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創一流 
～株式会社トランスジェニックグループ通信～ 



ごあいさつ 
 

株主・関係者の皆様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび弊社グループのご理解を深めていただくために 

グループ情報誌「創一流」を発刊する運びとなりました。 

 

グループ各社のキーパーソンの声、グループ各社のトピックス、 

業界動向などを皆様に継続的にご提供する予定です。 

 

是非、ご一読いただき当社グループの取り組みを 

ご理解いただければ幸いでございます。 
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 代表取締役社長 

               福永 健司 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 2020年３月期の、ここまでの状況を教えてください。 

 

福永：第一四半期は増収減益という結果となりました。こ

の結果は、一見不可思議なものですが、下期偏重型のバイ

オ関連事業ではどうしても上期の売上・損益が伸び悩んで

しまいます。分かりやすく言いますと、クライアントの年

度予算に大きく影響を受ける事業構造であるため、上半期

中に終了する大型案件などの特殊事情がない限り、上期の

赤字を納期が集中する下期の黒字でカバーし、通期黒字を

確保するという構図になっています。そこに、同じ事業構

造の安評センターがグループに加入した結果、赤字幅が大

きくなり、第一四半期赤字が拡大したというのが、ここま

での状況です。 

  一方で、㈱TGMが今年4月1日にグループに加入した結果、

いわゆる投資事業セグメントであるTGBS事業のセグメント

利益は、前年のほぼ倍の水準まで達しました。TGBS事業で

グループ損益の底上げと安定性を強化しつつ、業績変動が

激しいバイオ関連事業の拡大も確実に進めています。 

TOPインタビュー 

 TOPインタビュー 
   福永社長に2020年3月期の取り組みを聞く 

TGBS事業損益の拡大をバックに 
バイオ関連事業の拡大を図る 

■営業利益 ■経常利益 ■売上高 
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―力強いお言葉ありがとうございます。それでは2020

年3月期計画の進捗状況はいかがでしょうか。 

 

福永：バイオ関連セグメントの業績は下期偏重型なので

すが、上期の営業活動は計画通りに進捗しており前年同

期よりも受注金額は多い状況です。特にグループ加入２

年目の安評センターは、以前は、人員減少や実験機器の

不足から受注能力が低下傾向にありましたが、グループ

に加入した昨年から推進してきた人員増強と設備投資に

よって受注能力が急速に回復しています。これは今では

グループの稼ぎ頭となっている新薬リサーチセンターが

グループに加入した際と同じ傾向です。 

  また、新薬リサーチセンターの規模感を駆逐艦と例

えれば、安評センターは戦艦とも言える大きなキャパシ

ティを持っています。現在も安評センターでは事業拡大

に向けた人員および設備投資を継続中であり、CRO事業

全体を抜本的に拡大していく考えです。バイオセグメン

トの業績は安評センターのこれからの受注の進捗如何に

大きく左右されると考えています。 

  TGBS事業に関しては、消費税増税で、EC事業がどの

程度影響を受けるか未知数ですが、年度計画は保守的に

組んでいる上に、TGMを含むその他事業が堅調ですので、

計画通りの進捗になると見込んでいます。 

 

 

―今期、重点を置いている取り組みはなんでしょうか。 

 

福永：TGM加入によるTGBS事業セグメントの利益拡大の

結果、グループ収益基盤の安定性もある程度確保できた

と考えています。また、創薬支援事業の非臨床試験領域

については、網羅的にサービスが提供できる体制が整い

ました。これらの事業環境整備を背景に、我々は、創薬

企業体とのより一層の関係強化に取り組んでいきたいと

考えています。 

  具体的には、創薬企業体と、包括的な委受託関係を

推進すると同時に、さらに踏み込んで共同開発関係を構

築していきたいと考えています。これまでは、基礎研究

分野を事業領域とするトランスジェニックをスタートと

して、研究領域を広範囲にカバーできる創薬支援事業グ

ループの構築を進めてきたのですが、次のステージに挑

む準備・環境が概ね整ったと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

―最後に、株主・関係者の皆様へのメッセージをお願い

いたします。 

 

福永：この10年で、グループが営む事業領域・規模は劇

的に変化しています。これは、10年間における外部環境

変化、具体的にはグループの主要顧客であるアカデミア

や製薬企業を取り巻く研究・経営環境の急速な変化に対

して、グループを適合させるべく、柔軟かつ迅速に事業

構造、つまりは「グループの細胞や組織」を改変してき

たからです。 

  今後も、変化と発展を続ける当社グループをより深

く理解していただくために、本グループ通信がお役に立

てば幸いです。 

  株主および関係者の皆さまにおかれましては、引き

続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPインタビュー 

2020年３月期計画通りに進捗中 

次ステージに臨む準備・環境整う 
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福永：まずは社名にもなっています「トランスジェニッ

ク」は、遺伝子改変という意味だと思いますが、「トラ

ンスジェニック（遺伝子改変）マウス」の歴史について

お話いただけますか。 

 

山村：私は1978年10月から1980年9月末まで、米国Yale

大学にポスドクとして留学しました。目的は、マウスの

胚操作を学ぶためでした。キメラマウスではなくラット

キメラを作製しろとボス（Prof. Clement L. Markert）

に言われ、当時としては世界で最も多数のキメララット

を作製しました。帰国間近の9月になって、報道関係者

がJohn Gordon博士のところに取材にきているのに気が

つきました。 

  John Gordon博士は、Markert教授のところで学位を

取り、Francis H. Ruddle教授のもとで働いていました。

何を騒いでいるのかと気になりましたが、そのまま帰国

してしまいました。騒ぎの原因がわかったのは、その年

の12月になってからでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA.という科学誌に発表され

ましたが、単離したＤＮＡをマウス受精卵に注入して、

初めてトランスジェニックマウスの作製に成功したとい

う論文でした。 

  現在でも、トランスジェニックマウス作製に

はこの40年前の方法が使われていますので、技術

進歩の早い生命科学の領域では、まれな技術では

ないかと思います。     

  ノックアウトマウスについては、1984年にイギリス

のMartin Evans博士がマウスのＥＳ細胞の樹立に成功し

たのが始まりです。1985年には米国のOliver Smithies

博士が、培養細胞を用いて相同組換えに成功し、1987年

にはMario Capecchi博士が、positive-negative 

selection法を開発してＥＳ細胞での相同組換えに成功

しました。この3人が2007年のノーベル医学・生理学賞

を受賞しています。最初のノックアウトマウスそのもの

の論文は1989年に2つのグループから発表されました。

面白いことに彼らはノーベル賞を受賞していません。遺

伝子トラップマウスも同じ年に発表されています。 
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 キーパーソンに聞く 
  福永健司×山村研一 
 
 
                                                                                 当社代表取締役の福永が、当社グループ会社の 
                                                                                    キーパーソンと対談し、グループ各社の魅力を引き出します。 
                                                                                 初回は、当社研究開発担当取締役CTOであり、 
                                                                                 熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授である 

                                                  山村 研一氏です。 

 

対 談 

株式会社トランスジェニック 取締役CTO 
熊本大学生命資源研究・支援センター 

疾患モデル分野 客員教授 

山村 研一 
Ken-ichi Yamamura 

■ Yale University 



 

 

福永：そのような遺伝子改変マウスの歴史を受けて、先

生は可変型遺伝子トラップ法を開発されていますが、会

社設立当時のご苦労についてお聞かせいただけますか。 

 

山村：可変型トラップ法の骨格となる論文を1997年に、

トラップマウスの論文を1999年に発表してから、種々の

申請を行いました。この当時は、国をあげて大学発ベン

チャーを作ろうという機運が高まっており、これを促進

するため科学技術振興事業団（現、国立研究開発法人科

学技術振興機構）が「新規事業志向型研究開発成果展開

事業」の募集を始めるとのことでした。そこで、この遺

伝子トラップマウスの研究が、申請内容としてはぴった

りだと言われ、応募することにしました。その結果、

1999年度から2001年度までの3年間の予定で採択され、

大規模にトラップマウスの作製を始めました。しかし、

今までの研究室レベルでは作製するのはせいぜい10系統

にすぎませんでしたが、事業としては100倍の1000系統

を目指すことになりました。この量的な違いだけでも、

大変な困難がともないました。効率と品質は、技術者

の資質に関わります。研究室では資質のある技術者が

1人いれば事足りますが、事業となると100人揃えなけれ

ばなりません。しかし、同じ資質を持つ人材を100人揃

えるのは非常に難しいということを改めて認識しました。 

いくら一流の技術でも、事業化となると種々の理由

で実現が難しい例は色々あると思いますが、バイオで

はスケールアップだけでも困難がともなうことを身を

もって経験したのです。また、社員の入れ替わりが激し

く、創業時メンバーで今でも残っているのは私だけです。 

 

福永：研究成果を事業化する困難さがうかがわれます。

一方で、先生は長年国立大学で教鞭をとられてきて様々

な問題に直面されてきたと思います。教育者の視点から、

現在の大学教育のあり方についてお聞かせ願えますか。 

 

山村：これは大きな問題で、本気で語ると三回分ぐらい

の分量になってしまいます。ここでは戦略・戦術的なこ

とはやめて、理念的なことだけお話ししたいと思います。

大学の役割は、教育、研究、社会貢献とよく言われます

が、この言葉で語り始めること自体が誤りであると思い

ます。この言葉には、理念が含まれていません。 

  理念を語るには、最後の海軍大将と言われた井上成

美が、海軍兵学校の校長に、上層部からもっと砲術等の 

 

 

 

 

 

 

専門を教えろと言われた時の言葉を引用したいと思いま

す。「世間に出てすぐに役に立つ教育は丁稚教育である。

目先の実務はできるが、情勢に大きな変化が起こった場

合、自ら判断し自ら事に処することができない。直接役

立つ若者だけを養成するのであれば、各種の術科専門学

校だけを残し、兵学校を廃止すべきである。兵学校の存

在意義は、20年後30年後に、真に日本の運命を背負って

立てるようなポテンシャルを持った人材の養成である。

そのためには、軍事学の時間を削減しても、国語や歴史

等の普通学をもっと充実する必要がある。」この言葉中

の「兵学校」を「大学」と置き換えればいいと思います。

1999年に高度専門職業人の養成に特化した大学院の修士

課程（専門大学院）が制度化されました。これはバブル

が弾け、民間企業が即戦力となる人材を大学に受け持た

せる目的で設置されたものだと思います。すぐに役に立

つ人材が欲しいのなら専門学校を充実させればよく、大

学に求めるべきではないと思います。大学の役割は、

国家にとっても、企業にとっても、将来その運命

を背負って立てる人材育成であると考えています。 

 

 

 

 

トランスジェニック設立 

データ引用 
経済産業省  
「平成29年度産業技術調査事業 
（大学発ベンチャー・研究シーズ実態調査）」 

■ 大学発ベンチャー数の推移 

対 談 
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福永：大学教育には、国や組織を背負って立つ人材の育

成という理念が必要だということですね。では次に、日

本の科学技術振興に係る大学の研究現場における諸問題

についてお聞かせ願えますか。 

 

山村： 二つだけお話ししたいと思います。一つ目は、

運営費交付金の問題です。平成16年4月に、国立大学

が国立大学法人に移行したことに伴い、予算の枠組みが

国立大学特別会計から一般会計に移されました。 

  この制度変更によって、毎年1％ずつの減額が始ま

りました。運営費交付金は2004年度の1兆2415億円から

2018年度の1兆882億円まで、1533億円も減額されました。

有名になったＰＤ- 1ですが、本庶先生が発見されたの

が1992年で、「オプジーボ」が発売されたのは2014年で

す。つまり、22年もかかっています。生命科学系では研

究成果が出るまでには長い時間がかかり、基礎研究はそ

の間も継続する必要があるのです。競争的資金だけでは、

それが途切れれば研究は中断します。中断しないために

は基盤となる研究費が必要で、運営費交付金がその財源

となります。その運営費交付金を充実させ、研究を継続

させる資金を担保する政策が必要と思います。 

  二つ目は、テニュアトラック制度を見てみたいと

思います。これは若手研究者に、自立性と活躍の機会を

与える仕組みとして2006年度から導入されたものです。

米国等ではうまく機能しており、任期を定めて助教や准

教授からスタートし、一定の年数ごとに評価し、基準を

満たせば昇格、最終的には専任教員として終身雇用とな

るシステムです。米国で成功している理由は、その背景

に研究費の申請が年3回可能なこと（日本では年1回）、

基盤研究に当たる研究費をいくつでも応募できること

（日本では1つ）、研究費を大きく獲得すればテクニ 

 

 

 

 

 

シャンやポスドクを雇用できること等の対応がされてい

ることがあります。このような仕組みの構築が必要なの

に、日本ではまったくなされていません。これではうま

くいくとは思えません。山本周五郎の「天地静大」とい

う小説に次のような文章があります。「一国の進化には

体系がなければならない。他国が何百千年にわたって順

次、発明し発達させてきたものを、その結果だけ取り入

れ、その借りた結果を土台として文明を作り上げるとす

れば、根のない木に咲く花のように、真実の実を結ぶこ

とはないだろう。」。これは卓見で政治家にしたいくら

いです。 

  これまで「21世紀ＣＯＥプログラム」（2002年か

ら）、「グローバルＣＯＥプログラム」（2007年から）

等の研究支援プログラムが実施されています。個人的な

意見としては、これらの経費を全て科学研究費補助金に

つぎ込み、例えば一番研究費が低い基盤研究Ｃ（総額

500万円以下）においても、その10倍ぐらいに増額し、

ポスドクやテクニシャンを雇えるようにするべきと思い

ます。研究は、本来団体戦ではなく個人戦です。東大と

熊大を戦わせれば東大が勝つに決まっています。しかし、

東大の一研究者と熊大の一研究者が戦えば、勝負はわか

りません。研究費は組織にではなく、個人に配るべ

きものと思います。 

 

 

 

 

 

■ 国立大学法人運営交付金等の推移 

出典 一般社団法人国立大学協会資料(2018年） 

対 談 
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福永：研究現場の問題がよく分かりました。このような

環境の中においても、当社としては前進していかねばな

りませんが、昨今、ゲノム編集技術などテレビ番組でも

一般向けに取り上げられるようになり遺伝子改変が身近

に感じられるようになってきました。これらの技術の今

後の展望についてお聞かせ願えますか。 

 

山村：マウス等を用いて作製した遺伝子改変マウスが、

遺伝子機能の解析やヒト疾患の病態解析に大きな威力を

発揮したことは間違いありません。しかし、これからは

治療法の開発に応用できる疾患モデルが求められる時代

になってきました。しかし、アルツハイマー病のマウス

モデルを用いて効果ありとされた新薬が、実際のヒトの

臨床試験での脱落率が99.6％であるとの論文が発表され

ました。したがって、マウスモデルについては岐路に来

ていると思います。この意味で、TG社は、中国の金港社

と共同研究契約を結びましたが、カニクイザルモデルに

も注目しています。一方で、CRISPR／Cas9というゲノム

編集技術が登場したことによって、今まで不可能だった

実験が可能となり、この技術により、受精卵での遺伝子

破壊が行えるようになりました。それだけではなく、臓

器レベルでの ゲノム編集も可能となり、遺伝子発現を

調節することによって肝細胞で膵臓のベータ細胞を分化

誘導できたという驚くべき論文も出ています。つまり、

ゲノム編集技術を用いてまずモデルを作製し、そのモデ

ルマウスの臓器レベルでの治療実験、特に遺伝子治療実

験が行われつつあります。ヒトでの治療を想定した

場合、マウスをできるだけヒトに近づける必要が

あると思いますが、TG社では、遺伝子のエクソンだけを

ヒト化する方法を開発し、特許申請しました。この方法

だと正常な発現パターンを保つことができます。また、

ES細胞等の幹細胞やがん幹細胞を用いてin vitroで培養

し、3次元構造を持つ臓器やがんを再現するスフェロイ

ドあるいはオルガノイド技術が発展しています。TG社で

も、京大とそのベンチャーである京ダイアグノスティク

ス社と連携して大腸がんのスフェロイド形成技術を導入

しました。個体を用いずに臓器を再生する技術にも注目

しておく必要があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福永：技術の進化を通じて、当社も社会貢献をしていき

たいと思います。最後に、先生は、2017年に熊本大学

を退官され、本社移転とともに福岡に転居されましたが、

福岡の印象はいかがでしょうか。 

 

山村：福岡には、小学3年から中学2年まで、西鉄の雑餉

隈駅の近くに住んでいました。それから、54年ぶりに福

岡で暮らすようになりましたが、転居してきて三つのこ

とに気がつきました。いずれも食に関することで、高尚

な話ではありませんが、遺伝学とも関連することです。 

まずは、うどんです。私の周りには腰のあるうどんが好

きな人が多いのですが、私は、かねがね柔らかいうどん

が好きで、不思議でした。福岡はうどんでも有名ですが、

もともと柔らかいのが特徴だという話を聞き、納得しま

した。二つ目は、鶏肉のそぼろご飯です。これもなぜか

好きな食べ物の一つでしたが、今まで住んでいた大阪、

神戸、松本、富山ではあまりお目にかかれず、不思議で

したが、答えがわかりました。東筑軒はかしわめしで有

名ですし、新天町の釜めしビクトリアでは博多釜めし

（そぼろ）があります。また、大丸の地下でも堂々とか

しわ飯を売っています。福岡ではきわめて一般的な料理

だったのです。三つ目は、魚の鯖です。昔から鯖が好 

きで、マグロより好きでした。普通は高級なマグロの方

が人気があるのですが、なぜこんな安い鯖が好きなのか

不思議でした。福岡には、福岡名物ごま鯖がありますし、

鯖の塩焼き定食しかない「真」という店もあります。小

さい時に食べたこれらの味が脳に焼き付いていたことが

分かりました。マウスでは、生後１週間の間にシナプス

形成が終了し、この間に経験したことが脳にインプット

されます。ネズミは、過去の歴史で狐の匂いが嫌いなも

のだけが生き残っています。これが遺伝的な知識として

インプットされています。ところが、シナプス形成が行

われる生後1週間の間に、狐の匂いを嗅がせると、その

匂いを好きになってしまうそうです。遺伝的な知識が塗

り替えられてしまうということです。人間では生後にシ

ナプス形成は始まり、老齢になっても発達するそうです

から、子供の頃の環境からのインプットは、後々まで残

るのだと思います。三つ子の魂百までとはこのことを指

すのでしょう。 

 

 

福永：本日は、お話ありがとうございました。では、お

昼になりましたので、うどんでも食べに行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

対 談 
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２０１９年５月２２日に核酸医薬開発ベンチャーである

株式会社ボナックとトランスジェニックグループは、同

社の核酸医薬品パイプラインの拡充及び実用化加速を目

的として包括業務提携をしました。 

既にトランスジェニック神戸研究所内に、同社の研究エ

リアを設置するとともに、随時、同社開発チームとトラ

ンスジェニックグループ各社研究員で構成される会議を

開催し研究開発活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核酸医薬とは、ＤＮＡやＲＮＡといった遺伝情報

を司る物質「核酸」を医薬品として利用するものです。

従来の低分子医薬品や抗体医薬品では狙えない細胞内の

ｍＲＮＡやｍｉＲＮＡ等の分子を創薬ターゲットにする

ことが可能であり、遺伝性疾患、がん、その他インフル

エンザやウイルス感染症等の次世代医薬品として期待さ

れています。 

 

 グループ紹介・トピックス  
 

  ～株式会社ボナックとの取り組み～ 
 
  ～株式会社ＴＧＭの取り組み～ 
 

ボナックとの業務提携推進会議 

グループトピックス 

札幌ジェネティックラボにて試験打合せ会議 

ボナックホームページより引用 

人 細胞 
（約60兆個） 

染色体 
（23対46本） 

DNA 
（タンパク質の設計図） 

DNA 

転写 翻訳 制御 

miRNA 

mRNA タンパク質 生体反応 

核酸医薬品 
低分子医薬品 
抗体医薬品 

※株式会社ボナック 
設 立 2010年２月 
代表者 林 宏剛 
資本金 3,877百万円 
本    社    福岡県久留米市合川町1488-4              
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福島県モンスタープロジェクト参画 
 

現在、ＴＧＭは福島県双葉郡楢葉町で進行中の国内最大

規模のガラス加工工場建設事業、通称「モンスタープロ

ジェクト」に参画しています。同工場には国内最大規模

（モンスターサイズ）のガラス加工設備が導入されるほ

か、省人化、省力化を考慮した最新の設備およびロボッ

トが導入されます。ＴＧＭは同プロジェクトの成功を通

じて震災復興の一助につなげたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主力・注力製品 

 

ＴＧＭが国内メーカーに対して導入を注力している設備

は自動倉庫装置です。これは、倉庫に保管されている

状態のガラスを、ガントリークレーン、シャトルなどの

装置によって、ガラス切断機へ自動的に搬送する装置で

す。昨今の人材難の問題に対して省人化、省力化ができ

るという点と大きなガラスをオペレーターが搬送する際

の危険性を回避できる点で好評を得ております。 

当社が代理店を務めるＢｏｔｔｅｒｏ社はこの分野で世

界一位の実績を誇っています。 

 

 

グループトピックス 

株式会社ＴＧＭは、２０１９年４月より当社グループに加入しました。 

同社は、世界最先端のガラス加工設備の導入からメンテナンス、エコガラス（複層ガラス）用資材の輸入販売を 
行っています。 
省エネ対策で複層ガラスの需要が伸びており、市場拡大と共に成長しています。 
 

■ モンスタープロジェクト 

シャトルシステム 

ガントリークレーン 

■ 自動倉庫装置 

※株式会社TGM 
設 立 2003年8月 
代表者 弘中 崇 
資本金 33百万円 
本    社   東京都千代田区 
    三番町7-14             
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おすすめスポット 

TGグループ社員による 

おすすめスポット紹介 

福岡散歩 

全国にあるグループ拠点から、社員が現地のおすすめスポットをご紹介します 

今回は 
トランスジェニック管理本部の田畑が 
福岡のおすすめ情報をお届けします。 

福岡屋台 
 

福岡と言えばやっぱり屋台です！定番ですが、ぜひ立ち寄って

いただきたい場所のひとつです！ 

中洲、天神、長浜エリアに100軒もの屋台があって、ラーメン

はもちろん餃子、焼き鳥や天ぷらなどが楽しめます。 

そもそもこれらの屋台は、昭和20年代の戦後の混乱期の仮設店

舗が始まりだそうです。最盛期には400軒ほどあったようです

が、衛生面や場所使用料で社会問題化し、「原則一代限り」の

ルールが確立して数は減少していきましたが、それでも愛され

続ける屋台は、マルシェ風のスタイリッシュなお店が登場する

など、新たなステージに向かっています。 

屋台の営業開始は早くて18時、店舗によってまちまちです。内

外の観光客の方たちや地元の方たちと狭い座席を譲り合って食

すグルメとコミュニケーションを楽しんではいかがでしょうか。 

そして福岡の美しい夜景もぜひご覧ください！ 

太宰府天満宮 
 

太宰府天満宮は、天神から列車で1時間ほどの距離にあって、学問の

神様といわれる菅原道真公をお祀りしている「学問・至誠・厄除けの

神様」の神社です。みなさんも名前はよくご存じだと思います。全国

約12,000社にも上る天神さまをお祀りする神社の総本宮と称えられ、

毎年多くの参拝者が訪れています。 

受験合格・厄除けをはじめ、人生に関わるさまざまなお願い事の祈願

が有名ですが、境内には約6,000本の梅の木や樹齢1,500年を越える

大樟をはじめ、四季折々の豊かな自然も楽しめます。 

個人的にはグルメがおすすめです！ 

「梅ヶ枝餅」はあんこの入った焼き餅で、お店それぞれの味が楽しめ

ます。また、太宰府ならではの「さいふうどん」もおすすめです！福

岡は知る人ぞ知るうどんのメッカなのですが、太宰府のうどんも出汁

が透き通っていて風味が絶品です！「さいふ」とは「宰府」からきて

いるそうです。お洒落なネーミングだと思いませんか？ 

福岡にお越しの際には、少し足を延ばしてみてはいかがでしょうか。 

～編集後記～ 
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。 
今後もTGグループを皆様にご理解いただくためわかりやすく情報発信してまい
りたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

株式会社トランスジェニック 経営企画室 
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