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リパーゼ阻害健康食品
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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，８８５－ ￥２３，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，８８５－ ￥２３，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，７５０－ ￥３５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8857 公開特許 血圧降下性機能食品の製法 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
No,7876 〃 〃 平.4-6 58点 ￥26,700
No,7474 〃 〃 平.1-3 69点 ￥27,900
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）
［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 バイオマスの利用
エフ・ホフマン－ラ　ロシユ
アーゲー 33 ダイエット健康食品 徳丸　千之助

2 ダイエット食品 ゼネックス株式会社 34
健康促進成分を有する生成物およびそ
の製造方法

ニチモウ株式会社

3
脂肪細胞分化抑制ペプチド及び当該
ペプチドを有効成分とする脂肪細胞分
化抑制剤

伊藤ハム株式会社 35
新規なトリグリセリド及びそれを含む組
成物

サントリー株式会社

4 肥満防止能を有する高脂質食品 日地　康武 36
リパーゼ阻害剤及び抗肥満剤又は高
脂血症抑制剤

キッコーマン株式会社

5
脱脂米胚芽由来のリパーゼインヒビ
ター

株式会社薬理学中央研究
所 37 リパーゼ阻害剤 御木本製薬株式会社

6 医薬調製物
エフ・ホフマン－ラ　ロシユ
アーゲー 38 リパ―ゼ阻害剤 通商産業省基礎産業局長

7
リパーゼ阻害剤およびこれを添加した
飲食品

株式会社ロッテ 39 皮膚疾患の治療剤 株式会社資生堂

8
脂質代謝改善剤及び脂質代謝改善食
品

株式会社ヤクルト本社 40 脱脂糠由来のリパーゼ阻害物質 株式会社大塚製薬工場

9 小麦由来リパ－ゼインヒビタ－ 協同乳業株式会社 41 リパーゼ阻害剤 株式会社ファンケル

10
新規なタンニン類およびこれを有効成
分とするリパーゼ阻害剤

株式会社ロッテ 42 皮膚外用剤 株式会社資生堂

11 リパーゼ阻害剤 日本製粉株式会社 43
新規α－アミラーゼ阻害活性物質、そ
の製造方法及びその用途

三邦株式会社

12 グリセロリン酸脱水素酵素阻害剤 日本製粉株式会社 44 リパーゼ阻害剤 松浦薬業株式会社

13 リパーゼ阻害剤 日本製粉株式会社 45 リパーゼ阻害剤 湧永製薬株式会社

14 グリセロリン酸脱水素酵素阻害剤 日本製粉株式会社 46 ゲル化剤含有食品及びその製法 カネボウ株式会社

15
リパーゼ阻害剤及び血中トリグリセライ
ド低下剤

日本製粉株式会社 47 リパーゼ阻害剤 松浦薬業株式会社

16 ペットフード 日本製粉株式会社 48 ホップより得られるリパーゼ阻害物質 アサヒビール株式会社

17 脂質増加抑制剤 大日本製薬株式会社 49
動物の体脂肪及び／又は体重を制御
する方法及びそれに使用する医薬組
成物

ウィスコンシン　アラムニ　リ
サーチ　ファンデーション

18 抗肥満剤 ゼリア新薬工業株式会社 50
植物により生成された膵リパーゼ及び
／又は組換えコリパーゼ及び由来ポリ
ペプチドとそれらの取得方法及び利用

メリステム　ザラペウティクス
エス　エー

19 肥満防止食品及びその製造法 日成興産株式会社 51 抗リパーゼ抗体による脂肪吸収の低下
ザイメッド・グループ・ピーエ
ルシー

20 グリセロリン酸脱水素酵素阻害剤 日本製粉株式会社 52 ウレアーゼ阻害剤 王子製紙株式会社

21 グリセロリン酸脱水素酵素阻害剤 日本製粉株式会社 53 微生物性リパーゼ阻害剤 株式会社ノエビア

22
プロシアニジンを有効成分とする抗肥
満剤

サントリー株式会社 54
微生物性リパーゼ阻害剤、及びこれを
含有するニキビ用皮膚外用剤並びにフ
ケ用皮膚外用剤

株式会社ノエビア

23 リパーゼ活性促進剤 一丸ファルコス株式会社 55
リパーゼ阻害剤およびそれを含む飲食
品

アサヒビール株式会社

24
カテキン類を含有する茶抽出物の製造
方法

ミナト製薬株式会社 56
微生物性リパーゼ阻害剤、及びこれを
含有するニキビ用皮膚外用剤並びにフ
ケ用皮膚外用剤

株式会社ノエビア

25 抗肥満剤 ゼリア新薬工業株式会社 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

26
膵リパーゼ活性阻害剤、機能性食品及
び食品添加物

株式会社海藻資源研究所 58
生活の質を改善する新規医薬組成物
ならびに新規食品の製法および用途

株式会社核内受容体研究
所

27
リパーゼ阻害効果を有する食品組成物
および医薬組成物

長瀬産業株式会社 59 リパーゼ阻害剤 株式会社ファンケル

28
化粧料、ペットフード、リパーゼ阻害剤
及びそれを含む食品

日本製粉株式会社 60 摂取物 マルハ株式会社

29
リパーゼ阻害剤およびニキビ用皮膚外
用剤

株式会社資生堂 61
共役トリエン酸系油脂を含有する飲食
品

鐘淵化学工業株式会社

30
カワラケツメイ抽出物及びその製造方
法

株式会社ロッテ 62 リパーゼ阻害剤 カネボウ株式会社

31
肥満改善用の飲食組成物およびこれを
含有する飲食物

株式会社ロッテ 63 リパーゼ阻害剤 昭和産業株式会社

32
リパーゼ阻害剤及びニキビ改善用外用
剤

株式会社資生堂 64 リパーゼ活性阻害剤 有限会社野々川商事

以下３６点省略

リパーゼ阻害健康食品　　　No.975１

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,885    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,885　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,750　）


