
(別紙) 

FAX:042-321-1832 
幾林水援を省動物医薬品検査所全盛連絡室審査溺空襲潔

大森絞… ~~， 

動物用医薬品残留問題調資会における
寄附金a契約金受取(額IJ~て)額 

FAXlru害警察

平成1-7年戸メr日

寄F付金 R 契約金書事の受取{割当て〉畿について、以下のとおり回答する。

事録議品目1水産用ベネサーJレ

企業名{申請や業): あすか製薬� f株)(澱:あ寸かアニマルへんス(株))

イ受領札
口� 50万円以下� 
050万円超~500万円以下
口� 500万円趨

企業名(競合企業): かし

議議義援品目2ハダクリ ン

企業名〈申請企業): バイエル薬品〈株〉

的/受領なし� 

o 50万円以下
日� 50万円超~500万円以下
日� 500万円超

食講義，s(競合企業): なし

氏名
/与持{ゑ沢

※受取手まりの場合
田平成24年度
日平成25年度
目平成26年度

※受取手寄りの場合
日平成24年度
日平成25年度
口平成26年度

千� 185-8511
東京都関分寺市戸倉1-15…� 1
農林水芸室主言動物医薬品検査所念頭遼終室審査譲繋謬

大差是純一

霊童話� 042-321-1824 

FAX 042-321-1832 


J:!fEf1f;宇jtf選者'/f!Jfa'Jf;t，、週若3fj官gガ品、凝る建設療の多L咋尉二?tlr:!iil若手ず'150 

1 / 1ページ



(思IJ紙)� 

FAX:042-321…� 1832 
農林水産省動物怒薬品検宝霊長寄金厳連絡室審査議警護課

大森純一 多量

動物用医薬品残留問議論遊会における
努附金属契約金受取(翻滋て)額� 

FAX回答表

平成年f:l� B 

努総金・契約金書事の受童文〈望書iさきて〉額について、以下のとおり回答する。

審議品悶� 1水産用ベネサ…ル� 

fP雲監毛主(府議企業): あなfか製薬(株)(環:あ<tかアニマJI-へJI-ス(株))

イ受領なし ※受取凝りの場合

口� 50万p:j以下 口平成24年度 

ロ� 50万円超~500万待以下 日平成25年度

口� 500万円超 日平成26年度


企業名(競合企業): なし

審議ぷ� 132ハダクリーン

企業名{取言語企業〉: バイニCJJ...~薬品〈株〉

ぼ/受領なし� 1 ※受取手寄りの場合

口� 50万円以下� l 口平成24年度

口� 50万円超 ~500万円以下 l 口平成25年度 

口� 500万円超� j 口平成26年度 


企業名{緩合企業): なし

氏名� 12 2f Jr手J 
Jだ〆)� ¥J{勺 Lイ丁

子� 185-8511
東京都留分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物寝室薬品検査筋金額遼絡室審査謡整課

大森純一

電話� 042…� 321-1824 

FAX 042…� 321-1832 


*tP xt#èJlJh勝式、 ilJ:法3字jf[:fN::l-.1!t 緩'6.5努'JæI，ぎの至tíl .i芋浸すごついて必要~i5o 
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〈別紙)

FAX:042-321-183匁
農林水産省動物医薬品検資所企画主義絡室審資誘護課

大 森 純 一 宛

動物煎箆薬品残留問題調査会における
宅専附金・契約金受取(言語2きて〉額� 

FAX回答表

平成� 27年間;rB
寄鮒食・契約金等の受取(割当て〉額1=二ついて、以下のとおり問答する。

審議品同� 1水意義熔ベネサール

TP君主名{王争議fP2E): あすか製薬{稼)(現;あすかアニマJ!-ヘルス(株))

d受領なし ※きを取有りの場合
ロ� 50万円以下� 口平成24年度
050万円綴-500万円以下 口平成25年度
日� 500万円趨 目 玉手足立26年度� 

念業名(競合企業): なし

審議品目2 ハダクリーン

l1盤企業名(申請企業): バイエル薬品� 

げ
出
口
口
口

受領なし� ※受童文有りの場合
50万円以下� 口平成24年度
50万円超~500万間以下 臼平成25年度
500万丹超 口平成26年度

企業名{競合企業): なし� 

氏名 1Ltlぇ

〒185-8511

東京都国分寺市戸倉1-1 1 
農林水産省動物医薬品検査所企濁逮絡室審変潟撃諜

大森純…� 

042-321-1824 
042-321-1832

話
以

電
円 

Jif~台芸ヂメヂ語安局官民主、返事卓会3:fFjJ[jN::L"、渡'6受11J!lif<の多1I尋'=1あたっ，� 1てE答ずる。� 
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ulil絃)� 

FAX:042-321-1832 
農林水笈奇襲動物医薬品検笈所企画連絡議室審査調整課

大森絞一掬

動物照医薬品残留関緩議査会における
寄附金・契約金銭取〈認さ当て)額� 

FAX回答表

平成功年ドR〆1当

事努附金-契約金書事の受取(W1]当て)綴について、以下のとおり岱答する。

審議品目1水産用ベネサーJt.-

会業名(市議令君主): あすか製薬(株)(凝;あすかアニマルへんス(株))� 

d受領なし ※受取有りの場合� 
口� 50万円以下 iユ平成24年度
自� 507)円超 ~500万円以下 日平成25年版
口� 500万円超 口平成26年度

食業名(競合企業): なし

審議品局2ハダクリン

企業名(申請企業): バイエル薬品(株)� 

d受領なし ※受取布りの場合
ロ� 50万円以下 口平成24年E在
ロ� 50万円超~500万円以下 日平成25年躍を
口� 5007)円超 口平成26年度

全議長名(競合企業): なし

氏名 も瓶事 一
 
185-8511 
東京都問分寺市戸倉1-15-1
農林水産省動物医薬品検査所企磁漆絡室審査読懇潔

大森純一

電話� 042…321-1824 
FAX 042-321-1832 

ダ続三舎が話量規湾紙袋，*3卒度1:N:ム授t，受l!X疫の臨時11'/ごつれて長草委'fr.f;， 
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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~;jt'手長

動物用医薬品残留問題讃資金における
寄附金-契約金受取(割当て)額� 

FAX回答表

平島話芸手~613
害警綴金・契約金等の受取〈割当て〉額について、以下のとおり限努T7.>.

審議選主段1*産鼠ベネサ-)¥，

すや業名{串議企業): あすか製薬{稼)(潔:あすかアニマルへんス〈きま))

宙/受領なι� 1 ※敵手まりの齢
口� 50万円以下� L . i:j-->ji成例年度
口 50万円超~500万円以下 「 口平成25年度
口� 500万円超� J 日平成部年度

企業名(競合企業): なし

審議品目2 ハダクリーン

企業名(申請企業): バイエル薬品(株)

歯/受領なし ※去を取平寄りの犠合
口� 50万円以下 日平成24年度� 
口� 50万円麹~500万円以下 U 平成25年度
口� 500万円超 日 平 成26年度

企業名(競合企業): なし

氏名 通_...lt ぅ客一� 
T185-8511 

東京都留分寺市戸念?…15…?

農林水産省動物寝屋薬liA検遊詩寄金轡漆絡案審査譲整課

大森純一

電話� 042-321-18宏4

ドAX 042~321 …1832 


J:iifEfJ殺が語審彩写凝紙波長会3傘疲労￡ム妥吾~JIÏ!，疫のJJ:l'字屋空ごっll 7:!lff:容す~. 
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〈別総〉� 

FAX:042--321-1832 
農林水産省動物医薬品検後所企画連絡室議資論議主謀

大森純一宛

動物用医薬品残線問題議室主会における

望号附金・契約金受取{割当て)額


ドAX邸答表


平成年沼田

害容附会・契約金等の受取〈割当て)績について、以下のとおり問答する。

審議品目1水旋風ベネサール

企業名(術総合議): あすか製薬{徐)(事後よあすかアニマ)1-へんス〈後))

ざ 受 領 な し �  1 ※受童文有りの場合。50万円以下� L 訂平成24年度 

口� 50万円緩~500万円以下 i 日平成25年度 

口� 500万円綴� J 口平成26年度 


企業名(競合企業): なし

審議品目2ハダクリーン

企業名〈王将務企業): パイヱル薬品{捻〉

百 受 領 な し ※受耳元手寄りの場合
ロ� 50万円以下 口平成24年度
ロ� 50万円超 ~500万伺以下 日平成25年度
口� 500万円趨 日平成26年度

企業名(競合企業ド なし

氏名� 1，名善悪享ょ玄� 

185-8511 
東京都圏分寺市戸重量1…� 15-1
農林水産省動物医薬品検去を所企画連絡裳議室ま潟主義諜

大森純一

電話� 042-321 182ヰ


ドAX 042-321-1832 


7.[$さすが会嘉手厳，;/:，、滋:1i:3母ELi粉品、表岳受喜吉野のま~ll.$;府内1Iで11Jj1ffず-50 
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{別紙) 

FAX 咽 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

動物照医薬品残留問題謂査会における
害容附室長調契約金受取(務当て〉額� 

FAX回答表

平成立体知芯a
寄跨金・契約金書撃の受取{護軍~~議て〉綴について、以下のとおり箆答する。

審議品目� 1水産婦ペネサ…)1，..

企業名{申請合業): あずか喫茶{株)(現:あすかアニマ)[，.へ)[，.ス(株))

回受領なし ※受取手寄りの場合

口� 50万円以下 口平成24年度

口� 50万円超~500万円以下 日平成25年度

口� 500万円超 日 平成261干一度


企業名(競合企業) なし

ヨ 

審議品目2 ハダクリーン� 

i左翼主名(申請企業): バイエル薬品(株)� 

d受領なし� ※受絞殺りの場合

a ちO万円以下 口 王子長支部長手E夏

む� 50万汚超~500万円以下 日平成25年Il

ロら00万再起� 口平成26年度
 

iE桑名{競合金主義): なし

氏名

~ す脅1 4 ~ 

185~8511 

東京都関分寺市戸倉1-15-1 
幾林7.1<度省動物医薬品検査所企画連絡主主欝変調懇談

大森純� 

042-321-1824 
FAX 042~321-1832 

*務長PN波線iZ問、品事法3今度王子ζ':L.、表t受身雇Joヲ多tI余11ft.ごつれて双差ヂヂム'lio 
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(沼IJ紙)� 

FAX:042-321--1832 
農林水産省動物語長薬品検査所企題連絡怒号審遊説整譲

大森綾 宛

動物煎絞薬品残留問題調査会における
害等約金-契約金受取{翻さきて)綴� 

FAX回答表

平成l'i年4月L)日

寄附金 z契約会等の受取(税当て〉額について、以下のとおり問答する。

1務書籍品El 水産期ペネサーJt-

2 ハダクリーン審議議El� 

企業名〈正事議企業): バイヨこん薬品〈きま〉

ー 50o E 24平成 年度万円以下
口� 2550万円超~500万円以下 口平成 年度

500口� 26日平成 年度万円超

企業名{窓議合重量): あずか建議選蕗{主主)(涛� t:あをかアニマ)1，.ヘルス〈株))� 

d 受領なし ※受取手寄りの場合

日� 50万円以下 日平成24年J:it

仁150万円超 ~500万円以下 口平成25年度 

口� 500万円超 口平成26年度 


企業名(競合企業): なし

め受領なし� 
I
L
i
-
-
J

※受取有りの場合� 

企業:s(競合企業) なし

氏名 能主 高島 毛

千� 185-8511
東京都国分寺子市戸倉1-15-1
農林水産後動物医薬品検査所企画連絡主総事務資調整課

大森純一

電話� 04匁…321-1824
 
FAX 042…321-1832 


だ絞殺が袋線25段、議云3~lffj}ι‘緩tj普段重欝の鄭咋:tfttごフIIでfijJf!E:すそ5. 
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{別紙) 

FAX:042…� 321-1832 
農林水産省動物医薬品検査所企蘭漆絡室著書斎議整課

大宗主総一 掬

動物用医薬品残繍問題謂変会における

害容附金・契約金受取(脅Ig誌で〉額


下AX函答表


平成年.fl 日

瞥F付金・契約金等の受猿〈割当て)綴について、以下のとおり回答する。

議室議品目� 1水産用ベネサ~)t.. 

fP業名(申請企業): あすか製薬{株)(現ーあすかアニマ Jt.-へんス(株))� 

d受領なし 1
1
i
r
-
-
J
 

※受取手寄りの場合
り� 50万門以下 口平成24年度� 
口� 507)円超 ~500万円以下 B 平成25年度
包� 500万円趨� 口平成26年J3f

企業名(競合金去最): なし

審議品目乏ハダクリーン

金支~:ß(申請企業主 バイエル薬品{株)� 

d受領なし ※受取手寄りの場合
ロ� 507)円以下 口平成24年度� 
o 50万円超~500万円以下 E 平成25年度
o 500万円怒 口平成26:::手渡

企業名(競合金室長): なし

氏名 指輪女也
子� 185-8511

東京都国分寺市戸会1-15-1
農林J]<:産省動物箆薬品検まま所全溺遼絡室警察去を議整課

大森純一

雲監話� 042-321 1824 

FAX 042-321-1832 


主ぞ 時台五'f;l:J;安是軍縮';1:，‘品事長会3#1まが〈弘、袋岳受忍を絞iDfft1:f戸結Jつ'[1でE兵害す'7.Jo 
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(別紙) 

FAX:042…� 321-1832 
農林水療省動物医薬品検笈所� f佐官経途絡家主義査譲猿謬

大森純一宛

動物用医薬品残留問題調策会における
寄附金開契約金受取(割当て}額� 

FAX回答義援

平成立7年沸f{-a
事害鮒金・契約金毒事の受取〈割当て〉綴について、以下のとおり信号害する。

審議oa!31水腹用ベネサール

苦手君主名(廟議企業): あすか製薬(株)(現:あすかアニマルへんス(株))

ぜ受領なし�  
日� 50万丹以下� 
日，50万円鐙~500万円以下 
口� 500万円超� 

1 
i 

J 

※受取併の場合
日平成24年後
o 平成25年度
口平成26年度

食業名(競合企業)� : なし

審議品自2ハダクリーン� 

11::業名{申請企業): バイエル薬品(株)

6i'受領なし ※受取有りの壌念
o 50万円以下 日平成24年度
日� 50万円超 ~500万円以下 口平成25年度
日� 500万円超 目平成26年度

企業名{競合企業): なし

氏名
Fちをュ
 

185-8511 
東京都圏分寺市戸念1-15-1
農林水産省動物隊薬品検査所企磁漣絡室議査読務課

大森純一

震諸� 042-321-1824 
FAX 042…321-1832 

主ぞ年台後対象議官喜I}{~え沼若3#lfNl.ζfム述書t受政務長D$í咋必γごフí '7:[ijfjAず':;;0 
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