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1
食品の香味劣化抑制剤並びに抑制方
法

小川香料株式会社 32
ダイズサポニン類誘導体を含有した抗
酸化食品素材

株式会社大阪薬品研究所

2 抗酸化性組成物
築野ライスファインケミカル
ズ株式会社

33 抗酸化剤及び皮膚外用剤 カネボウ株式会社

3
発酵組成物、並びに該発酵組成物を
含有する抗アレルギー性組成物及び
抗酸化性組成物

株式会社東洋発酵 34 ネギ属植物処理物
北海道ティー・エル・オー株
式会社

4
水溶性抗酸化剤及び天然色素の褪色
防止剤

大日本インキ化学工業株式
会社

35 抗酸化剤及び皮膚外用剤 カネボウ株式会社

5 インクジェット記録用紙の製造方法 特種製紙株式会社 36
抗酸化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

6
高度不飽和脂肪酸エステル類の保存
方法

ホシザキ電機株式会社 37 抗酸化剤 雪印乳業株式会社

7 抗酸化剤 株式会社山喜 38 酵素処理イソケルシトリン組成物 東洋精糖株式会社

8
油脂調理食品の親油性酸化防止剤お
よびその製造方法

長谷川香料株式会社 39
抗酸化油脂の製造方法、緑色油含有
食品及び緑色乳化食品

株式会社ユニカフェ

9 顆粒状食品およびその製造方法 ピジョン株式会社 40
ケフィアを用いた抗酸化剤、これを用
いた糖尿病治療剤、ＤＮＡ修復作用を
有する組織修復剤及び健康食品・・・

日本ケフィア株式会社

10 油脂の安定化方法 鐘淵化学工業株式会社 41 抗酸化組成物 ポーラ化成工業株式会社

11 酸化安定な組成物 太陽化学株式会社 42 新規な酸化防止剤及び酸化防止方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

12 酸化防止剤 三菱化学株式会社 43
水溶性ゴマ種子抽出組成物及びその
利用

九鬼産業株式会社

13 酸化防止剤 三菱化学株式会社 44
食品用抗酸化剤及び酸化安定性に優
れた水中油型乳化食品

味の素株式会社

14 抗酸化剤及びこれを含有する組成物 有限会社オフィスクワジマ 45 抗酸化剤 セーレン株式会社

15 ジヒドロカルコンを含有する抗酸化剤 日研化成株式会社 46 抗酸化剤 多田　幹郎

16 醤油粕由来の抗酸化組成物 盛田株式会社 47
抗酸化活性を有する野茨の抽出物、
野茨の抽出物の製造方法および野茨
の抽出物を含む組成物

エロムライフ、カンパニー、リ
ミテッド

17
セサミノール配糖体、その製造方法及
び抗酸化剤

丸善製薬株式会社 48 鮮度保持剤及びその製造方法 株式会社朋栄

18 緑色用色素製剤 三菱化学株式会社 49 抗酸化剤 池田食研株式会社

19
抗酸化性の高い発酵ジャム及びその
製造法

雪印食品株式会社 50
抗菌作用および抗酸化作用を有する
乳酸菌培養液で処理された魚介類

日本水産株式会社

20 酸化防止剤 三菱化学株式会社 51 抗酸化剤
株式会社　日本薬用食品
研究所

21
藻類由来の生理活性物質を利用した
医薬、食品または飲料

宝ホールディングス株式会
社

52 抗酸化性組成物 ユーハ味覚糖株式会社

22 抗酸化剤及びそれを含有する飲食品
焼津水産化学工業株式会
社

53
抗酸化剤、コラゲナーゼ活性阻害剤、
ヒアルロニダーゼ活性阻害剤、皮膚外
用剤、化粧料及び食料品

株式会社ニチレイ

23
抗酸化剤、一酸化窒素産生抑制剤、
抗潰瘍剤およびその薬剤成分を含有
する加工食品

日本バイオ株式会社 54
食品用抗酸化剤及び酸化安定性に優
れた水中油型エマルジョン食品

クノール食品株式会社

24 抗酸化剤 日水製薬株式会社 55
美白剤、抗酸化剤、コラゲナーゼ活性
阻害剤、ヒアルロニダーゼ活性阻害
剤、老化防止剤、皮膚外用剤・・・

株式会社ニチレイ

25
抗酸化能増強剤及びその製造方法並
びにその使用方法

雪印食品株式会社 56
抗酸化剤、それを用いた食品及び化
粧品

カネボウ株式会社

26 健康に良い食品の製造方法
株式会社ポッカコーポレー
ション

57
ハマナス類の花弁を用いた抗酸化剤、
ビタミンＣ安定化剤、便臭消臭剤又は
加齢臭消臭剤

山岸　喬

27 飲食品の製造方法
株式会社ポッカコーポレー
ション

58 植物抽出物含有組成物 ライオン株式会社

28 抗酸化剤の製造方法 三菱化学株式会社 59
ハーブ系酸化防止剤及びその製造方
法

三菱化学株式会社

29 皮膚外用剤および飲食品 丸善製薬株式会社 60 抗酸化性組成物
ニューフード・クリエーション
技術研究組合

30
リグニン含有物抽出方法およびリグニ
ンを用いた抗酸化剤

青葉化成株式会社 61
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

31
カフェオイルホモセリン及びラジカル消
去剤

独立行政法人農業技術研
究機構 以下２７点省略
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