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〃 平.5-8 80点 ￥34,600

カルシウム強化飲料 平.4-13 71点 ￥16,300
アレルゲン低減化穀類の製造加工方法 平.5-12 55点 ￥19,700
カルシウム吸収促進飲食物 平.5-11 67点 ￥27,400
悪酔い予防・治療用組成物 平.5-11 54点 ￥23,400
マイタケの処理加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700
冬虫夏草の処理加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700
霊芝の処理加工方法 平.5-11 64点 ￥24,800
カロチンの製造加工方法 平.5-11 58点 ￥23,700
カテキンの製造加工方法 平.5-11 60点 ￥23,700
アミラーゼ阻害物質の製造加工方法 平.5-11 54点 ￥23,300
難消化性澱粉粉の製造加工方法 平.5-11 60点 ￥27,500
杜仲エキスの抽出法と製品 平.9-11 45点 ￥18,500
繊維強化飲料の製造加工方法 平.9-11 59点 ￥23,000
花粉症予防・治療剤 平.5-11 69点 ￥27,300
アトピー性皮膚炎の予防・治療剤 平.9-11 71点 ￥28,400
健康酢飲食品の製造加工方法と組成物 平.5-10 68点 ￥24,800
漢方薬製剤方法と組成物 平.7-10 65点 ￥27,300

〃 平.4-6 58点 ￥26,700
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1 ユビキノン含有製剤 日清ファルマ株式会社 31 ユビデカレノン含有組成物 東海カプセル株式会社

2
ユビデカレノン組成物及び同組成物を
内容物とするカプセル

三生医薬株式会社 32
コエンザイムＱ１０を含有する水溶性組
成物

日本油脂株式会社

3 ユビキノン含有栄養補助食品 株式会社和漢生薬研究所 33
ユビキノン含有組成物、及び該ユビキ
ノン含有組成物を用いた乳化組成物

日光ケミカルズ株式会社

4 ユビデカレノンカプセル製剤 日清ファルマ株式会社 34 抗ストレス剤 有限会社野々川商事

5 コエンザイムＱ１０含有素材 日清ファルマ株式会社 35 滋養強壮剤 有限会社野々川商事

6 コエンザイムＱ１０
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

36
ユビデカレノン組成物及び同組成物を
内容物とするカプセル

三生医薬株式会社

7 ユビキノン
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

37
コエンザイムＱ１０および水溶性ビタミ
ンを含有する食品

日清ファルマ株式会社

8 グリセリン水
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

38
コエンザイムＱ１０およびアミノ酸類を
含有する食品

日清ファルマ株式会社

9
コエンザイムＱ１０を含有する栄養組成
物

日清ファルマ株式会社 39 ユビデカレノン製剤 太陽化学株式会社

10
血圧降下、心臓強化、動脈硬化防止、
血管保護、抗疲労、運動機能向上、エ
ネルギー代謝効率向上．．．

すこやか食品株式会社 40
ユビキノンを含有する食品およびユビ
キノンの耐光性向上方法

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

11 コエンザイムＱ１０含有乳化組成物 日清ファルマ株式会社 41 コエンザイムＱ１０含有組成物 日清ファルマ株式会社

12 加工食料品 山本　順寛 42 製麹におけるユビキノン増加方法 島根県

13 ユビキノン含有水可溶性組成物 協和ハイフーズ株式会社 43 抗ストレス剤 有限会社野々川商事

14
コエンザイムＱ１０を含有する液状飲用
組成物

田村薬品工業株式会社 44 飲食品 株式会社ファンケル

15
アレルギー性疾患の予防または治療
のためのコエンザイムＱ類を有効成分
とする治療剤または飲食品

日清ファルマ株式会社 45 抗酸化組成物 伊東　忍

16
酸化ストレス特性の診断分析図、これ
を用いた酸化ストレス特性の診断方法
及び機能性食品の．．．

日研フード株式会社 46 脂溶性物質含有水性液剤 ゼリア新薬工業株式会社

17 コエンザイムＱ１０含有組成物 日清ファルマ株式会社 47
活性物質の濃縮物の製法および活性
物質の濃縮物

アクヴァノヴァ・ジャーマン・
ソリュービリセイト・テクノロ
ジーズ．．．

18 ユビキノン－１０の製造法 協和醗酵工業株式会社 48 無水ユビキノン濃縮物
アクヴァノヴァ・ジャーマン・
ソリュービリセイト・テクノロ
ジーズ．．．

19
脂溶性ビタミン含有液状飲食品および
脂溶性ビタミンの安定化方法

協和醗酵工業株式会社 49 コエンザイムＱ１０の製造法 鐘淵化学工業株式会社

20 コエンザイムＱ１０含有飲料 大協薬品工業株式会社 50
溶解性または経口吸収性の改善され
た組成物

協和醗酵工業株式会社

21
月経随伴症状または更年期障害の予
防および／または治療のための医薬
および食品

日清ファルマ株式会社 51
長鎖プレニル２燐酸合成酵素の発現
方法

鐘淵化学工業株式会社

22 機能性ソース
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

52 コエンザイムＱ１０含有組成物 太陽化学株式会社

23
コエンザイムＱ１０を含有する経管経腸
栄養剤

日清キョーリン製薬株式会
社

53 コエンザイムＱ１０含有組成物 日清ファルマ株式会社

24 食品組成物 株式会社ファンケル 54
コエンザイムＱ１０および脂肪燃焼促進
物質を含有する組成物

日清ファルマ株式会社

25
コエンザイムＱ１０を含む飲料及びその
製造方法

アサヒ飲料株式会社 55 抗酸化能増強食品 株式会社東洋新薬

26 ユビキノン含有食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

56
一般食品、保健機能食品または健康
補助食品の機能増強組成物及びその
方法

明治製菓株式会社

27 ユビデカレノン類の水溶化製剤の製法 太陽産業株式会社 57 ユビデカレノン含有組成物 日清ファルマ株式会社

28 ユビキノン含有密閉容器入り飲料
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

58
安定化されたユビデカレノン組成物お
よびユビデカレノン組成物の安定化方
法

日清ファルマ株式会社

29
発光酵素を用いた脂肪酸コエンザイム
Ａの製造方法

チッソ株式会社 59 コエンザイムＱ１０製剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

30 ユビキノン含有滋養強壮剤 大正製薬株式会社 60
ユビキノン高含有酵母又は植物の作
製方法、及び、該ユビキノン高含有酵
母又は植物を用いた．．．

関西ティー・エル・オー株式
会社

以下２４点省略

コエンザイムＱ１０含有保健食品 　　　No.10023
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