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1 ローヤルゼリーの鮮度の鑑別法 ポーラ化成工業株式会社 33
神経調節剤、その製造方法、それを含
有する食品製剤、化粧品製剤及び神
経調節組成物

社団法人全国ローヤルゼ
リー公正取引協議会

2
ハイビスカスエキスを含有するローヤル
ゼリー組成物

ポーラ化成工業株式会社 34
ローヤルゼリー含有食品およびその製
造方法

ジェーアールジェー製薬株
式会社

3 女性ホルモン異常障害改善剤 有限会社野々川商事 35
ローヤルゼリー抽出物、その製造方
法、それを含有するエストロゲン欠乏症
治療剤及び食品製剤

アピ株式会社

4
シートパック化粧料、飲用カプセル及
び飲用錠剤

株式会社アリエ 36
ローヤルゼリー又はその水溶性画分を
有効成分とする抗うつ性組成物

株式会社山田養蜂場

5
常温保存できる低カロリー調製ローヤ
ルゼリー

徐　瑩瑩 37 ローヤルゼリーの精製用器具 山口　喜久二

6 プロテインキナーゼＢ活性化剤 ポーラ化成工業株式会社 38
８－ハイドロキシ－２′－デオキシグア
ノシン生成抑制剤とその用途

林原　健

7 ＭＡＰキナーゼ活性化剤 ポーラ化成工業株式会社 39 生体リズム応用キット 日東薬品工業株式会社

8 アポトーシス抑制剤 ポーラ化成工業株式会社 40 加水分解卵殻膜含有飲料 長谷部　由紀夫

9
ローヤルゼリーの精製方法及びその装
置

山口　喜久二 41
化粧品組成物及びそれを用いた化粧
品

中央出版株式会社

10 消臭組成物および消臭方法 長瀬産業株式会社 42 免疫賦活用組成物 株式会社山田養蜂場

11 口腔用消臭剤 長瀬産業株式会社 43 脂溶性物質含有水性液剤 ゼリア新薬工業株式会社

12 ＤＮＡ合成促進剤 ポーラ化成工業株式会社 44 機能性食品、その製造方法及び医薬 竹中　陽子

13 アルブミン合成促進剤 ポーラ化成工業株式会社 45
デセン酸を高含有するローヤルゼリー
エキスの製造法

株式会社山田養蜂場

14 糖尿病医薬および健康食品 松浦薬業株式会社 46
カルシウム吸収促進作用を持つ素材を
含むローヤルゼリー糖衣錠ならびにそ
の製造法

株式会社山田養蜂場

15
コラーゲン産生増強剤の製造方法とそ
の用途

株式会社林原生物化学研
究所

47
ステビア由来成分含有飲食物及びそ
の製造方法

大竹　忠

16 育毛促進剤及び育毛用の皮膚外用剤 ポーラ化成工業株式会社 48
更年期における交感神経性の血管異
常収縮改善用組成物

株式会社山田養蜂場

17 リパーゼ阻害剤 株式会社ファンケル 49 抗菌剤
ジェーアールジェー製薬株
式会社

18
緩衝液からなるローヤルゼリーの鮮度
保持剤

ポーラ化成工業株式会社 50 更年期障害の予防改善剤 日清ファルマ株式会社

19
ローヤルゼリーを含有する食品および
薬剤

山口　喜久二 51
エストロゲン様作用剤及びその製造方
法、並びに骨粗しょう症予防剤及び飲
食品

アピ株式会社

20 ローヤルゼリー製剤 ポーラ化成工業株式会社 52
ローヤルゼリー又はその処理物の水溶
性画分から得られる特定の分子量画
分を有効成分とする気分の…

株式会社山田養蜂場

21 粉末含有錠剤 株式会社ファンケル 53 ローヤルゼリー由来の降圧ペプチド 株式会社山田養蜂場

22 食品組成物及びその製造方法 株式会社ファンケル 54
ローヤルゼリー由来の抗酸化性ペプチ
ド

株式会社山田養蜂場

23
改良ローヤルゼリー粉末、その製造方
法、およびこれを含むローヤルゼリー
食品

大曽根商事株式会社 55
ローヤルゼリー由来の新規アンジオテ
ンシンＩ変換酵素阻害ペプチド

株式会社山田養蜂場

24 ローヤルゼリーの精製装置 山口　喜久二 56
低アレルゲン化ローヤルゼリー及びそ
の製造方法

アピ株式会社

25
ローヤルゼリーの精製装置及びこの精
製装置に用いるクリップ装置、並びに
チューブ絞り用装置

山口　喜久二 57 新規デセン酸誘導体 株式会社山田養蜂場

26
プロテインキナーゼＣ活性化剤及びそ
れを含有する組成物

ポーラ化成工業株式会社 58 口腔用組成物 株式会社サンギ

27 透明ローヤルゼリー溶液の製造方法 日本養蜂　株式会社 59 保湿剤組成物 大正製薬株式会社

28 細胞賦活剤
株式会社林原生物化学研
究所

60 精製ローヤルゼリー 林原　健

29 細胞培養用無血清培地 ポーラ化成工業株式会社 61 美肌用のキット ポーラ化成工業株式会社

30
ローヤルゼリー製造方法及びローヤル
ゼリー

山口　喜久二 62 新規なローヤルゼリー配合物
ジェーアールジェー製薬株
式会社

31 美肌用内服剤組成物 花王株式会社 63
アルドステロン分泌阻害剤、アンジオテ
ンシン変換酵素阻害剤及び血圧降下
剤

アピ株式会社

32
親水相－親油相融合型ハイブリッド食
品組成物及びその製造方法

浜中　博義 以下１６点省略

ローヤル・ゼリーの処理加工方法　　　No.10064
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