
  

平成 27 年度事業報告 
 
 事業遂行の状況  
 
[1] 情報出版事業 
（1）機関紙の編集発行 

1) 和文誌『腸内細菌学雑誌』29 巻 2 号を 620 部、同 3、4 号および 30 巻 1 号を各

370 部発行した。 
巻 号 総説 特集 その他 その他情報 会報 広告 総頁数 

29巻2号  第 19回 腸 内 細 菌 学 会 抄 録 74頁 

29巻3号 3編33頁  追悼文 
2頁 

大会長挨拶 
2頁 5頁 3頁 45頁 

29巻4号 3編22頁 1編3頁   16頁 3頁 44頁  

30巻1号 3編26頁 1編4頁 特許情報 
3頁 

投稿規定 
2頁 5頁 2頁 42頁 

2) 3 学会合同の出版会編集発行の欧文誌『Bioscience of Microbiota, Food and 
Health』34 巻 2 号から 35 巻 1 号を当財団会員分に限定して印刷し、配布した。  

巻 号 REVIEW FULL 
PAPER NOTE BIBLIO 

GRAPHY INDEX 広告 総頁数 
34巻2号  3編24頁     24頁 
34巻3号  1編6頁 1編7頁    13頁 
34巻4号  3編26頁     26頁 
35巻1号  4編36頁 2編14頁    50頁 
 
（2）ホームページによる情報発信 

2 回の定例委員会と 1 回の臨時委員会を開催した。委員会の活動をより充実させ

るために、平成 27 年末より 6 名の新委員が加わった（内５名は増員。新委員は委員

会名簿に記載）。定例委員会では「用語集」と「よくある質問」コーナーの充実を

検討した。用語集については、新規用語を追加するとともに、既存の用語の修正、

更新も行った。さらに今後は免疫関係用語の充実を行うこととした。ＨＰ上では腸

内細菌学会案内･関連学会・その他センター情報を随時更新し、データが古くなって

いる部分の修正を行った。平成 28 年 2 月に開催した臨時委員会では、近年特にアク

セス数の増加が顕著なスマートフォンに対応するために、ホームページの改装の検

討を行った。 
 

 
 

[2] 学術集会事業 
（1）第 19 回腸内細菌学会の開催 

五十君靜信先生（国立医薬品食品衛生研究所）を大会長として、北里大学「コン



  

ベンションホール」において平成 27 年 6 月 18 日～19 日の二日間に開催された。メ

インテーマは「腸内細菌の多様な機能と宿主とのインターラクション―機能研究か

ら、そのメカニズム解明へ―」であった。1 日目の午前中は、一般演題 A として、

16 題（各 10 分）の発表があった。午後は、Todd R. Klaenhammer 先生による海外

特別講演、ビフィズス菌センター研究奨励賞授賞式が行われ、牧野聖也氏（（株）明

治）に対し授与された。さらにシンポジウム 1「腸内細菌の多様な機能」として、5
題の講演が行われた。講演終了後、懇親会が学生食堂で行われ、一般演題 A のうち

西嶋傑氏（東京大学）が最優秀発表賞として表彰された。2 日目の午前中は、一般

演題 B として、12 題（各 15 分）の発表があった。午後は、清野宏先生による国内

特別講演「腸管免疫：共生と排除の世界」と、シンポジウム 2「腸内細菌と宿主と

のインターラクション」として 5 題の講演が行われた。有料参加者は 432 名で、招

待者 79 名・プレス参加 3 名を合わせると 2 日間合計 514 名の参加があった。 
 
[3] その他の事業 
（1）日本ビフィズス菌センター研究奨励賞授賞者選考 

本年度は 4 名の応募があり、厳正な審査の結果下記 2 名を選出した。授賞式およ

び受賞講演は第 20 回腸内細菌学会（平成 28 年 6 月 9～10 日）において行われる。 
 ・古澤 之裕 氏（富山県立大学工学部教養教育（生物学教室）） 
  「腸内細菌によるエピゲノム修飾を介した腸管免疫恒常性維持の解明」 

・後藤 義幸 氏（千葉大学真菌医学研究センター感染免疫分野） 
  「腸内細菌による免疫細胞を介した腸管バリア形成機構の解明」 
 
（2）関連事業 
  （1）ＢＭＦＨシンポジウム 2016 

   当財団、日本乳酸菌学会、日本食品免疫学会合同の学術誌 Bioscience of 
Micfobiota, Food and Health（ＢＭＦＨ）の BMFH 出版会主催（上記 3 団体

共催、文部科学省日米医学協力計画・免疫部門後援）による「ＢＭＦＨシンポ

ジウム 2016」が、東京大学「弥生講堂一条ホール」において平成 28 年 2 月 13
日に開催された。「腸内フローラ・食・健康をめぐる研究の最前線」というテ

ーマの下、海外特別講演 2 題（カナダ国 Alberta 大学、Jens Walter 教授；フィン

ランド国 Turku 大学、Seppo Salminen 教授）、国内特別講演 1 題（東京大学名誉

教授・日本食品免疫学会会長・日本ビフィズス菌センター前理事長、上野川修

一先生）、シンポジウム 2 題（「腸内細菌叢（マイクロビオータ）の全貌を探る」、

「食と健康を考える―プロバイオティクス・プレバイオティクス，バイオジェ

ニックスの最新知見―」の口演・質疑応答が行われた。会員に対してホームペ

ージ、メール配信などで積極的な参加を呼びかけ、シンポジウム参加者は 168
名となった。 



  

  （2）公益財団法人としての発足から 3 年が経過した。この間毎年、内閣府への事

業報告を行っているが、特に積立金の用途について指摘があり、指摘に沿った修 
正を進めた。さらに必要とされる諸規定（特定個人情報保護規定、学会発表に 
おける表彰規程、事務処理規程など）の整備を進めた。 



　

［１］　理事および監事に関する事項

理事　　定数：10名以上15名以内 平成28年3月31日現在：15名（非常勤）

任期：平成29年6月迄

監事　　定数：3名以内 平成28年3月31日現在：2名（非常勤）

任期：平成29年6月迄

（五十音順）

理事の役職 氏  名 就任年月日 当財団担当職務 所属

理事長   平成27年 企画総務国際委員長

6月16日 編集委員会アドバイザー

副理事長   平成27年 学術委員長，総務局長

6月16日 研究奨励賞選考委員長

常務理事   平成25年 情報･広報委員長，編集委員

4月1日
〃   平成25年 編集委員長，学術委員，

4月1日 情報・広報委員

理　事   平成28年
1月29日

〃   平成25年
4月1日

〃   平成25年 研究奨励賞選考委員

4月1日
〃   平成25年

4月1日
〃   平成25年 総務局員，企画総務国際委員，

4月1日 編集委員

〃   平成27年 学術委員，企画総務国際委員

6月16日 情報・広報委員

〃   平成25年 学術委員，企画総務国際委員

4月1日
〃   平成25年

4月1日
〃   平成27年

4月27日
〃   平成25年

4月1日
〃   平成25年

4月1日
監　事   平成25年

4月1日
〃   平成25年

4月1日

清野  宏

東京大学医科学研究所

神谷  茂

杏林大学医学部

五十君  靜信

国立医薬品食品衛生研究所
食品衛生管理部

大草  敏史

東京慈恵会医科大学医学部

阿部　文明

森永乳業(株)素材応用研究
所

伊藤  裕之

（株）明治  研究本部

大野  博司

（独）理化学研究所統合生
命医科学研究センター

澤田 治司

非営利法人ヤクルト本社ヨーロッパ研究
所
（株）ヤクルト本社

髙野  俊明

（公財）ダノン健康栄養財
団

長谷　耕二

慶應義塾大学薬学部生化学
講座

八村  敏志

東京大学大学院農学生命科
学研究科

日比  紀文

北里大学北里研究所病院

岡村  登

東京医科歯科大学名誉教授

平田  晴久

わかもと製薬（株）

藤田　孝

雪印メグミルク(株)ミルク
サイエンス研究所

山村  秀樹

ビオフェルミン製薬（株）
西神事業所

山本  憲二
石川県立大学生物資源工学
研究所

庶務の概要 



［２］　評議員に関する事項

　　定数：15名以上20名以内 平成28年3月31日現在：18名（非常勤）
任期：平成29年6月迄

（五十音順）

氏  名 就任年月日 当財団担当職務 所属

綾部　時芳 平成25年4月1日 編集委員会アドバイザー
研究奨励賞選考委員

阿部　文明 平成27年4月27日
平成28年1月20日辞任

浦藤　喜規 平成27年6月16日

岩附  慧二 平成25年4月1日
平成27年3月6日辞任

大澤　朗 平成25年4月1日

岡田　信彦 平成27年6月16日 学術委員，編集委員，
研究奨励賞選考委員，倫理委員

金子　明裕 平成25年4月1日 編集委員

何　　方 平成25年4月1日
平成25年6月5日辞任

平成26年10月27日就任

久米村　恵 平成25年4月1日 情報･広報委員

倉成　淳 平成27年4月27日

齋藤  芳男 平成25年6月5日
平成27年3月23日辞任

下条　直樹 平成25年4月1日 学術委員

瀬尾　元一郎 平成25年4月1日

高橋　志達 平成27年6月16日

田中 幸雅 平成27年2月12日

檀原  宏文 平成25年4月1日 企画総務委員

戸塚　護 平成25年4月1日 編集委員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

平山　和宏 平成25年4月1日 編集委員，学術委員
企画総務国際委員

藤澤　倫彦 平成25年4月1日 編集委員，企画総務国際委員
研究奨励賞選考委員

細野　朗 平成25年4月1日 学術委員，企画総務国際委員
研究奨励賞選考委員

松浦  洋一 平成25年6月5日
平成27年1月20日辞任

山田　和彦 平成25年4月1日 学術委員

千葉大学大学院医学研究院

北海道大学大学院先端生命科学研究院

森永乳業(株)素材応用研究所

江崎グリコ（株）マーケティング本部
商品開発研究所

森永乳業（株）

神戸大学大学院農学研究科

北里大学薬学部  微生物学教室

日清ファルマ（株）第二営業部

タカナシ乳業（株）商品研究所

大塚製薬（株）ニュートラシューティ
カルズ事業部

アサヒカルピスウェルネス（株）

カルピス（株）

日本獣医生命科学大学食品科学科

日本大学生物資源科学部

森下仁丹（株）経営企画部

女子栄養大学栄養学部

東亜薬品工業（株）

ミヤリサン製薬(株）事業戦略部  

森下仁丹（株）仁丹バイオファーマ研
究所

北里大学名誉教授

東京大学大学院農学生命科学研究科

東京大学大学院農学生命科学研究科



［３］ 局ならびに各種委員会メンバー

　 （１）総務局 （五十音順）

氏名 他の担当職務 所属

局長 神谷　茂
副理事長，学術委員長，倫理委員長
研究奨励賞選考委員長

東京大学医科学研究所

局員 髙野 俊明
理事，編集委員
企画総務国際委員，

（公財）ダノン健康栄養財団

主幹 石橋 憲雄
情報・広報委員，企画総務委員，
倫理委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 梅崎 良則 学術委員，企画総務国際委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 寺原 正樹 編集委員，企画総務国際委員 （株）明治   研究本部

（２）編集委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 大草 敏史 常務理事，学術委員，情報・広報委員 東京慈恵会医科大学医学部

アドバイザー 綾部 時芳 評議員，研究奨励賞選考委員 北海道大学医学大学院先端生命科学研究院

〃 清野  宏 理事長，企画総務国際委員長 東京大学医科学研究所

〃 八重島智子 （元）森永乳業（株）食品基盤研究所

委員 五十君靜信 常務理事，情報･広報委員長
 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部

〃 今岡 明美 倫理委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 岡田  信彦
評議員，学術委員，倫理委員，
研究奨励賞選考委員 北里大学薬学部

〃 加藤  公敏 日本大学医学部

〃 金子 明裕 評議員 日清ファルマ（株）第二営業部

〃 髙野 俊明 理事，総務局員，企画総務国際委員 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 高橋 恭子 日本大学生物資源科学部

〃 田代 靖人 情報･広報委員 （株）明治  監査部

〃 寺原 正樹 総務主幹，企画総務委員 （株）明治　研究本部

〃 戸塚 護
評議員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏
評議員，学術委員，企画総務国際委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦
評議員，企画総務委員
研究奨励賞選考委員

日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 藤原 茂 学術委員 アサヒグループホールディングス（株）発酵応用研究所

〃 宮内 浩文 森永乳業（株）食品基盤研究所



（３）学術委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷 茂
副理事長，研究奨励賞選考委員長，
倫理委員長

杏林大学医学部

委員 梅崎 良則 総務主幹，企画総務国際委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 大草 敏史
常務理事，編集委員長，
情報・広報委員

東京慈恵会医科大学医学部

〃 岡田 信彦
評議員，編集委員，倫理委員，
研究奨励賞選考委員

北里大学薬学部

〃 狩野 宏 （株）明治  研究本部

〃 清水 金忠 森永乳業（株）食品基盤研究所

〃 下条 直樹 評議員 千葉大学大学院医学研究院

〃 瀬戸 泰幸 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 長谷 耕二
理事，学術委員，企画総務国際委員
情報・広報委員

慶應義塾大学薬学部

〃 八村 敏志 理事，企画総務国際委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏 評議員，編集委員，企画総務国際委員
東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤原 茂 編集委員 アサヒグループホールディングス（株）発酵応用研究所

〃 細野 朗
評議員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

日本大学生物資源科学部

〃 松木 隆広 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 山田 和彦 評議員 女子栄養大学栄養学部

（４）企画総務国際委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 清野 宏 理事長，編集委員アドバイザー 東京大学医科学研究所

委員 石橋 憲雄 総務主幹，情報･広報委員，倫理委員 （公財）日本ビフィズス菌センター

〃 梅崎 良則 総務主幹，学術委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 髙野 俊明 理事，総務局員，編集委員 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 寺原 正樹 総務主幹，編集委員 （株）明治  研究本部

〃 檀原 宏文 評議員 北里大学名誉教授

〃 戸塚 護
評議員，編集委員，
研究奨励賞選考委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 八村 敏志 理事，学術委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏 評議員，編集委員，学術委員
 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦
評議員，編集委員，
研究奨励賞選考委員

日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 細野 朗
評議員，学術委員，
研究奨励賞選考委員

日本大学生物資源科学部



（５）情報・広報委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 五十君靜信 常務理事，編集委員
 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部

委員 石橋 憲雄
総務主幹，企画総務国際委員，
倫理委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 大草 敏史 常務理事，編集委員長，学術委員 東京慈恵会医科大学医学部

〃 久米村 恵 評議員 大塚製薬（株）ニュートラシューティカルズ事業部

〃 辻 浩和 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 森田 英利 岡山大学大学院環境生命科学研究科

〃 田代 靖人*1 編集委員 （株）明治  監査部

高村　政範*2 （株）明治　食機能科学研究所　

渡邊　正行*2 雪印メグミルク株式会社ミルクサイエンス研究所

岩淵　紀介*2 森永乳業（株）素材応用研究所

中村　康則*2 アサヒグループホールディングス（株）
イノベーション研究所

長谷　耕二*2 理事，学術委員，企画総務国際委員
情報・広報委員

慶應義塾大学薬学部生化学講座

木村　郁夫*2 東京農工大学農学研究院

（６）日本ビフィズス菌センター研究奨励賞選考委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷 茂 副理事長，学術委員長，倫理委員長 杏林大学医学部

委員 綾部　時芳 評議員，編集委員アドバイザー 北海道大学大学院先端生命科学研究院

〃 大野　博司 理事 （独）理化学研究所統合生命医科学研究センター

〃 岡田 信彦
評議員，編集委員，学術委員，
倫理委員

北里大学薬学部

〃 戸塚 護 評議員，編集委員，企画総務国際委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦 評議員，編集委員，企画総務国際委員 日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 細野　朗 評議員，学術委員，企画総務国際委員 日本大学生物資源科学部

（7）倫理委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷 茂
副理事長，学術委員長，
研究奨励賞選考委員長

杏林大学医学部

委員 石橋　憲雄
総務主幹，企画総務国際委員，
情報・広報委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 今岡　明美 編集委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 岡田 信彦
評議員，編集委員，学術委員，
研究奨励賞選考委員 北里大学薬学部

※  *1 平成28年1月辞任、*2 平成28年1月就任



（1）理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成27年4月16日 評議員、理事選任のための評議員会開催の決議を行い、理事全員これに
同意した。

第2回 平成27年5月29日
平成26年度事業報告、財務諸表および、平成27年度第1回定時評議
員会の開催、任期満了に伴う理事・監事選任候補者、特定費用準備
資金等取扱規則、会員規定、倫理委員会規定、運営規則について審
議の上これを承認した。

第3回 平成27年6月16日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター

平成27年度1回目の事業経過報告が行われるとともに、顧問および名
誉会員について審議の上これを承認した。

第4回 平成28年1月15日 情報広報委員増員について決議を行い、理事全員これに同意した。

第5回 平成28年1月15日 理事選任のための評議員会開催の決議を行い、理事全員これに同意し
た。

第6回 平成28年3月8日 学士会館

平成27年度2回目の事業経過報告が行われるとともに、平成28年度事業
計画および収支予算案について審議の上これを承認した。また、「特定個
人情報等取扱規程」「腸内細菌学会最優秀発表賞表彰規定」「事務処理
規程」について審議の上これを承認した。

※第1回、第2回、第4回、第5回は、理事全員が同意し、監事も全員異議が無かったため、開催が省略された。

（2）評議員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成27年4月27日 評議員、理事選任のための決議を行い、全員これに同意した。

第2回 平成27年6月16日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター

平成26年度事業報告とともに、収支決算について審議の上これを承認し
た。

第3回 平成28年1月29日 理事選任のための決議を行い、全員これに同意した。

※第1回、第3回は、評議員全員が同意したため、開催が省略された。

（3）常務理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成27年5月19日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告、第19回腸内細菌学会の準備状況の報告、および平
成26年度事業報告・収支決算、理事・監事・委員会改選等について
検討した。

第2回 平成27年6月16日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター
平成27年度第2回定時評議員会の準備を行った。

第3回 平成27年11月25日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告および、会計中間報告が行われた。また、理事増
員、情報広報委員増員、財産運用、マイナンバー制度等について検
討した。

第4回 平成28年2月25日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告および、会見中間報告が行われた。また、平成28年
度事業計画および予算案、表彰規定、特定個人情報等取扱規程、目
的準備積立金等について検討した。

第5回 平成28年3月8日 学士会館 平成27年度第6回理事会の準備を行った。

［4］　会議に関する事項



（4）編集委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

『腸内細菌学雑誌』29巻2号、3号の編集・発行について。

特許情報、企画、転載許可等について。

『腸内細菌学雑誌』29巻3号、4号の編集・発行について。

特許情報、企画、利益相反等について。

『腸内細菌学雑誌』29巻4号、30巻1号の編集・発行について。

企画、利益相反、電子的複製権の管理委託について。

  『腸内細菌学雑誌』30巻1号、30巻2号の編集・発行について

利益相反、企画について。

（5）学術委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第127回 平成26年7月29日 （株）アイペック
会議室

第19回腸内細菌学会報告、第20回腸内細菌学会の内容等について。

第128回 平成27年10月13日 （株）アイペック
会議室

第20回腸内細菌学会の構成および予算、簡易プログラムの検討。座
長・司会の選定など。

第129回 平成28年2月23日 （株）アイペック
会議室

第20回腸内細菌学会一般演題の選定、およびタイムスケジュールの
決定、協賛金の状況確認など。

（6）情報・広報委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第38回 平成27年7月13日 （株）アイペック
会議室

アクセス状況の確認、用語集やよくある質問のページの検討、古く
なったページの更新など。

第39回 平成27年10月26日 （株）アイペック
会議室

アクセス状況の確認、用語集やよくある質問のページの検討、古く
なったページの更新、ホームページリニューアルについてなど。

第40回 平成28年2月2日 （株）アイペック
会議室

スマートフォンに対応したホームページリニューアルについて。

（7）研究奨励賞選考委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成27年11月13日 （株）アイペック
会議室

日本ビフィズス菌センター研究奨励賞候補者の選考および授賞規定
見直し。

（8）倫理委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成28年3月11日 （株）アイペック
会議室

日本ビフィズス菌センター倫理規程に則り、利益相反についての見
直し。

第118回 平成27年6月9日 （株）アイペック
会議室

第119回 平成27年9月1日 （株）アイペック
会議室

第120回 平成27年12月15日 （株）アイペック
会議室

第121回 平成28年3月16日 （株）アイペック
会議室



［５］　職員に関する事項

区　　分 氏　　名 期　　間

事務局員 　廣田　隆 平成16年9月より

［６］　契約に関する事項

契約年月日 相　手　先 契約の摘要

平成16年9月1日～ 株式会社アイペック 庶務・会員業務

学術集会の開催運営

平成25年4月1日～ 税理士法人税制経営研究所 会計業務

［７］　寄付に関する事項

［８］　各種会員の異動状況（登録数）

平成26年度末 平成27年度末 増減

特別会員 21社 20社 -1
団体会員 24社 25社 +1
個人会員 234 248 +14

＊特別会員は、平成24年度までの賛助会員に該当する。

＊特別会員企業（20社）

アサヒグループホールディングス（株）ビオフェルミン製薬（株）

味の素（株） 南日本酪農協同（株）

江崎グリコ（株） ミヤリサン製薬（株）

大塚製薬（株） （株）明治

タカナシ乳業（株） 森下仁丹（株）

ダニスコジャパン（株） 森永乳業（株）

東亜薬品工業（株） （株）ヤクルト本社

日清ファルマ（株） 山崎製パン（株）

日東薬品工業（株） 雪印メグミルク（株）

日本甜菜製糖（株） わかもと製薬（株）

（平成28年3月31日現在）

＊団体会員企業（25社）

（株）アイペック 全農家畜衛生研究所

栄研化学（株）広報部 大洋香料（株）研究所

塩水港精糖（株） ダノンジャパン株式会社

（株）科学飼料研究所 （株）テクノスルガ・ラボ

カゴメ（株）研究開発本部 中沢フーズ（株）研究開発部

協同乳業（株）研究所 日清食品ホールディングス（株）

協和発酵バイオ（株） 日清ヨーク（株）開発ディビジョン

（株）光英科学研究所 （株）ネットウエル

コンビ（株） （一財）ベターホーム協会　

サントリーウェルネス（株） （株）ユニアル

サントリーグローバル
イノベーションセンター（株）

よつ葉乳業（株）

（株）資生堂 ロンザジャパン（株）

（有）中垣技術士事務所

（平成28年3月31日現在）

総　件　数 4件
総　金　額 ¥314,000



事業報告の内容を補足する重要な事項は特にございません。

附　属　明　細　書
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