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No,8901 公開特許 アトピー性皮膚炎の予防・治療剤 平.9-11 71点 ￥28,400

No,8149 〃 〃 平.5-8 75点 ￥29,700
No,8902 〃 花粉症予防・治療剤 平.5-11 69点 ￥27,400

No,8867 〃 朝鮮人参の処理加工方法と製品 平.9-11 51点 ￥20,000
No,8082 〃 〃 平.5-8 68点 ￥27,400

No,7511 〃 〃 平.2-4 59点 ￥24,300
No,8677 〃 プロポリスの処理加工方法 平.7-10 65点 ￥23,700

No,7771(C) 〃 〃 平.1-6 31点 ￥12,400

No,8678 〃 ローヤル・ゼリーの処理加工方法 平.7-10 56点 ￥20,400
No,7771(B) 〃 〃 平.1-6 42点 ￥16,800

No,8913 〃 杜仲エキスの抽出法と製品 平.9-11 45点 ￥18,500
No,8285 〃 〃 平.4-8 55点 ￥23,300

No,8283 〃 スポーツ・ドリンクの製造加工方法 平.5-8 59点 ￥23,300
No,8857 〃 血圧降下性機能食品の製造 平.9-11 59点 ￥23,400

No,8287 〃 〃 平.5-8 80点 ￥34,600

No,8620 〃 納豆菌利用健康食品の製造方法 平.5-10 67点 ￥23,800
No,9360 〃 竹エキスの製造加工方法 平.5-13 72点 ￥16,600

No,9361 〃 笹エキスの製造加工方法 平.5-13 72点 ￥16,600
No,9127 公告特許 ローヤル・ゼリーの処理加工方法 昭.61-平.12 58点 ￥20,000
No,9123 〃 健康のど飴の製造加工方法 昭.61-平.12 56点 ￥20,000

*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・
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31 健康美容飲料 株式会社ローズメイ

1
活性酸素消去作用を有するホップ抽
出物とその利用

アサヒビール株式会社 32
クロレラ水抽出物含有線維芽細胞増
殖促進物質

一丸ファルコス株式会社

2 ヨモギ抽出液配合清涼飲料 株式会社資生堂 33
エンメイソウ、ボタンピ、シソ、ア
ルニカ含有抗アレルギー剤

一丸ファルコス株式会社

34 美容・健康向け組成物 一丸ファルコス株式会社

3
美容飲料用基剤及び美容飲料の製造
法

田中　美穂 35 アミノ酸組成剤およびその摂食方法 佐々木化学工業株式会社

4
スーパーオキシドジスムターゼ作用
を有する弱塩基性酵素

アサヒビール株式会社 36
ヒアルロン酸分解阻害剤、化粧料、
食品、医薬組成物および．．．

鐘紡株式会社

5 液状組成物
株式会社ミヤリサン生物
医学研究所 37 皮膚状態改善組成物 ポーラ化成工業株式会社

6 穀類からの活性酸素消去剤 株式会社創研

7
スーパーオキサイド消去剤並びに
スーパーオキサイド消去剤を．．．

大洋香料株式会社 38
加工食品用バインダーおよびこれを
用いる加工食品

株式会社アルソア央粧

8 活性酸素抑制剤 難波　恒雄 39 美容・健康に有用な加工食品 株式会社アルソア央粧

40
メラトニン酵母を利用した美容・健
康向け組成物

一丸ファルコス株式会社

9
抗酸化作用を有するβ酸（ルプロン
類）アシル誘導体

アサヒビール株式会社 41
アスパラサス・リネアリス粉末及び
その利用法

株式会社日本ルイボス
ティー本社

10 抗アレルギー食品
株式会社アミノアップ化
学 42 美容健康食品

株式会社ビケンコーポ
レーション

11 健康飲料とその製造法
株式会社日本ルイボス
ティー本社 43

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

12
ＳＯＤ作用を有する健康・美容増進
剤、血圧抑制剤及び便秘改良剤

株式会社東洋発酵 44 保健美容食品 有田　順一

13
抗酸化作用を有するフムロン類の利
用

アサヒビール株式会社 45 美容食品 有田　順一

14 美容飲料の製造法 田中　美穂 46 セラミドを含有する健康食品 日本油脂株式会社

15 経口美容剤 中川　百樹 47 美容組成物 相互薬工株式会社

16
抗酸化作用を有するβ酸類（ルプロ
ン類）アルキル誘導体

アサヒビール株式会社 48 プラセンタエキス含有液剤 松島　正和

17 栄養補助食品 株式会社龍栄総研 49 小じわ予防食品 有田　順一

18 活性酸素抑制剤 御木本製薬株式会社 50 経口用美白剤及び美白用食品 花王株式会社

19 活性酸素抑制剤 御木本製薬株式会社 51 機能性加工食品 トーワ株式会社

20 コラーゲン合成促進剤 御木本製薬株式会社 52 美肌組成物 有限会社オックス

21 羅漢果ゼリ－ 森　弘子 53
燕の巣のエキス製造方法及び燕の巣
入り健康食品、　化粧品等

東ケ沢　栄助

22
活性酸素消去剤ならびにこれを配合
した食品および化粧料

高砂香料工業株式会社 54 食品組成物 株式会社ファンケル

23
抗酸化作用を有するマロフェノンの
利用およびその製造方法

アサヒビール株式会社 55 経口摂取用美白剤およびその利用 備前化成株式会社

24 栄養補助剤 中野　昌俊 56 美容食品 有限会社野々川商事

25 健康増進剤 中野　昌俊 57
食品添加物及びこれを含有する食品
組成物

生化学工業株式会社

26
ＳＯＤ作用を有する健康・美容増進
剤、血圧抑制剤及び便秘改良剤

株式会社東洋発酵 58 美肌飲食品用組成物 太陽化学株式会社

27
アスパラス・リネアリス抽出物及び
用途

アスゲン製薬株式会社 59 健康美容用組成物
わかさ屋情報印刷株式会
社

28 美容食品 御木本製薬株式会社 60 美容および健康向け組成物 メルシャン株式会社

29 食品 御木本製薬株式会社 61 食品 御木本製薬株式会社

30
内面美容キャンディおよびその製造
法

日研フード株式会社 以下９点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

美容・健康食品の製造加工方法　　　No.9382

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　７０点

CD-ROM版　　　￥16,100    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥16,100

日　本　特　許　公　開　　　平成４年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥24,000　）


