500万円以下

口� 500万円超 


審議品目2フライダウンベイト

企業名(申請企業): 申都宮化成工業(株〉� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50沼円超.........500万円以下

口� 500万円超


企業名〈競会企業主 ノバJレティスアニニマルヘルス〈株)

ぱ/競なし 


日� 50万円以下

日� 50万円趨......500万円以下
 

o 500万円超� 
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企業名(競合企業): 住化工ンパイ口メンタJレサイエンス〈義)(担:住色ライフテク〈株:� 

d受領なし


口� 50万円以下 


口� 50万円運.....，500万円以下 


口� 500万円慈 


企業名〈競合企業):� i糾'エルク口ツブサイエンス〈株)� 

d受譲なし


ロ� 50万円以下 


口� 50万円超--500万円以下 


口� 500万円超 


氏名 スもちι 丈fit-
千185-8511

東京都国分寺市戸倉1-15…1
農林水産省動物医薬品検査罰金語連絡議審査識整諜

大森純一 

穂話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 
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、� 

〈溺紙〉
FAX:042'-:321-1832 

農林水産省動物医薬品検査所企霞連絡盟様変調整謀
大森純一発

動物用器薬品桟留問題翻盛会における
時陣f金・契約金畏敬〈割当て〉額� 

FAX回答表

平成年月日

寄附命線契約金等の受取〈割当て〉穣について、以下Cとおり回答する。.

傘締誠品目1・ポコflJパ

企業名(串韓合業): ファイザー(株)(現;ゾヱティス・ジャパン(株))

出/臓なし 
  
0・� 50万円以下

口� 50万円組.....500万円以下

口� 500万円組


企業名(競合企業): 無し

日受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円組-500万円以下

口� 500万円超


審議品闘2フライタウンベ;イト

食業名(申譜企業):.宇都宮化成工諜(株〉・

図/受舘なし
口� 50n円以下

口.60万円超.......500万円以下

口� 500万円趨
 

V企業名長競合企禦): ノパルディスアニマルヘルス〈隷〉� 

T 

/ 
畏韻なし


口� 50万円以下

日� 50万円超-600万円以下

口� 500万円超
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企議名〈鶴合企業主 住化工ンパイロメンタルサイエンス(株)(I誌:住化うイフデク{掛:

ゲーなし
口� 50万間以下-

口� 50万問題~500五丹以下


回� 600万円超


企襲名〈競合金繰): パイヱルク詰ツブサイヱンス〈榛〉

ぜ♀額なし
口� 50万円以下

口� 50万問題......500万円以下
r 

‘日� 500万円鰻� 

jゑ崎得、
、.

すTお5…8511

東京都国分寺市戸倉1-15-1

農林水農省動物産薬品検悲斯場金額連絡車鴇費調整課 


.大森純一


時話� 042-321…1824
 
FAX. 042-321-1832 
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(sU紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水産省動物医斑品検査所企画連絡盟審査調整課
大森純… 宛

動物用医薬品議留問題概査会における
替関金"契約金受取〈割当て〉額� 

FAX臨答表

平成u年J-FJtr8 

寄樹金'契約金等の受取〈容i話て)額iこついて、以下のとおヲ盟答する。

審議品自� 1ポブリパ� 

ft;¥，;:<<(串書舎業): ファイザー(株)(現:ゾエチィス・ヲャパン(株))� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50五円超~500万円以下
 
o 500万円超

企i撲名〈競合企業): 無し� 

d受領なし

ロ� 50万円以下

口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円髄


審議品目2コライダウンベイト

企業名(単語企業): 宇都宮化成工識(株〉� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万問題---500五月J?l下

ロ� 500万円超


金難名(競合金鑑): ノパ� Jレティスアニマルへんス(株)

回/受議なし


口� 50万円以下

日� 50万円超--500万円JaI.下

口� 500万円超
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企業名〈競合企業): 金化ヱンパイロメンタ� jレサイエンス(株)(1自:住化ライフテク〈株;� 

d受讃なし

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下 

口� 500万円超 


金策名(鶴合企業): バイエJレクロップサイエンス〈株)� 

d斑領なし

口� 50万円以下

日� 60万円趨.....，500万円以下


日� 600万円窺 


氏名� ιt./"十人
〒 185~8511

東京都国分春市戸倉1 15-1 

農林水蔵省動物臨薬品検査所企画連絡空審査調態様


大格純一

喧話� 042-321-1824・
 

FAX 042-321-1832 
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紙〉100.
ドAX:042…321-1832

農林水産省動物医薬品検査所企商運籍室審査謡整課

大森範-F様

動物用医薬品残額問題調査会における
害容鰐金-契約金受取(割~;誌で〉額

FAX回答袈

平成之6年宮丹II日

，寄附金・契約金等の受取〈割当て)額についで、以下のとおり問答する。

審議品目� 1ポアjパ

企業名{串諸1t業主 ファイザー(株)(現;ゾエ?ィλ・ジャパン〈株))� 

d受領なし� 
o 50万円以下

日� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円組


企業名(競合企業主 無し� 

d受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円趨""":500万丹以下

口� 500万円超


饗繕品目2フライダウンベイト

企業名〈申請企業): 宇都宮北疲工紫(株)� 
.'}-.d受領なし
 

D 50万円以下
 
D 50万円超-500万円以下 

口� 500万円紹


企業名{競合企業): ノパルティスアニマルへんス(株)� 

d時なし�  

o 50万円以下� 

o 50万円趨-500万円以下 

口� 500万円超
 



企業名(競合企業); 住化工ンパイ司メン知レサイエンス〈株� )(1日:住住ライフテク〈株:� 

d受領なし� 

o 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): バイエルク口ッブサイエンス(株)

"'受領なし

口� 50万円以下 


日� 50万円超......，500万円以下 


口� 500万円超

氏名 治井イ建太
千，� 85-851i 

3範京都国分寺市戸倉，� ~15-1 

農林本産省勤物医薬品検査所企融連絡蜜審査調整課

大森純一定多 

電話� 042←321 1824 

FAX 042-321-1832 




〈別紙〉� 

FAX:042-321-1832 
農林水産省動物際議品設査所全雷連絡護審査襲撃譲

大 蒜 緯 一 宛

勤物用問受講品残留問題調査舎における
帯鮒金・契約金受取〈割当て)翻� 

FAX回答表

平成年 月日

寄持金・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ポブリパ

合業名(申請企業)- ファイザー(株)(現:ゾ工学イλ・ヲャパン{株))

む/受領なし

日� 50万円以下 

口� 50万丹詔--500万冊以下 

口� 500方向恕 


企業名〈競合企業): 無し

~受領なし 
50万円以下


口� 50万円紹........500万円以下 

口� 500方円超


-審議品在2 ライダウンペイト

企業名(串諜企業主 宇都宮北成工諜〈株〉

安ん受領なし� 
o 50万円以下� 
o 50湾問題........500万円以下 

口� 500万円趨r


企業名〈鏑合企業): ノパルティスアニマルヘルス〈株〉

事/蹄なし 

口� 50フタ尚以下ー
 
o 50万円程，.....500万円以下 

自� 500五円超
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企議名〈競合企業): 住化ヱンバイロメンうりレサイエンス〈縁� )0日:金化ライフテク〈株:

合f受領なし

口� 50万円以下

口� 50万問題ω500万円以下

口� 500万円超


'企業名(瀧合企業主 バイエjレタロップサイエンス〈諌〉

古室領なし 

口� 50万円以下

口� 50万円超-500万円以下

口� 500万円超


氏名 寸二� ¥iJ 

〒185-8511 
東京都間分寺吉邦倉1-15…1
農林水産省動物医薬品検査所企郡連絡室藩査調整課

大森純一

電話� 042-321-'1824 

FAX 042…321-1832 


J 

- 、� 

:乏


， I 
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〈別f託〉� 
FAX:042-321 1832 

震特水産省動物霞薬品検査所全題連絡護審査課控訴

末森純一芦潟'-'"

-動物用医薬品残留問題鵠査会における
'寄謝金・契約金受取(側当て〉鰻 

FAX自答袈

平成)6*.丹タ� a
z寄間金� 調約金等の受取(割当て〉額について、� iるi下のとおり臣答する。

審蟻品百� 1ポアjパ

作業名{申請や業): ファイザー(株)(現:ゾヱティス� aジャパン(株))

ぜ'受領なし

口� 50万円以下 
  

50万円超-500万円以下

口� 500万円超 


企業名(競合企業): 無し

口受韻なし-
口� 50万円以下 

日� 50万円蕗，....，500万円訟下

口� 500万円超 


審議品目2フライダウンベイト

企議名(市議企業): 宇都宮化成工業〈樟〉

ぜ受領なし 

口� 50万円以下 
  

50万円建，....，500万円以下

口� 500万円超 


企業名〈競合企業): ノパJレチィスアニマルヘルス〈操)

ぜ受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円組 ~500万円以下


口� 500万円超 
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金難名(競合企業): 住化ヱンパイロメン9Jレサイヱンス〈株)(18:住化ライフチク(株:

{ぜ受領なし


口� 50万冊以下 


口� 50方向超N500万円以下 


口� 500万円組 


企業名(競合金業): パイヱJレクロッアサイエンス(株〉� 

d受領令し

口� 50万円以下

口� 50万円紹.....500万円以下

口� 500万円超

民名

続五号う
 J4
千

干185-8511
東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物能薬品検造所企画連絡案審査調整諜

大森絞ー

電話� 042…321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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• ， 

(別経〉 

FAX:042--:-321-18'32 
農林水産省動物器薬品検査訴全間滞絡室.審査調整課

大謀議純一 期

動物用躍を擦品残留鱈題調査舎におiずる
寄謝金・契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平成之6年向 d日

寄附金・契約金等の受取(害i当て)織について、以下の丘おり問答する。

，" 

-審議品目 1ポヌリパ

λファイザー{株日現:ヅヱディ :・命襲名{申請合集) ・~ャパシ{鞍))

ぜ畏鎖なし 

-口 50万円以下 

ロ，50万円超----500万円以下
 
o 500万円趨

'禽業名〈競合企業): 無し・

ι. 
詔受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円趨，....，500万円以下 

日� 500万円超 


審議品目芝フライタウンベイト・� 

企業名〈申語企業): 宇都寓化成工業{株}

主r.受領なし

ロ� 50万円以下 

口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円組・


企業名(鐘合企業):'ノパJレティスアニマルへんス(株)

lLt'溌鎮なし

日� 50万円以下


警� 

口� 50万円超......500万円以下


口� 500万円超'
 
.， 
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¥企業名〈競合企業)": 往北エンパイロメンタルサイエンス(株)(16:住化ライフチク(株:

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 
  a

企業名(競合企業):'パイエルク口ツプサイエン界(株): 

ず受領なし� J 


臼� 50万円以下


口� 50万円超---500万円以下

口� 500万円筒 


正名 千今方令チ

子185-8511
 
東京都国分春市持含1寸� 15---':1 


e・- 農林水産省動物産薬品検査所企画斑籍護審査調整課-

大森純一

電話� 042-321-1824
 
FAX 042-321、-1832


.‘ 

周忌� 

2/芝ベ…ジ.

・.



(別紙〉 
FAX:042-321-1832 

農林水蔵省勤務器薬品検査所企画連絡護審査調整課
大森続一宛

動物用医薬品娘寝間意識査舎における
智樹金・契約金受取〈割当て〉額� 

FAX賠詩嚢

平成Q6%.昨日
寄欝金徹興納金等の畏取〈割当て〉額について、以下のとおり閥答する。

審議品自1ポヲJパ

伶襲名{串諭企業): ファイザー(株)(瑚!;ゾヱディス・ヲャパン{按))

金受領なし 

口� 50万円以下 

口� 50万円超~500万円以下

ロ� 500万円超 


企業名(競合企業): 無し� 

rtr柴鎮なし

口� 50万円以下

口� 50万円超~500万円以下

日� 500万円超 


書離品目2フライタウンベイト

企業名〈申請企業): 宇都宮化成工業(緋)

出受領なし 

口� 90万円以下 

日� 50万円紹....v500万円以下 

口� 500万円超.


企業名〈競合企業): ノパ� Jレティスアニマルヘルス〈株〉� 

K受領なし

自� 50万円以下 

日� 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): 往化ヱンパイロメン初レザイコニンス〈株)(国:住北ライフテク〈株: 

d受領なし

臼 50万円以下 

口 50万円紐  --500万円以下


-口 500万円縮

企業名〈競合企業): バイエルクロップサイエンス(株)

場/輯なし

ロ 50)子持以下

日 50万円鰭"-J500万円或下

口 5.00万円鵠 


氏名 寸 ~~iJ~
〒 185… 8511

東京都間分帯市戸倉 1-15-1
農林水産省動物麗薬品接査罰金蝿連絡窓審査調整課

大森経一

種話令42-321-1824
 
FAX 042-321~1832 
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nm紙)� 

FAX:む42-:-321-1話32
畏林水産省動物医薬品検査所企厨連絡護審査調整諜

大森締… 宛

動物用涯薬品残脅関盟調査会iニおiする
帯隣金‘契約金賢建主〈喜j讃て)額� 

FAX田答表

平成26:年9月d日

寄階金・契約金等の受理〈翻j掛て〉額について、以下のとおり回答する。

審議品自� 1ポブリパ� 

fP業名{融聾企業): ファイザー(棟)(環:ゾエティス筆ジャパン(株))� 

E 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(麓合企業): 森口� ? 
"-=-ノ

記受領なし 

口� 50万円以下

ロ� 50万問題~500万円以下
己� 500万円紐

審議品陣2フライダウンペイト

企襲名{申請企業); 宇都宮化成工業〈株)

魁斑轍t:r.し

口・� 60万円以下

口� 50万円組-500万円以下

口� 500万問題 


企業名(競合金難): ノパ� Jレティスア二マんへんス(株)

回受額なし 

口� 50万円以下

ロ� 50万円超-500万円1;1.下


口� 500万円組
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企業名(競合企業):-住北ヱンパイ口メンタ iレサイエンス〈株)(1日:住化ライフテク(株:

回受領なし 

口 50万円以下

口 50万円超-.J500万円以下


口 500万円超


企業名〈麓合企業): バイエルクロップサイエンλ(株)

国受穏なし 

口 50万円以下

口 50万問題--500万円以下

口 500万円超


氏名 
yr_.~ l~， 昏

千185-8511
東京都間分巻市戸倉1.-15-1
農林水車雀勤務医薬品検蜜所企関連絡躍韓議銅盤課

大講純一

軍話 042…321-1824
 
FAX 042-321-1832 
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(別紙〉 
FAX:042-321-1832 

農林水産省動物館薬品検査所食間違室審査鵡獲謀

大森純一 事君主d

動物毘陵隷品鶴留問題調査合に制する
寄附金，契約金受取(額当て)額� 

FAX剖答讃

事成%増月� 4日

寄附金・契約金等の摂取〈割当て)額について、以下のとおザ回答する。

鴇鎌品霞1ポブリパ

や業名{申韓企業): ファイザー(株)(珪:ゾエチィス圃ヲャバン(挫))

話受領なし。50万円以下 

口� 50万円紹':""'500万円以下 

口� 500万円趨 


企業名〈競合企業): 無し

話受領なし 

日� 50万円以下 

己� 50万円紐-500万円以下 

口� 500万円超 


審議品回2フライダウンベイト

企業名〈申藷金難): 宇蔀宮化成I業(捺〉� 

d受領なし

口� 50万円以下 

口� 50J)円超......500万円以下 

口� 500万円超 


企業名〈競合企業}: ノパJレディスアこマルへんλ〈株)� 

d受領なし

口� 5.0万円以下

口� 50万円趨........500万再以下 


口� 500万円超 
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企業名〈議会企識): 住化工ンパイ口メン釦レサイヱンス〈株� )(1日:住化ライフテク〈株:

出受領なし 

口� 50万円以下

口� 50万問題-500万円以下 

口� 500万円鑓 
 ， 

企業名〈競合企業): バイヱルクロップサイ� Zンス(株)� 

M 受領なし

口� 50万円以下

口� 50万円超.......500万円以下

口� 600万円超


氏名

民主 絡事� 

185-8511 
東謀蔀菌分寺市戸倉1-16-1
農林水艦省動物臨薬品検査済企間連絡護審査調整課

大森純一

噂話� 042…321-1824
 
FAX 042-321-1832 


L 

2/2ページ� 



〈到紙〉� 
FAX:042-321-1832 

農林水産省動物底薬品検査所全関連管室審変調整課
.大森純一 躍完牢

て動物用陵薬品残器開題調査会における
帯関金・契約金受政〈割当て〉額・� 

FAX自答薮

寄樹金� a契約金等の受取〈型讃て〉額!とついて、以下のとおり臨答する。� 

審議品自1ポプリパ

企業名f申請や諜): ファイザー(株)(現:ゾヱティス・ジャパン{株))� 

d受領なし

口� 50万円以下


平成功年伊/日

.. 

2フライタワシペイト韓議品目� 

日� 50万円趨，....，500万円以下‘
口� 600万円超

企業名(競合企業): 無し

口受領なし .'. 
万円以下50口� 

日� .50万問題以500万円以下

. 口‘� 500万円超

企業名(申請企業ド 宇都営化成工業(株)

活費領なし 

口� 60万円以下

ロ� 50万円輯，....，500万円以下
口� 500万円趨� 

企業名〈競合企業): ノパ� Jレディスアニマルへんス〔掠〉� 

d 艶領なし

口� 50万円以下


明口� 50万円超.......500万円以下

口� 500万円組・盆
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企業名(競告企業): 住化疋ンパイ口メンタ� Jレサイエンス〈株)(/自:住イヒライフテク(繰:� 

.
d豊穣なし� 

口� 50万円以不

日� 50万円紹-500万円以下

口・� 500万問題

金義名〈競合企業); バイエJレクロップサイエンス(株)， • 

d受領令し

口� 60万円以下 


~口 60万円超.......500万円j呉下


ロ� 500万円超 


氏名希材育弘
千1.85-8511

東京都儲分寺市戸禽1-15-1
農林水産省動物騒議品検査所-企画連絡重審査調整課 ， 

大森純一 

電話�  042-321..-1824 

FAX 042-321 ~1832 


、. 
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