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1
メラトニン酵母を利用した美容・健康向
け組成物

一丸ファルコス株式会社 36 複合化食品素材 越後製菓株式会社

2 酵母含有食品及びその製法 鐘紡株式会社 37 新規酵母及び酵母エキス 日本たばこ産業株式会社

3 酵母エキスの製造法 サッポロビール株式会社 38
レトルト食品のレトルト臭改善剤及び該
改善剤を含有したレトルト食品

株式会社興人

4 ＮＡＤ及びグルタチオン高含有酵母 株式会社興人 39 豆乳製品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

5 酵母エキスの製造方法 鐘淵化学工業株式会社 40 乾燥ビール酵母食品 株式会社ファイン

6 魚醤油の風味改良方法 日本製紙株式会社 41
高リボ核酸含有ビール酵母菌体および
その製造方法

サッポロビール株式会社

7
酵母エキス組成物およびそれを得るた
めの酵母変異株

旭化成工業株式会社 42 グルタチオン増強用組成物 株式会社ファンケル

8
調理感の付与された調味料の製造方
法

味の素株式会社 43
新規酵母、及び発酵調味料の製造方
法、及びバイオリアクター

佐賀県

9 肉類用発色剤 アサヒビール株式会社 44 ソフトカプセル剤およびその製造方法 株式会社ファンケル

10 酵母エキス及びその製造方法 サッポロビール株式会社 45 酵母エキスの製造方法 アサヒビール食品株式会社

11 調理冷凍食品の製造法 株式会社食研 46 脂質含有酵母の製造方法 池田食研株式会社

12 酒粕酵母エキスおよびその製造方法 旭化成工業株式会社 47 酵母エキスの製造方法 明王物産株式会社

13 酵母組成物 鐘淵化学工業株式会社 48 酵母抽出物由来の香味料 マーロウ・フーズ・リミテッド

14 酵母エキスの製造法 麒麟麦酒株式会社 49
酵母エキス組成物及びそれを得るため
の酵母並びに酵母エキス組成物の製
造法

日本たばこ産業株式会社

15 酵母エキスの製造方法 サッポロビール株式会社 50 食品の風味増強用素材の製造法 味の素株式会社

16 甘味改善剤及びそれを用いた食品 株式会社興人 51
ペースト状酵母エキス及びその製造方
法

株式会社興人

17 コ―ティング剤 麒麟麦酒株式会社 52
抗酸化物質とオクタコサノルとβ－グ
ルーカンを含有する発酵飲料とその製
造方法

朴　正鎬

18 食品組成物 株式会社ファンケル 53
γ－グルタミルシステイン産生酵母とそ
のスクリーニング法

味の素株式会社

19 植物発酵食品 株式会社王樹製薬 54 γ－グルタミルシステイン産生酵母 味の素株式会社

20 免疫機能賦活剤及び飲食物 サルデ薬品株式会社 55 調味料の製造方法 株式会社興人

21 美容および健康向け組成物 メルシャン株式会社 56
芳香性酵母または芳香組成物の製造
方法、それを用いた芳香性発酵飲食
品およびその製造方法

アサヒビール株式会社

22 グルタチオン生合成阻害剤 アサヒビール株式会社 57
畜肉食品の肉色改善剤および畜肉食
品

日本製紙株式会社

23 酵母抽出エキスの製造法 萩原　義秀 58 酸化型グルタチオン高含有酵母 株式会社興人

24 育毛および発毛用栄養補助食品 株式会社アートネイチャー 59
汎用基本調味料の製造方法及びその
使用

味の素株式会社

25 魚醤油調味料 鐘淵化学工業株式会社 60 酵母エキスの製造方法 長谷川香料株式会社

26 酵母を配合するミネラル強化流動食 味の素株式会社 61 γ－グルタミルシステインの製造法 味の素株式会社

27
酵母細胞壁画分からなる薬理用組成
物

麒麟麦酒株式会社 62 液状調味料およびその製造法
有限会社札幌グリーントッ
プ

28 食品の退色防止方法 田辺製薬株式会社 63 乳酸菌の製造法 わかもと製薬株式会社

29 加熱調理フレーバーの製造方法 長谷川香料株式会社 64
ビール酵母エキス（含有グルタチオン）
とビフィズス菌とオリゴ糖（ラクチュロー
ス）を含有する健康食品。

株式会社クリアティス・ダム

30 紅麹健康補助食品 株式会社夢海馬 65 γ－グルタミルシステインの製造法 味の素株式会社

31
システイニルグリシン高含有食品素材
および食品の風味増強剤の製造法

味の素株式会社 66
魚節フレーバー組成物および該フレー
バー組成物を含有する食品類

川崎　清光

32
グルタチオン含有酵母エキスを含む組
成物

宮坂　忠雄 67 腎機能低下の予防剤及び改善剤 麒麟麦酒株式会社

33
調味材、調味材の製造方法及び調味
材を用いた食品の製造方法

ハウス食品株式会社 68
グルタチオン高含有酵母およびそれを
培養して得られる食品又は医薬品、又
は化粧品用素材

鐘淵化学工業株式会社

34
５’－ヌクレオチド高含有酵母エキスの
製造方法

株式会社興人 69 酵母エキスの製造方法 森永乳業株式会社

35
離水防止作用を有する酵母細胞壁画
分

麒麟麦酒株式会社 70 γ－グルタミルシステインの製造法 味の素株式会社

以下２０点省略
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