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コッドマン&CMF 事業部ニューロサージェリー事業承継に伴う
事務手続きに関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社(J&J)は、コッドマン&CMF ニューロサージェリー製品(以下
CNS 製品)のマーケティング、流通及び販売事業に係る権利義務を 「Integra Japan 株式会社」 に承継させる
ことに合意し、平成 29 年 10 月 1 日を吸収分割の効力発効予定日といたしました。
分割日以降の CNS 製品の供給に関しては、当面の間、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社が代行して行う
こととなります。これに伴い、事務手続きにつきましては変更事項がございますので、添付の通りご案内させて
いただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

尚、各国規制当局による認可の取得状況等により、日本における上記の効力発効日も変更となる可能性がご
ざいます。その際は、速やかに皆さまにお知らせいたします。なお、コッドマン＆CMF 事業部のニューロバスキ
ュラー事業につきましては、承継対象外であり、従前通りジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社にて取り扱いい
たします。

ご不明な点等ございましたら、お手数をおかけしますが各お問い合わせ先までご連絡いただければ幸甚で
ございます。
今後とも倍旧のご愛顧と、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

【本件についての総合窓口】 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コッドマン&CMF 事業部
Tel: 03-4411-7912
IE2301A-01-20150805

＜出荷停止につきまして＞
１． 下記日程につき、システム切替に伴い、受注・出荷は停止とさせていただきます。

月 日 ：

平成 29 年 9 月 29 日（金）

対 象 ：

お買取ご注文分

９月２８日の締め時間以降に頂いたご注文に関しては１０月２日以降に出荷させていただきます。
EDI でいただいたご注文に関しても１０月２日以降の出荷となりますが、仕切りデータをお返しでき
ませんのでご了承ください。
欠品データに関しましては１０月２日以降も持越しとさせていただきます。

【出荷停止についての総合窓口】
Tel: 03-4411-7912
IE2301A-01-20150805

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コッドマン&CMF 事業部

＜事務手続きにつきまして： 請求書発行・ご入金先＞
平成 29 年 10 月 1 日以降、CNS 製品は Integra Japan 株式会社（以下 Integra 社）が承継しますが、当面は
弊社が製品供給を代行いたします。Integra 社の請求分につきましては、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
（以下 J&J）のフォームを使用し、J&J が請求人となって代理発行させていただきます。また、債権回収につきま
しても、J&J が代理人となり対応させていただきます。

１．請求書の分割および発送について
請求業務は J&J が代行いたしますが、Integra 社および J&J の請求分が明確となるよう、平成 29 年 10 月 1
日以後は請求書を 2 社分に分けて発行させていただきます。
尚、発送につきましても J&J が代行させていただくため、基本的には 2 社分を併せて一括発送とさせていただ
きます。

２．請求書の区分について
2 社ともに同じ請求書フォームを使用することから、2 社の区分を明瞭にするため Integra 社分として発行する
請求書の代理店様名の後ろに【IART】と記載させていただきます。
例）

J&J 請求書宛先 ・・・

○○○○○株式会社 御中

Integra 社請求書宛先・・・

○○○○○株式会社 IART 御中

３．承継後、初回の請求書発行について
20 日締めのお客様につきましては、10 月 20 日締めの際に ①事業承継日までの J&J として販売した製品に
対する請求書と、②事業承継後の Integra 社として販売した製品に対する請求書と、2 つに分かれた請求書を
発送させていただくことになります。なお、末日締めのお客様につきましては期中での事業承継とならないため、
9 月分を J&J として販売した製品に対する請求書、10 月分を Integra 社として販売した製品に対する請求書と
して分割して発行させていただきます。
※事業承継日が変更となった場合には当記載内容に相違が生じますので、その節は改めてご案内させていた
だきます。

４．請求書に記載の部門名称について
Codman Neuro Surgery と記載しております部門名称につきまして、Integra 社の組織に併せて変更を予定し
ています。なお、事業承継直後の請求書につきましては旧来の名称にて発行させていただく可能性もあります。
詳細が確定次第改めてご連絡させていただきます。

５．ご入金について
請求書は分割させていただきますが、入金先は従来通り 2 社分ともに J&J 口座となります。
そのため、Integra 社および J&J の請求金額を合算のうえ送金手続きをお願いいたします。
IE2301A-01-20150805

６．お支払い条件について
Integra 社のお支払い条件につきましては、J&J の条件を引き継ぎ、お取引きさせていただきます。

７．貴社システムでの債権・債務管理につきまして
平成 29 年 10 月 1 日以降 CNS 製品に関わる権利はすべて Integra 社の帰属となり、JJ 社が請求事務を行
いますが、債権・債務の権利はすべて Integra 社が保有することになります。残高確認を送付される場合には、
JJ 社と Integra 社の債権・債務を分けてご依頼くださいますよう、ご協力お願いいたします。またこれらの観点
を踏まえ、貴社におきましても JJ 社と Integra 社の債権・債務を分けて管理されることを推奨いたします。

【請求・支払についてのお問い合わせ先】
Tel: 03-4411-7223
IE2301A-01-20150805

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 経理部

＜事務手続きにつきまして：物流関連＞
１．受注業務関連について
平成 29 年 10 月 1 日より Integra 社が承継する製品（CNS 製品）の受注センターの電話番号・FAX 番号は、
以下の通り変更となります。尚、下記電話番号は 10 月 2 日からのご利用開始となりますので、10 月 2 日以前
におかけ間違いのないよう、お願い申し上げます 。
お問合せ電話番号 ：

03-6808-2333

ご注文受付 FAX 番号： 03-5539-1410
ご注文受付時間 ：

変更なし

平成 29 年 10 月 1 日以降のご注文に関しましては、Integra 社製品（インテグラ ニューロサージェリー製品）と
J&J 製品（Anspach 製品、エチコン、ASP、Lifescan、マイテック製品）の注文書が異なります。ご発注の際はそ
れぞれ専用のご注文書をご利用いただけますようお願いいたします。Integra 社用の専用注文書に関しては来
週後半を目途に郵送にてお送りさせていただきます。
注) Integra 社としての新規お得意先様コードとなっておりますのでご注意ください。
専用文書をデータにてご入用の場合、注文を分けるにあたり Integra 社製品の品目マスタデータがご入用の場
合は下記までご連絡いただけますようお願いいたします。尚、ＥＤＩ接続代理店様に関しては別途 e-mail にて配
信させていただきます。

ご依頼先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン オーダーセンター

Tel: 03-6808-1073
IE2301A-01-20150805

Mailto: RA-MEDJPTO-MdiclOrdr@its.jnj.com

２．EDI 経由でのお取引について
平成 29 年 9 月 29 日分以降 Integra 社製品（CNS 製品）の EDI 経由での取引を停止させていただきます。
FAX でのご注文にお切り替えいただけますようお願いいたします。

受注業務関連について、以下ご参照ください。
受注業務関連

変更有無

変更内容

お問い合せ TEL 番号

変更あり

03-6808-2333

注文 FAX 番号

変更あり

03-5539-1410

注文方法

変更あり

EDI 発注停止・全て FAX でのご注
文となります。

注文締め時間

変更なし

専用注文書

変更あり

製品同梱 納品書

変更なし

WEB 配信 別送納品書

変更なし

WEB 配信 出荷案内、請書、受

変更なし

注残一覧

別途郵送にてお送りいたします。

３０日配信の出荷案内書、請書、
受注残一覧に関しては配信を停
止いたします。

出荷形態

変更あり

Integra 社製品と J&J 製品は分割
梱包され出荷されます。
※出荷箱は現行通り

配送サービスレベル

【物流についてのお問い合わせ先】
平日 9:00 – 17:00
IE2301A-01-20150805

変更なし

ジョンソン・エンド・ジョンソン オーダーセンター Tel: 03-6808-1073

＜各製品のお問い合わせ先＞
１．10 月 1 日以降の各製品のお問い合わせ先について
10 月 1 日以降の各製品のお問い合わせ先は下記の通りとなります。
製品

製造元

平成 29 年 10 月 1 日以降

Biobone 人工特注骨

京セラ

別途、J&J からのご案内をご

備考

確認ください
Biobone バーホールボタン
吸収性人工硬膜 Seamdura

グンゼ

別途、J&J からのご案内をご
確認ください

吸 収性頭蓋 骨固定シ ス テ ム
GrandFix
各種バイポーラピンセット

HOYA

イリゲーションサクション

チタン製頭蓋骨固定システム

J&J

【営業担当・問い合わせ窓口】

テクニカルフィールドサービスセ

Integra 社(旧:Codman CNS)

ンターについては、J&J がこれ

【販売元】J&J

まで同様の運営を行います。

Integra 社(旧:Codman CNS)

Matrix Neuro

は取り扱いを致しません。(旧

チタン製頭蓋骨固定システム

Synthes 株式会社の取扱い製

LPN

品の為)

チタン製頭蓋骨固定システム

別途、J&J からのご案内をご

Flap Fix

確認ください。
【問い合わせ窓口】コッドマン・
CMF 事業部 03-4411-7912

Anspach ドリルシステム

J&J

【営業担当・問い合わせ窓口】

旧 Synthes 株式会社の取扱い

Integra 社(旧:Codman CNS)

製品の為、Integra 社が 2018

【製造販売元】JJKK

年 6 月まで、現場対応及び問い
合わせ窓口となります。
リペアセンターについては、
JJKK がこれまで同様の運営を
行います。

上記以外の CNS 製品

J&J

【営業担当・問い合わせ窓口】
Integra 社(旧:Codman CNS)
【製造販売元】J&J

IE2301A-01-20150805

注) 10 月以降、Integra 社(旧 Codman CNS 担当者)は支店、営業所に在籍致しません。お手数をおかけしま
すが、直接担当営業もしくは下記 Integra 社の代表番号へご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。10
月以降のお問い合わせ先については、別途 Integra 社よりご連絡申し上げます。
【Integra 社のお問い合わせ先】 代表番号 Tel: 03-6809-0235

２．修理について
修理についてのお問い合わせ先に変更はございません。

IE2301A-01-20150805

＜事務手続きにつきまして：販売実績データ関連＞
１．貴社販売実績データのご提供について
【これまで EDI にて販売実績データをご提供いただいていた代理店様】
平成 29 年 10 月 1 日以降 Integra 社製品（CNS 製品）の EDI 経由での取引を停止させていただくにあたり、
Integra 社製品の販売実績データは Excel にてご提供いただきますようお願いいたします。

■ご提供先メールアドレス：Selloutcns@its.jnj.com
■ご提供項目：（エクセルフォーマットをご希望の場合は上記アドレスまでご連絡ください）
項目名（赤字必須）

説明

納入年月日

納入年月日

支店コード

EDI で現在セットしているデポコードまたは卸組織コード

支店名

貴社支店名

納入先コード

貴社得意先（納入先）コード

納入先名

貴社得意先（納入先）名称

最終ユーザーコード

「納入先」とは別でエンドユーザーを管理されている場合はそのコード

最終ユーザー名

「納入先」とは別でエンドユーザーを管理されている場合はその名称

カタログコード

弊社カタログコード

製品名

製品名

数量

販売数量（プラス・マイナス表記としてください）

仕入単価

上記「数量」に対する貴社仕入単価

納入単価（任意）

上記「数量」に対する貴社から納入先への販売単価

取引区分（任意）

MD-Net:「(11)通常商品の納品実績」「(21)通常商品の納品実績赤伝」以外の
データもある場合は必ず MD-Net 共通の取引区分を入れてください。
JD-Net:値引・値増区分、3 桁目の任意区分を使用している場合は必ず JD-Net
共通の取引区分を入れてください。（現在 J&J では 3 桁目は使用しておりませ
ん）

取引区分名（任意）

上記「取引区分」に対する名称

■ご提供スケジュール：
月次にて、納入日 20 日締めのデータを締日から 1 週間以内にご提供いただきますようお願いいたします。
＜注意＞
※納入日 20 日締めから 1 週間以内にデータをご提供いただけない場合、値引きのタイミングが遅
れますことご了承ください。
※10 月 1 日以降の取引について、EDI 経由で販売実績データを送信された場合、値引きの対象に
はなりませんのでご注意ください。
IE2301A-01-20150805

【これまで Excel にて販売実績データをご提供いただいていた代理店様】
平成 29 年 10 月 1 日以降、Integra 社（CNS 製品）と J&J 製品を分けてデータをご提供いただきますようお願
いいたします。

■ご提供先メールアドレス：Selloutcns@its.jnj.com
■ご提供項目：現行通りでお願いいたします。
■ご提供スケジュール：現行通りでお願いいたします。

２．値引き明細書について
Integra 社製品と J&J 製品の値引明細書はそれぞれ発行されます。
納入日に関わらず、10 月 1 日以降に弊社から発行する値引明細書は Integra 社分として発行いたします。

【販売実績データについてのお問い合わせ先】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 市場管理部

Tel: 03-4411-6974 Mailto: Selloutcns@its.jnj.com
IE2301A-01-20150805

