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1 抗アレルギー食品 日東電工株式会社 35
ステビア濃縮液剤および皮膚病治療
軟膏その製造方法

株式会社ティーエーステビ
ア

2
アルコールを急速分解する添加剤を
混合した　健康食品と健康飲料

田中　友爾 36
薬用ニンジン品種識別用合成オリゴヌ
クレオチド及び塩基配列

生物系特定産業技術研究
推進機構

3 食品添加剤及び健康食品 謝　心範 37 抗潰瘍薬組成物及びその製法
財団法人製藥工業技術發
展中心

4 化粧用ゲルシート 日東電工株式会社 38 飲料水 工藤　満

5
田七人参、霊芝、アガリクス茸を主成
分とする糖尿・高血圧・肝機能改善剤
およびこれの製造方法

足助薬品株式会社 39 漢方米 田中　友爾

6 育毛剤 文　淳才 40 皮膚化粧料 花王株式会社

7 セラミド産生促進剤 花王株式会社 41 メラニン産生促進剤及び白髪改善剤 丸善製薬株式会社

8
紅豆杉を主原料とした食品及びその製
造法

袁　世華 42 ソフトクリーム及びその提供方法 株式会社ジョイプロ

9
サポニン含有抽出物及びその製造方
法

日本油脂株式会社 43 カルシウム吸収促進剤 有限会社　坂本薬草園

10 植物活性剤 理研ヘルス株式会社 44 育毛養毛用飲食品 一丸ファルコス株式会社

11
薬用人参特有の苦味等の除去された
薬用人参粉末

板垣　嘉四太 45 美爪用飲食品 一丸ファルコス株式会社

12 野菜ジュース 日本デルモンテ株式会社 46 カテプシンＤ産生促進剤 花王株式会社

13 エンドセリン変換酵素阻害剤 花王株式会社 47 糖尿病治療用医薬組成物
サム　チョン　ダング　パー
ム．コ．、エルティディ．

14
サイクリックＧＭＰ特異的ホスホジエス
テラーゼ阻害剤および性的機能障害
改善薬

武田薬品工業株式会社 48 医薬グレードの薬用ニンジン
ファーマプリント・インコーポ
レイテッド

15
豆腐や豆腐粕を主体とした健康食品と
餌料と健康調味料

田中　友爾 49 健康食品 ラシェル製薬株式会社

16 植物抽出物含有養毛・育毛剤 一丸ファルコス株式会社 50 育毛剤 大正製薬株式会社

17
機能性結晶果糖複合剤の製造方法及
び機能性結晶果糖複合剤

久保田　煕 51
高麗人参サポニンとｐｈｅｎｔｏｌａｍｉｎｏ成
分を配合した強精材

及川　二郎

18 血管弛緩剤の組成物
チェイルジェダン　ジュシッ
ケサ

52 抗薬用人参モノクローナル抗体
株式会社産学連携機構九
州

19
人参加工方法及びそれにより製造され
る加工人参

リー・サン・ジュン 53 抗ジンセノシドＲｇ１モノクローナル抗体
株式会社産学連携機構九
州

20
ダイエット健康食品及びダイエット健康
飲料及び化粧品

田中　友爾 54 アポトーシス抑制剤 花王株式会社

21 人参根破砕物からの農薬成分除去法 株式会社神戸製鋼所 55
田七人参含有の味噌調味料、及びそ
の製造方法

株式会社太平洋健康セン
ター

22 人参エキスからの農薬成分除去法 株式会社神戸製鋼所 56 光老化防御剤 一丸ファルコス株式会社

23
粉末状天然真珠を主成分とする滋養
強壮剤の製法とその利用方法

有限会社　ピュア・センチュ
リー

57
薬用人参、西洋人参及び田七人参な
どからなる生薬及びその抽出物、食
品、医薬部外品並びに医薬品

救心製薬株式会社

24
保湿性植物抽出物を含有する化粧料
組成物

一丸ファルコス株式会社 58
七福参寿酒及び七福参寿錠の組成及
び効果効能

陳　中元

25
糖尿病の予防・治療製剤および該製
剤を用いた糖尿病の予防・治療方法

有限会社ヒューマンテック 59 海洋深層水を利用したスポーツドリンク 小谷　和弘

26 癌進行抑制剤および抗癌剤
株式会社ユース・テクノコー
ポレーション

60 皮下脂肪減量用お茶 江東　良一

27 パスタ類の製造方法 徐　貴榮 61 抗炎症性組成物 株式会社ツムラ

28 生薬入りだししょうゆ 板倉　啓子 62
皮下脂肪減量用飲料及びその製造方
法

江東　良一

29 健康飲食品 株式会社ヤクルト本社 63 体脂肪代謝分解促進剤の製造方法 横山　恒登

30 食品組成物 株式会社ファンケル 64 抗アレルギー性組成物 日東電工株式会社

31
霊芝胞子を入れた混合食品と飼料添
加物

田中　友爾 65
脂肪減量用飲料及び脂肪減量用飲料
の製造方法

銀座薬品工業株式会社

32 薬用人参培養苗の製造方法
生物系特定産業技術研究
推進機構

66 液体組成物 大正製薬株式会社

33
蒸熟機能を有する家庭用湯煎器及び
これを用いた紅参エキス製造方法

大熊電氣産業株式會社 67 制癌性健康食品及び健康食品添加剤 田中　秀明

34 活力促進食品およびその製造方法 株式会社シャブロン 68 糖尿病治療用組成物 リー　スン　ヨン
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