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No,10023 公開特許 コエンザイムＱ１０含有保健食品 平.15-17 84点 ￥29,400
No,9750 公開特許 血圧降下性機能食品の製法 平.12-15 109点 ￥25,000
No,8857 〃 〃 平.9-11 59点 ￥23,400
No,8287 〃 〃 平.5-8 80点 ￥34,600
No,9384 〃 カルシウム強化飲料 平.4-13 71点 ￥16,300
No,9209 〃 アレルゲン低減化穀類の製造加工方法 平.5-12 55点 ￥19,700
No,8986 〃 カルシウム吸収促進飲食物 平.5-11 67点 ￥27,400
No,8988 〃 悪酔い予防・治療用組成物 平.5-11 54点 ￥23,400
No,8995 〃 マイタケの処理加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700
No,8996 〃 冬虫夏草の処理加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700
No,8941 〃 霊芝の処理加工方法 平.5-11 64点 ￥24,800
No,8939 〃 カロチンの製造加工方法 平.5-11 58点 ￥23,700
No,8942 〃 カテキンの製造加工方法 平.5-11 60点 ￥23,700
No,8950 〃 アミラーゼ阻害物質の製造加工方法 平.5-11 54点 ￥23,300
No,8961 〃 難消化性澱粉粉の製造加工方法 平.5-11 60点 ￥27,500
No,8913 〃 杜仲エキスの抽出法と製品 平.9-11 45点 ￥18,500
No,8911 〃 繊維強化飲料の製造加工方法 平.9-11 59点 ￥23,000
No,8902 〃 花粉症予防・治療剤 平.5-11 69点 ￥27,300
No,8901 〃 アトピー性皮膚炎の予防・治療剤 平.9-11 71点 ￥28,400
No,8777 〃 健康酢飲食品の製造加工方法と組成物 平.5-10 68点 ￥24,800
No,8679 〃 漢方薬製剤方法と組成物 平.7-10 65点 ￥27,300
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1 免疫増強剤及びその製造方法 アダプトゲン製薬株式会社 35
ヒアルロン酸合成促進剤、コラーゲン
合成促進剤ならびにそれを用いた皮
膚外用剤および飲食物

長瀬産業株式会社

2
麦若葉由来の素材を含む美容健康食
品

株式会社東洋新薬 36 生体内ホルモン誘発食品と製造方法 株式会社ニューエイジ

3 ケール加工物を含む美容健康食品 株式会社東洋新薬 37 健康食品 株式会社アセロラフーズ

4 美容食品 リバテープ製薬株式会社 38
豚皮と鶏冠を用いた健康食品及びそ
の製造方法

近藤　堯

5 機能性食品 リバテープ製薬株式会社 39 舌下吸収による美肌食品 永尾　司

6 健康飲料 日本薬品研究所株式会社 40
皮膚老化防止・改善剤及び／又は肌
荒れ防止・改善剤キット

株式会社ファンケル

7 機能性材料 株式会社エルブ 41 機能性組成物 ユニチカ株式会社

8
経口用肌改善剤、肌改善方法及び肌
改善用食品組成物

キユーピー株式会社 42 飲食品組成物 キユーピー株式会社

9
低分子ヒアルロン酸の抽出方法及び低
分子ヒアルロン酸を含有する食品

株式会社メデイカライズ 43 健康食品及び経口用抗腫瘍剤 アダプトゲン製薬株式会社

10
ヒアルロン酸産生促進剤、該ヒアルロン
酸産生促進剤を配合した皮膚化粧料
及び飲食物

丸善製薬株式会社 44 ＩＬ－１２発現調節剤 生化学工業株式会社

11 ヒアルロン酸化合物の水溶液組成物 株式会社楽 45 抗炎症剤及び抗老化剤 丸善製薬株式会社

12 皮膚外用剤および飲食品 丸善製薬株式会社 46
ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有
する健康食品

株式会社メディカライズ

13 皮膚外用剤および飲食品 丸善製薬株式会社 47 食品組成物 ポーラ化成工業株式会社

14 皮膚化粧料及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 48 ヒアルロン酸蓄積促進用組成物 株式会社ファンケル

15 皮膚化粧料及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 49
低糖及び／又はオリゴ糖の製造方法、
及び、機能性の低糖及び／又はオリゴ
糖

学校法人明治大学

16 皮膚外用剤及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 50 ヒアルロン酸含有ムコ多糖の製造方法 株式会社メディカライズ

17
化粧料組成物及び美容・健康食品組
成物

一丸ファルコス株式会社 51
ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸及び
デルマタン硫酸を含有するムコ多糖の
製造方法

株式会社メディカライズ

18 ヒアルロン酸化合物の水溶液組成体 株式会社楽 52
ヒアルロン酸含有グルコサミノグリカン
の製造方法

株式会社メディカライズ

19
ヒアルロン酸産生促進剤並びに皮膚化
粧料及び美容用飲食品

丸善製薬株式会社 53 肌老化防止剤 株式会社データアクション

20
ヒアルロニダーゼ活性阻害剤、これを
含有する香料組成物、飲食品及び化
粧品。

塩野香料株式会社 54 美容健康食品
焼津水産化学工業株式会
社

21 ヒアルロン酸蓄積促進剤 株式会社ファンケル 55 眼精疲労用飲食品組成物 キユーピー株式会社

22
ヒアルロニダーゼ活性阻害剤、これを
含有する飲食品及び化粧品。

塩野香料株式会社 56 飲食品組成物 キユーピー株式会社

23 皮膚化粧料及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 57
ヒアルロン酸及びＮ－アセチルグルコ
サミンを含有する美容飲料

川崎　善昭

24 水溶性核蛋白入り健康ドリンク フォーデイズ株式会社 58 ヒアルロニダーゼ活性阻害剤 一丸ファルコス株式会社

25
軟骨強化食品サプリメント及びその調
製法

ジョイント　ジュース　イン
コーポレイテッド

59 機能性咀嚼食品及びその製造方法 明治薬品株式会社

26
親水性を向上したヒアルロン酸誘導体
の製造方法

生化学工業株式会社 60 経口用皮膚老化予防・改善剤。
株式会社ジェーシーコミュ
ニティ

27 ヒアルロン酸合成促進剤 一丸ファルコス株式会社 61 内服用組成物 ロート製薬株式会社

28 ヒアルロン酸合成促進剤 生化学工業株式会社 62 経口用皮膚老化予防・改善剤
株式会社ジェーシーコミュ
ニティ

29 皮膚外用剤並びに飲食品 武田食品工業株式会社 63 健康美容食品 石川　尚文

30 乾燥肌改善用キット 株式会社ファンケル 64 食品組成物及びその製造方法 株式会社華舞

31 乾燥肌改善用キット 株式会社ファンケル 65 皮膚老化防止剤 丸善製薬株式会社

32
化粧料組成物及び美容・健康食品組
成物

一丸ファルコス株式会社 66
低分子ヒアルロン酸および／またはそ
の塩、およびその製造方法、ならびに
これを含有する化粧料および…

キユーピー株式会社

33 ヒアルロン酸産生促進剤 一丸ファルコス株式会社 67 低分子ヒアルロン酸の製造方法 八藤　眞

34
グリコサミノグリカン又はその塩を含む
経口投与用医薬品、健康食品又は栄
養薬品組成物

壽製薬株式会社 68
安定化αーリポ酸配合化粧料、育毛
剤び抗肥満用食品

株式会社日本天然物研究
所

以下５点省略
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