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1
魚のうろこから得られるコラーゲン、キ
チン質複合体の製造方法およびその
食品への利用方法

石塚　庸三 1 フグ添加発酵調味料の製造方法 山口県

2 皮膚化粧料並びに飲食品 丸善製薬株式会社 2 コラーゲン産生促進剤 高砂香料工業株式会社

3 皮膚化粧料および飲食品 丸善製薬株式会社 3
コラーゲン含有パン生地の製造方法お
よびコラーゲン含有パンの製造方法

株式会社ハナマサ

4 ムコ多糖及び／又はコラーゲン タカラバイオ株式会社 4 美容効果を有する食品組成物 株式会社東洋新薬

5 鎮痛用健康補助食品 山上　千津子 5 経口しわ形成予防改善剤 花王株式会社

6
医薬品、医薬部外品、化粧品および食
品

御木本製薬株式会社 6 皮膚改善組成物 株式会社東洋新薬

7 美肌促進剤 コンビ株式会社 7 抗炎症剤及び抗老化剤 丸善製薬株式会社

8 皮膚化粧料および飲食品 丸善製薬株式会社 8
コラーゲン産生促進剤及びコラーゲン
架橋形成阻害剤

有限会社野々川商事

9 皮膚外用剤および飲食品 丸善製薬株式会社 9 食用組成物 谷原　正夫

10 皮膚外用剤および飲食品 丸善製薬株式会社 10 味付けのり及び焼きのり 福嶋　　昭雄

11
コラーゲン産生促進剤、コラゲナーゼ
阻害剤、線維芽細胞増殖作用剤及び
皮膚化粧料並びに美容用飲食品

丸善製薬株式会社 11
保存安定性に優れた生ガキ粉末又は
顆粒及びその製造方法

ユウアイブイテイ株式会社

12
コラーゲン産生促進剤、それを含む化
粧品、食品および医薬品ならびに皮膚
疾患の予防または改善用外用剤

宮城化学工業株式会社 12 機能性食品ゼラゲン 畔上　敏郎

13 美肌剤 雪印乳業株式会社 13
コラーゲン合成促進剤、線維芽細胞増
殖促進剤、サイクリックＡＭＰホスホジ
エステラーゼ阻害剤…

丸善製薬株式会社

14 皮膚化粧料及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 14 栄養組成物 雪印乳業株式会社

15 皮膚改善剤 株式会社東洋新薬 15
プラセンタを含有した健康食品及びそ
の製造方法

近藤　堯

16 関節痛を緩和する目的の健康食品 株式会社ファンケル 16 肌老化防止剤 株式会社データアクション

17 線維芽細胞活性化剤 有限会社野々川商事 17 美容健康食品
焼津水産化学工業株式会
社

18 コラーゲン生成促進剤 有限会社野々川商事 18
抗老化剤、血小板凝集抑制剤、抗酸
化剤、抗アレルギー剤、皮膚化粧料及
び飲食品

丸善製薬株式会社

19
コラーゲン産生増強剤の製造方法とそ
の用途

株式会社林原生物化学研
究所

19
抗老化剤、血小板凝集抑制剤、抗酸
化剤、抗アレルギー剤及び飲食品

丸善製薬株式会社

20
コラーゲン産生促進剤、エラスターゼ
阻害剤、コラゲナーゼ阻害剤及び皮膚
化粧料並びに美容用飲食品

丸善製薬株式会社 20 コラーゲン分解物の製造方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

21
コラーゲン産生促進剤及び皮膚外用
剤並びに美容用飲食品

丸善製薬株式会社 21 生体コラーゲン合成促進剤用組成物 松浦薬業株式会社

22 皮膚外用剤及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 22 コラーゲン合成促進用組成物 ロート製薬株式会社

23
コラーゲン成分及び／又はゼラチン成
分の処理方法

株式会社　環境浄化研究
所

23
創傷治癒剤、腱または靭帯の損傷等
に対する改善、治癒促進または予防
剤、機能性食品ならびに医薬品

ゼライス株式会社

24
コラーゲン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 24
経口摂取用育毛・養毛組成物及び該
組成物を含有する飲食品

焼津水産化学工業株式会
社

25 皮膚化粧料及び美容用飲食品 丸善製薬株式会社 25 繊維化抑制用組成物 日本新薬株式会社

26
魚類由来のコラーゲンペプチド及びそ
の製造方法、該コラーゲンペプチドを
含有する飲食品及び化粧品

焼津水産化学工業株式会
社

26 コラーゲン合成促進アミノ酸組成物 味の素株式会社

27 生体コラーゲン合成促進剤 松浦薬業株式会社 27 機能性コラーゲン強化食品 株式会社ブラディッシュ

28
コラーゲンペプチドの製造方法および
コラーゲンペプチド利用製品の製造方
法

ゼライス株式会社 28
天然海洋深層水に機能性を持たせた
製法

工藤　満

29
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 29
魚類由来のペプチド及びその製造方
法

林兼産業株式会社

30 水溶性核蛋白入り健康ドリンク フォーデイズ株式会社 30 骨靭性向上用素材 新田ゼラチン株式会社

31
コラーゲン－誘導血小板凝集阻害剤と
しての柑橘類果皮に由来するフラボノ
イド

コリア　リサーチ　インスティ
チュート　オブ　バイオサイ
エンス…

31
システインプロテアーゼ処理コラーゲン
の製造方法およびシステインプロテ
アーゼ処理コラーゲン

株式会社ティッシュエンジ
ニアリングイニシアティブ

32
コラーゲンと水溶性核タンパク質分解
物を含有する配合物

株式会社エル・エスコーポ
レーション

32 コラーゲン入り調味料の製造法 黒河　太
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