
  

2021 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』35 巻 2 号を 950 部、同 3、4 号および 36 巻 1 号を各

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

35巻2号  第 25回 腸 内 細 菌 学 会 抄 録 106頁 

35巻3号 3編29頁 2編11頁 特許情報 
5頁 

BMFH一覧 
1頁 4頁 3頁 53頁 

35巻4号 3編34頁 2編21頁 投稿規定 BMFH一覧 
2頁 17頁 3頁 79頁 2頁 

36巻1号 3編26頁 1編4頁 特許情報、 
5頁 

BMFH一覧 
1頁 6頁 3頁 45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』40 巻 2 号から 41 巻 1 号の編集に協力した。 
巻 号 REVIEW FULL 

PAPER NOTE Letter to the 
Editor 

Corrigend
um 広告 総頁数 

40巻2号  6編51頁     51頁 
40巻3号  4編33頁     33頁 
40巻4号  5編44頁   1頁  45頁 
41巻1号   3編26頁  1編3頁   29頁 
 
（2）ホームページによる情報発信 
1) ホームページアクセス状況 
・2020/12/01～2021/11/30 のページビュー数 92.6 万件（昨年 92.8 万件）、ユーザー

数 59.7 万人（昨年同 61.7 万人）で今まで続いてきた伸びはやや頭打ちとなった。 
・ユーザー端末は iOS＋Android（約 60％）、Windows＋Mac（約 39％）でこの傾

向は変わっていない。 
2)「用語集」掲載予定用語の検討と追加用語の決定を行った。 
3)「よくある質問」掲載予定項目の検討と、追加項目の決定を行った。 
3) HP データの修正、更新（学会情報、お知らせ項目、研究トピックスなど）を行っ

た。 
 
[2] 学術集会事業 
第 25 回腸内細菌学会学術集会の開催（オンライン開催） 
阿部文明先生（森永乳業）を大会長として、タワーホール船堀（江戸川区）において、

2021年6月1日～2日の2日間に渡り、現地開催ならびにオンライン開催によるハイブリッ



  

ド形式で開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の為、会場開

催は取りやめ、オンラインのみの開催となった。大会テーマは「人生100年時代と腸内

フローラ ―ヒトの一生における腸内フローラと健康の関係―」であった。1日目の午前

中は、一般演題Aとして16題（各7分）、一般演題Bとして9題（各10分）の発表があった。

午後は、財団創立40周年記念式典および記念講演として、坂口 志文先生（大阪大学免

疫学フロンティア研究センター）の講演が行われた。また、松本 哲哉先生（国際医療

福祉大学）による特別講演「COVID-19 を取り巻く状況の変化 －新たな知見を含めて－」、

さらに腸内細菌学会研究奨励賞授賞式が行われ、尾畑 佑樹氏（Francis Crick 

Institute, London, UK）、宮内 栄治氏（理化学研究所 生命医科学研究センター）、

長竹 貴広氏（医薬基盤・健康・栄養研究所）の3名に対し授与された。さらにJohn F. 

Cryan (University College Cork, Ireland)による海外特別講演 “Gut Feelings: 

Microbiome as a Key Regulator of Brain & Behaviour Across the Lifespan”が行わ

れた。2日目の午前中は、一般演題Aの残り5演題が行われ、シンポジウム1「人の一生と

腸内フローラ：乳児、成人、高齢者における腸内フローラと健康」として、5題の講演

が行われた。午後は、遠藤 明仁氏（東京農業大学生物産業学部食香粧化学科）による

教育講演と、シンポジウム2「感染症と腸内フローラ・腸管免疫」として、5題の講演が

行われた。閉会の辞の前に、阿部大会長より、一般演題Aの最優秀発表賞が発表され、

木梨祐輔 氏（慶應義塾大学大学院薬学研究科生化学講座）が選出された。また、2週間

の期間限定で6月1日から、市民公開講座「健康になる食事と腸内細菌」がオンデマンド

配信された。福田真嗣先生（慶應義塾大学）と吉野正則先生（日立製作所）による2講

演が配信された。有料参加者は414名、招待者117名（プレス参加7名を含む）を含むと、

2日間合計の総参加人数は531名であった。 

 

[3] その他の事業 
（1）腸内細菌学会研究奨励賞授賞者選考 

本年度は 5 名の応募があり、厳正な審査の結果下記 2 名を選出した。2021 年度よ

り「基礎部門」、「臨床・応用部門」の 2 部門に分けて募集し、授賞式および受賞講

演は第 26 回腸内細菌学会学術集会（2022 年 7 月 7 日～8 日）において行われる。 
1) 基礎部門 

藤本 康介（大阪公立大学大学院医学研究科 ゲノム免疫学） 
「腸内バクテリオファージによる共生細菌と関連疾患の制御」     

2) 臨床・応用部門 
利光 孝之（株式会社 明治 研究本部 乳酸菌研究所） 
「乳酸菌の慢性炎症抑制作用及び糖・脂質代謝改善作用に関する研究」   

（2）関連事業他 
1) 企画総務国際委員会において当財団の、ダイバーシティ進展、ジェンダーバラン

スの改善、世代交代について議論を進めた。 



  

2)内閣府の指導に基づく理事、評議員、監事の役割を認識し必要な対応することを

決定した。 
3）役員の世代交代について議論し、評議員 8 年、理事・監事 6 年を基本とする任期

制の導入、理事・監事 70 才、評議員 75 才を基本とする定年制の導入を理事会に

諮り、承認を得た。 
4）歴年の財団運営貢献者に対する顕彰制度について議論し、現在の「名誉会員」規

定の変更、「功労会員」規定の追加を基本とする「会員規定」の改訂を理事会に諮

り、承認を得た。 
以上 

 
 



　

［１］　理事および監事に関する事項

理事　　定数：10名以上30名以内 2022年3月31日現在：16名（非常勤）

任期：2023年6月評議員会迄

監事　　定数：3名以内 2022年3月31日現在：2名（非常勤）

任期：2023年6月評議員会迄

（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   2015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   2015年 学術委員長，倫理委員長

6月16日 研究奨励賞選考委員長,総務局長

常務理事   2013年 情報･広報委員長，編集委員

4月1日
常務理事   2013年 編集委員長，学術委員，

4月1日 情報広報委員

常務理事   2013年 学術委員，編集委員，倫理委員

4月1日
常務理事   2015年 学術委員，企画総務国際委員

6月16日 情報・広報委員，研究奨励賞選考委員

理　事   2021年

6月15日
〃   2016年

1月29日
〃   2021年 編集委員 杏林大学医学部

大崎　敬子* 6月15日 感染症学講座 

〃 原　　直子*   2021年 学術委員，研究奨励賞選考委員

（旧姓：大谷） 6月15日
〃   2017年 学術委員，編集委員， 北里大学薬学部

岡田  信彦 6月26日 倫理委員 微生物学教室

〃   2021年 学術委員，編集委員 日本大学医学部附属

 加藤　公敏* 6月15日 板橋病院

〃 新良　広実*   2021年 情報広報委員 国立研究開発法人農業・食
品

（旧姓：木元） 6月15日 産業技術総合研究機構

〃   2020年

6月29日
〃   2013年

4月1日
〃   2021年 編集委員，研究奨励賞選考委員

新藏　礼子* 6月15日
〃 杉　　恭子*   2021年 編集委員，研究奨励賞選考委員 日本大学生物資源科学部応

用
（旧姓：高橋） 6月15日 生物学科

〃   2021年 編集委員，企画総務国際委員 日本獣医生命科学大学

戸塚  護* 6月15日 応用生命科学部 食品科学科

〃   2021年 情報広報委員 アサヒクオリティーアンド

中村　康則* 6月15日 イノベーションズ（株）

〃   2013年 学術委員，企画総務国際委員

4月1日
〃   2021年 編集委員，学術委員， 東京大学大学院農学生命科

学
平山  和宏* 6月15日 企画総務国際委員 研究科

〃   2021年 学術委員 日本大学生物資源科学部

細野  朗* 6月15日 食品生命学科

〃   2013年 研究奨励賞選考委員

4月1日
監　事   2021年 和歌山大学産学連携イノベ

山本  憲二* 6月15日 ーションセンター

〃 2019年

下条　直樹 6月24日
※ *202１年6月就任

八村  敏志

東京大学大学院農学生命科
学研究科

大阪市立大学大学院医学研
究科 分子生体医学講座

千葉大学予防医学センター

東京大学定量生命科学研究
所 免疫・感染制御研究分野

小林　敏也

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）
医薬本部

大野  博司

理化学研究所
生命医科学研究センター

澤田　治司

（公財）ヤクルトバイオサイエン
ス研究財団

大草  敏史

順天堂大学大学院医学研究
科 腸内フローラ研究講座

阿部　文明

森永乳業(株)常務執行役員
研究本部

市原　淑立*

（株）明治  研究本部
乳酸菌研究所

長谷　耕二

慶應義塾大学薬学部生化学
講座

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

東京農業大学応用生物科学
部

庶務の概要 



［２］　評議員に関する事項

　　定数：15名以上25名以内 2022年3月31日現在：16名（非常勤）
任期：2025年6月評議員会迄

（五十音順）

氏  名 就任年月日 当財団担当職務 所属

綾部　時芳 2013年4月1日 編集委員会アドバイザー，

米島　靖記* 2021年6月15日 Noster（株）　

R＆D本部マイクロバイオームグループ
池本 裕之 2020年6月29日 日清ファルマ（株）　健康科学研究所

斎藤  高雄 2018年6月25日

坂本　光央 2019年6月24日 理化学研究所 
バイオリソース研究センター

嶋崎　智史 2018年6月25日

高橋　志達 2015年6月16日

武政　麻実子 2020年6月29日
（旧姓：河野）

竹下　正彦* 2021年6月15日 南日本酪農協同（株）　商品開発部

田中　高* 2021年6月15日 山崎製パン（株）　中央研究所

田中　幸雅* 2021年6月15日

中島    淳 2017年6月26日 横浜市立大学大学院医学研究科
肝胆膵消化器病学教室

名倉　泰三* 2021年6月15日 日本甜菜製糖（株） 総合研究所

野口　敬康 2019年6月24日 わかもと製薬（株）相模研究所

原田　岳* 2021年6月15日

山本　直之 2016年6月14日

*2021年6月就任

北海道大学大学院先端生命科学研究院

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

東京工業大学生命理工学院

東亜薬品工業（株）
培養技術生産センター

ミヤリサン製薬(株）事業戦略部  

森下仁丹（株）ヘルスケア事業本部

江崎グリコ（株）　応用研究室



［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

杏林大学医学部

局員 髙野 俊明 
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，企画総務国際委員，
倫理委員

（公財）腸内細菌学会

〃 梅崎 良則 学術委員，企画総務国際委員 （公財）腸内細菌学会

〃 指原　紀宏 編集委員，企画総務国際委員 （株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

（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 順天堂大学大学院医学研究科 

アドバイザー 綾部  時芳 評議員 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 大崎  敬子 理事 杏林大学医学部

〃 大野　博司 常務理事，学術委員，倫理委員
理化学研究所
生命医科学研究センター

〃 岡田  信彦 理事，学術委員，倫理委員 北里大学薬学部

梶川  揚申 東京農業大学応用生物科学部応用微生物学研究室

〃 加藤  公敏 理事，学術委員 日本大学医学部附属板橋病院

〃 冠木  敏秀 学術委員 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 指原　紀宏 総務主幹，企画総務国際委員 （株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

新藏　礼子 理事，研究奨励賞選考委員
東京大学定量生命科学研究所
免疫・感染制御研究分野

〃 高橋  恭子 理事，研究奨励賞選考委員 日本大学生物資源科学部

〃 中村　哲平
アサヒクオリティアンドイノベーションズ（株）
経営企画部

〃 中山  優也 日清ファルマ（株）健康科学研究所

〃 戸塚    護 理事，企画総務国際委員 日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 平山  和宏
理事，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

〃 宮﨑　幸司 倫理委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 吉本　  真 森永乳業（株）研究本部　基礎研究所



（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，総務局長

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 （公財）腸内細菌学会

〃 大草  敏史
常務理事，編集委員長，
情報広報委員

順天堂大学大学院医学研究科 

〃 大谷　直子 理事，研究奨励賞選考委員 大阪市立大学大学院医学研究科 分子生体医学講座

〃 大野　博司 常務理事，編集委員，倫理委員
理化学研究所
生命医科学研究センター

〃 岡田  信彦 理事，編集委員，倫理委員 北里大学薬学部

〃 大津  俊広 (株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

〃 小田巻俊孝 森永乳業（株）基礎研究所

加藤　公敏 理事，編集委員 日本大学医学部附属板橋病院

〃 冠木  敏秀 編集委員 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 木村  郁夫 情報広報委員，研究奨励賞選考委員
京都大学大学院生命科学研究科
生体システム学分野

〃 中村　公則 北海道大学 大学院先端生命科学研究院

〃 長谷  耕二
常務理事，企画総務国際委員,
情報広報委員，研究奨励賞選考委員

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 理事，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

〃 細野    朗 理事，企画総務国際委員 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

（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）腸内細菌学会

〃 梅崎  良則 総務主幹，学術委員 （公財）腸内細菌学会

〃 指原　紀宏 総務主幹，編集委員 （株）明治  研究本部 乳酸菌研究所

〃 髙野  俊明 総務局員，編集委員 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 檀原  宏文 北里大学名誉教授

〃 戸塚    護 評議員，編集委員 日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 長谷  耕二
常務理事，学術委員，
情報広報委員，研究奨励賞選考委員

慶應義塾大学薬学部

〃 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 理事，編集委員，学術委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 細野    朗 理事，学術委員 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 東京農業大学応用生物科学部

委員 石橋  憲雄
総務主幹，企画総務国際委員，
倫理委員

（公財）腸内細菌学会

〃 岩淵　紀介 森永乳業（株）素材応用研究所

〃 大草  敏史 常務理事，編集委員長，学術委員 順天堂大学大学院医学研究科 

〃 加田　茂樹 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 木村　郁夫 学術委員，研究奨励賞選考委員
京都大学大学院生命科学研究科
生体システム学分野

〃 木元　広実 理事 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

〃 辻    浩和 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 中村　康則 理事
アサヒクオリティーアンドイノベーションズ(株)
コアテクノロジー研究所

〃 中村　吉孝 （株）明治　研究本部 乳酸菌研究所

〃 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生化学講座

〃 森田  英利 岡山大学大学院環境生命科学研究科

（６）腸内細菌学会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，総務局長, 学術委員長，
倫理委員長

杏林大学医学部

委員 木村　郁夫 学術委員，情報広報委員
京都大学大学院生命科学研究科
生体システム学分野

〃 大谷　直子 理事，学術委員 大阪市立大学大学院医学研究科 
分子生体医学講座  

〃 新藏　礼子 理事，編集委員 東京大学定量生命科学研究所 免疫・感染制御研究分野

〃 高橋　恭子 理事，編集委員
日本大学生物資源科学部応用生物学科
分子免疫生物学研究室

〃 長谷　耕二
常務理事，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 

〃 山村  秀樹 理事
ビオフェルミン製薬（株）常務執行役員
医薬本部

（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，総務局長，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）腸内細菌学会

〃 大野　博司 常務理事，編集委員，学術委員 理化学研究所 　生命医科学研究センター

〃 岡田  信彦 理事，編集委員，学術委員 北里大学薬学部

〃 宮﨑　幸司 編集委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所



（1）理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 2021年5月31日
2020年度事業報告、財務諸表および、2021年度第1回定時評議員会
の開催、定款の変更、任期満了による理事・監事、評議員の後任候
補者の選任について審議の上これを承認した。

第2回 2021年6月15日 オンライン会議
代表理事および業務執行理事の選定、各委員会の委員候補者および
総務局の局員候補者の承認、利益相反規定の改定、また2021年度1回
目の事業経過報告が行われた。

第3回 2022年3月23日 オンライン会議
2021年度事業経過報告、収支会計経過報告、2022年度事業計画および
予算案、委員の増員、その他諸規定の改定について審議しこれを承認し
た。

※第1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 2021年6月15日 オンライン会議
2020年度事業報告とともに収支決算について、また定款の変更、任期満
了に伴う理事・監事、評議員の選任などが審議の上承認された。

（3）常務理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 2021年5月24日 オンライン会議
各委員会の報告、内閣府立ち入り検査の報告、および2020年度事業
報告・収支決算、理事・監事、評議員、各委員会委員の改選、定款
の変更等について検討した。

第2回 2021年6月15日 オンライン会議 2021年度第1回定時評議員会の準備を行った。

第3回 2021年11月29日 オンライン会議
各委員会の報告、研究奨励賞受賞者候補の報告、会計中間報告が行
われた。また、名誉会員、功労会員規定、役員の任期制、定年制等
についての検討、経理規程案について検討した。

第4回 2022年2月28日 オンライン会議

各委員会の報告および、会計中間報告・見込み収支報告が行われ
た。また、2022年度事業計画および予算案、名誉会員・功労会員規
定、役員の任期制、定年制等ついて検討した。

第5回 2022年3月23日 オンライン会議 2021年度第3回定時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』35巻2号、3号の編集・発行について。

2021年特集進行状況、研究室紹介、2022次期特集テーマ等につい
て。

『腸内細菌学雑誌』35巻3号、4号の編集・発行について。

2021年特集進行状況、2022次期特集テーマ執筆者候補等について。

『腸内細菌学雑誌』35巻4号、36巻1号の編集・発行について。

2022特集進行状況、投稿規定見直し等について。

  『腸内細菌学雑誌』36巻1号、2号の編集・発行について

2022特集進行状況、研究室紹介、印刷費の経費削減等について。

（5）学術委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第145回 2021年7月30日 オンライン会議
第25回腸内細菌学会学術集会（オンライン開催）報告、第26回腸内
細菌学会学術集会の内容等について。

第146回 2021年10月11日 オンライン会議
第26回腸内細菌学会学術集会（現地開催）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147回 2022年2月15日 オンライン会議
第26回腸内細菌学会学術集会一般演題の選定、およびタイムスケ
ジュールの決定、協賛金・企業展示等の状況確認など。

（6）情報・広報委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第52回 2021年7月19日 オンライン会議
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53回 2021年12月15日 オンライン会議
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、HP内の一部フォーマット改定案など。

（7）企画総務国際委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第50回 2021年5月24日 オンライン会議
当財団の今後の運営体制について。ダイバーシティ進展、ジェンダーバラ
ンスの改善や、役員の定年制、任期制についての意見交換など。

第51回 2021年9月30日 オンライン会議
役員の定年制、任期制や名誉会員、功労会員規定案についての検
討。

（8）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 2021年11月9日 オンライン会議 腸内細菌学会研究奨励賞候補者の選考および授賞規定見直し。

（9）倫理委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 2022年3月17日 オンライン会議 前年の会議を踏まえて、利益相反開示などについての検討など。

第142回 2021年6月30日 （株）アイペック
会議室

第143回 2021年10月6日 （株）アイペック
会議室

第144回 2021年12月14日 （株）アイペック
会議室

第145回 2022年3月22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

総務局員 石橋　憲雄 2018年12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

2004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

2013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）

令和2年度末 令和3年度末 増減

特別会員 20社 20社 0
団体会員 22社 22社 0
個人会員 311 316 +5

＊特別会員は、2012年度までの賛助会員に該当する。

＊特別会員企業（20社） ※五十音順

アサヒクオリティーアンドイノベー
ションズ（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）

（2022年3月31日現在）

＊団体会員企業（22社） ※五十音順

（株）アイペック 大洋香料（株）研究所

栄研化学（株）広報部 （株）テクノスルガ・ラボ

塩水港精糖（株） （有）中垣技術士事務所

（株）科学飼料研究所 中沢乳業（株）研究開発部

カゴメ（株）研究開発本部 日清食品ホールディングス（株）

協同乳業（株）研究所 日清ヨーク（株）

（株）光英科学研究所 (株)バイオジェノミクス ※2021年度から

 Dr. J&C（株） （旧名コリトレール（株）） （株）美山

コンビ（株） （株）ユニアル

サントリーウエルネス（株） よつ葉乳業（株）

全農家畜衛生研究所 ロンザ（株）(旧名ロンザジャパン(株)）

（2022年3月31日現在）

総　件　数 0件
総　金　額 ¥0



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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