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1 セイヨウニンジンボク抽出物
ノバルテイス・ニユートリシヨ
ン・アクチエンゲゼルシヤフ
ト

29 骨粗鬆症予防剤又は治療剤 有限会社野々川商事

2
漢方薬材を利用した機能性酒の製造
方法

学校法人湖西学院 30 骨粗鬆症予防剤又は治療剤 有限会社野々川商事

3 強力な抗酸化作用を有する生薬処方 大塚薬品工業株式会社 31
プロアントシアニジン配合オタネニンジ
ン抽出物製剤

株式会社アイジェイ

4
生理活性を有する組成物およびその
製造方法

日東電工株式会社 32
カキおよび朝鮮人参の抽出物を含有
してなる男性不妊予防用または治療用
の医薬組成物および健康食品

株式会社トキワ漢方製薬

5
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 33 美白用組成物 花王株式会社

6
オタネ人参の果実エキス粉末及びその
製造方法

株式会社　アイ・ティ・ビ・エ
ス

34 皮膚外用剤 有限会社野々川商事

7 抗高脂血症組成物及びその製造方法 五井野　正 35 目元のくすみ・クマ・むくみ改善用キット 株式会社ファンケル

8
表面硬質の固形物からの有効成分の
抽出法および該有効成分を含有する
食用組成物

備前化成株式会社 36 ニンジン主薬保健剤
社団法人富山県薬業連合
会

9
抗血小板凝集活性を有する組成物、
出血時間延長活性を有する組成物お
よび脳動脈閉塞の治療または．．．

腦得生生物科技股ふん有
限公司

37 滋養強壮剤 第一製薬株式会社

10 糖尿病医薬および健康食品 松浦薬業株式会社 38 発酵処理物及びその製造方法
株式会社琉球バイオリソー
ス開発

11 健康食品 オーエス工業株式会社 39
人参成分を含有する塩蔵魚及びその
塩蔵方法

洪　承卓

12 刺激緩和組成物 株式会社ファンケル 40
脱臭ニンニク液で高麗人参の成分を
抽出した人参成分ニンニク液で醸造酒
を製造する方法

森永　純二

13
西洋人参からなる生薬及びその抽出
物、並びにこれらを有効成分とする食
品、医薬部外品及び．．．

救心製薬株式会社 41
脂肪分解促進用の組成物およびこれ
を含む食品、医薬品、化粧品

株式会社未病医学研究セ
ンター

14
血液循環を促進する漢方薬組成物及
びその製造法

永信薬品工業股ふん有限
公司

42 グリケーション阻害剤及びその利用 株式会社ヤクルト本社

15
早漏および／または性的刺激過敏症
の予防及び治療用組成物

シージェイ　コーポレイショ
ン

43 薬用人参カルスの培養方法 日東電工株式会社

16
人参サポニン代謝産物を有効成分と
する微細乳化粒子及びその製造方
法、並びにこれを含有する．．．

株式会社太平洋 44 糖質吸収抑制剤および食品 カネボウ株式会社

17 皮膚外用剤 株式会社ファンケル 45 健康食品及びその製造方法 株式会社金花堂

18
生物転換人参組成物およびその製造
方法

株式会社イルハ 46
田七人参、鬱金および蛇胆を原料とす
る粒状食品の製造方法

フィブロ製薬株式会社

19 西洋人参混合物及びその製造法 赤穂化成株式会社 47
細胞遣伝情報正常化材料及びその製
法

施　海潮

20
皮膚老化防止剤及び／又はニキビ改
善剤キット

株式会社ファンケル 48
糖尿病及びグルコース変性の予防及
び／または治療のための方法及び組
成物

ファーマニュートリエンツ

21
高麗人参サポニン類を含有する化粧
料組成物

株式会社大阪薬品研究所 49
人参の食餌繊維とオリゴ糖およびその
製造方法（Ｄｉｅｔａｒｙｆｉｂｅｒｓａｎｄｏｌｉｇｏｓａ
ｃｃｈａｒｉｄｅｓｆｒｏｍ．．．

ファン，ジャクワン

22
チョウセンニンジンから単離された、造
血性、骨髄保護性、抗腫瘍免疫細胞
発生性および．．．

コリア　アトミック　エネル
ギー　リサーチ　インスティ
テュート

50
担子菌類とウコギ科植物の有効成分に
基づく生理活性組成物

五井野　正

23
無脂肪体重及び体力を増強するため
の食物補充物質

マッスルテク　リサーチ　ア
ンド　ディヴェロプメント　イ
ンコーポレーション

51
人参加工法及びその方法によって得ら
れた加工された人参

ジンセン　サイエンス　イン
コーポレイティッド

24
認知スキルを向上するための人参及び
イチョウの組み合わせ

ファルマトン　ソシエテ　アノ
ニム

52
調合薬、その使用方法、およびその製
造方法

ビオノリカ　アーゲー

25
性的機能障害治療のための天然組成
物及びその方法

ダケット，メルビン，ジェー． 53 マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤 株式会社ファンケル

26 多機能の健康食品及びその応用
ユンナン　バイヤオ　グルー
プ　カンパニー　リミテッド

54 健康食品 有限会社シモン

27 血管壁修復用飲食物 株式会社優芳舞 55 特定の金属酵素を刺激する組成物
ビヨルン　ティー．ランゲラン
ド

28
サポニン分解物を含む発酵人参およ
びその製造方法
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