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1 口腔用組成物 ライオン株式会社 35 カスパーゼ阻害剤 備前化成株式会社

2
新規なテトラペプチドおよびアンジオテ
ンシン変換酵素　阻害剤

末綱　陽子 36
海藻の消化を高める組成及びその組
成による経口育毛剤。

鳴海　徹

3 ヒアルロニダーゼ阻害剤 ライオン株式会社 37
オリゴ糖を含むアポトーシス異常の治
療用薬剤

ラボラトワール・ゴエマー・ソ
シエテ・アノニム

4 アマノリ殻胞子の超低温保存法
農林水産省水産庁西海区
水産研究所長

38 海藻発酵食品およびその製造方法
独立行政法人水産総合研
究センター

5
ガラクト硫酸オリゴ糖、その製造方法お
よびその用途

株式会社白子 39
冷え性改善剤、冷え性改善用組成物、
及びこれらを含む冷え性改善用飲食
物

丸善製薬株式会社

6
脱硫酸化多糖の製造法及び脱硫酸化
ヘパリン

生化学工業株式会社 40 外用剤組成物 ライオン株式会社

7 化粧料 株式会社白子 41
海藻エキスの精製法および該精製海
藻エキス含有茶飲料

長谷川香料株式会社

8 食品素材及びその利用 沖　千嘉之輔 42
経口養育毛剤及び該養育毛剤を含有
する飲食品

ライオン株式会社

9
新規なペプチドおよびアンジオテンシ
ン変換酵素阻害剤

末綱　陽子 43
体脂肪減少効果を有する飲食物及び
外用組成物

ライオン株式会社

10 ポルフィランの製造方法 沖　千嘉之輔 44
紅藻またはそのスタノール成分を含有
する食品

池川　信夫

11 ポルフィランを製造する方法 沖　千嘉之輔 45
微粉末食品を水溶性材料粉末に付着
させた複合食品

有限会社鍵庄

12 抗消化性潰瘍剤 昭和産業株式会社 46
新規なペンタペプチド、テトラペプチド
およびアンジオテンシン変換酵素阻害
剤

末綱　陽子

13 海苔から得られるペプチド混合物 株式会社白子 47
海藻含有組成物、キット製品およびそ
れらの用途

赤穂化成株式会社

14
アマノリ属海藻からのポリペプチドの製
造方法

堀内食品工業株式会社 48 微粉末海苔を使用した健康食品 株式会社鍵庄

15
ペンタペプチド、その製造方法および
その用途

株式会社白子 49 微粉末海苔を用いた便秘改善剤 株式会社鍵庄

16 健康食品用基剤およびその製造方法 堀内食品工業株式会社 50 ポルフィランの製造方法
財団法人佐賀県地域産業
支援センター

17
ポルフィランの精製方法及びポルフィラ
ン精製物

株式会社山本海苔店 51
海藻水溶性成分の抽出方法および抽
出物の用途

株式会社白子

18 超微粉末海苔及びその応用 有限会社鍵庄 52
海藻油溶性成分の抽出方法および抽
出液の用途

株式会社白子

19 肝臓障害改善剤 株式会社白子 53
アマノリタンパク質含有組成物および
食品

株式会社白子

20 スリミング剤 ライオン株式会社 54 血液流動性改善性健康食品 株式会社白子

21 海苔の酵素分解物およびその用途 株式会社白子 55 化粧料 株式会社白子

22
リン吸収阻害剤及びナトリウムイオン吸
収阻害剤並びにそれを含む治療剤及
び食品

日清紡績株式会社 56
抗酸化作用と紫外線吸収作用を有す
る抽出物、皮膚外用剤及び食品

マイクロアルジェコーポレー
ション株式会社

23 頭髪用組成物 ライオン株式会社 57 血管拡張性医薬及び健康食品組成物 株式会社白子

24 栄養バランス食品およびその製造方法 石井　敏次 58 食品タブレットの製造方法 株式会社鍵庄

25 固形剤の製造法
株式会社　ハクジュ・ライフ
サイエンス

59
微粉末海苔を用いたコレステロール低
下剤

株式会社鍵庄

26 超微粉末海苔抽出液及びその応用 有限会社鍵庄 60
細胞活性化物質を含有する海藻抽出
物およびその製造方法

高知県

27 抽出液の乾燥方法 佐藤食品工業株式会社 61 便秘改善用食品およびその製造方法 マルトモ株式会社

28 経腸栄養組成物 日清ファルマ株式会社 62
ポルフィランの抽出方法および製造方
法

佐賀県

29 海藻灰系血圧降圧剤 有限会社　坂本薬草園 63
免疫賦活剤、食品及び液状食品組成
物

独立行政法人科学技術振
興機構

30
活性型インターロイキン１２産生誘導剤
および免疫賦活剤

株式会社白子 64 食欲抑制剤
独立行政法人科学技術振
興機構

31 海藻残滓の有効利用法 株式会社シーフード・ステラ 65 海苔黒酢健康食品 株式会社朝くら

32
天然食物繊維ポルフィラン含有清涼飲
料及び健康食品

株式会社山本海苔店 66 皮膚深部冷却剤
財団法人くまもとテクノ産業
財団

33 海岸喫水線生息褐藻類のエキス化。 株式会社シーフード・ステラ 67 改質ポルフィラン 株式会社白子

34 海苔含有食品 株式会社白子 以下１６点省略
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