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No,8678 公開特許 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,6709(B) 〃 〃 昭.49-63 41点 ￥16,300
No,9127 公告特許 ローヤル・ゼリーの製造加工方法 昭.61-平.12 58点 ￥20,000
No,8677 公開特許 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,〃 (A) 〃 ハチミツの処理加工方法 平.1-6 50点 ￥19,700
No,6709(A) 〃 養蜂・採取方法と装置 昭.54-63 77点 ￥24,700
No, 〃 (C) 〃 花粉の処理加工方法 昭.49-63 26点 ￥ 9,800
No,5711 〃 蜂蜜の加工方法と製品 昭.57-60 61点 ￥21,700
No,9105 〃 マンナン加工健康食品の製造方法 平.10-12 60点 ￥19,800
No,8440 〃 〃 平.6-9 66点 ￥23,300
No,8620 〃 納豆菌利用健康食品の製造方法 平.5-10 67点 ￥23,800
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,8940 〃 アガリクスの処理加工方法 平.5-11 64点 ￥24,800
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.5-12 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
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1 顆粒状食品およびその製造方法 株式会社ヤクルト本社 36 健康食品およびその製造方法 株式会社エス・エフ・シー

2
タンパク質分強化ローヤルゼリー錠剤
の製造方法

サン・ケン株式会社 37 限界運動量増強剤 ポーラ化成工業株式会社

3 抗腫瘍活性物及びその製法
ジェーアールジェー株式会
社

38 乳酸蓄積抑制剤 ポーラ化成工業株式会社

4
１０－ヒドロキシ－２－デセン酸配合
コーヒー含有飲料

キリンビバレッジ株式会社 39 有酸素運動促進剤 ポーラ化成工業株式会社

5 動植物活性化水の製造方法 大津　満智子 40 ローヤルゼリー含有ソフトカプセル剤 株式会社三協

6
ローヤルゼリーの採取と保管方法及び
その採乳框

オ　クム　ソク 41
女王蜂幼虫の粉末、働き蜂さなぎの粉
末、およびその製造方法

春日　久子

7
ローヤルゼリー油性懸濁液及びローヤ
ルゼリーカプセル

三生医薬株式会社 42 高アンモニア血症予防剤 ポーラ化成工業株式会社

8 食用組成物およびその製造法 備前化成株式会社 43 抗ストレス用組成物 ポーラ化成工業株式会社

9
カルシウム吸収促進剤及びカルシウム
補給飲食品

株式会社バイオックス 44 血糖値維持剤 ポーラ化成工業株式会社

10 健康飲料 株式会社セラリカ野田 45
クエン酸及びローヤルゼリーを配合し
た内服液剤

ゼリア新薬工業株式会社

11 機能性健康食品 正和薬品株式会社 46
ヒートローヤルゼリー、その製法および
配合物

金子　拓

12
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 47 美肌用の化粧料 ポーラ化成工業株式会社

13
改質ローヤルゼリー粉末の製造方法、
改質ローヤルゼリー粉末及びそれを含
む食品

日本油脂株式会社 48
免疫増強剤及びそれを含有してなる組
成物

ポーラ化成工業株式会社

14
ローヤルゼリーエキス及びローヤルゼ
リーエキス含有製品の製造方法

アピ株式会社 49 ローヤルゼリーを含有する組成物 ポーラ化成工業株式会社

15 皮膚外用剤 株式会社資生堂 50 補気剤及びそれを含有する組成物 ポーラ化成工業株式会社

16
チョコレートでコーティングした機能性
菓子

アサヒビール薬品株式会社 51 疲労回復用の組成物 ポーラ化成工業株式会社

17
ローヤルゼリー及びその採取・保存方
法

株式会社セラリカ野田 52 ローヤルゼリーの鮮度の指標物質 ポーラ化成工業株式会社

18 凍結レアフーズとその製造方法 井上　光頼 53
乳酸菌を含むローヤルゼリー錠剤の製
造方法

徳永　謙二

19
ローヤルゼリー入りカプセルの製造方
法

サン・ケン株式会社 54 ＮＫ細胞活性正常化剤 ポーラ化成工業株式会社

20 腸球菌抗菌剤 東洋製薬株式会社 55 ローヤルゼリーの鮮度の指標物質 ポーラ化成工業株式会社

21
抗ガン剤、マクロフゼジ活性付与剤及
び機能性食品

株式会社五岳霊芝本舗 56 ローヤルゼリー調製物およびその製法 常盤薬品工業株式会社

22 ロ―ヤルゼリ―の品質評価法 ポーラ化成工業株式会社 57 ロイヤルゼリー製剤用組成物 メディコスセリーザ株式会社

23
澄明なローヤルゼリー乳化組成物およ
びその製造方法

武田食品工業株式会社 58 健康食品 株式会社エス・エフ・シー

24
水溶性ローヤルゼリー組成物及びその
製造方法

埼玉養蜂株式会社 59 化粧品組成物 片倉チッカリン株式会社

25 低カロリー調製ローヤルゼリー 株式会社セラリカ野田 60 健康食品 アース株式会社

26
甘味料の呈味改善方法及び甘味料組
成物

池田食研株式会社 61
アポトーシス抑制剤及びそれを含有す
る肝炎用の組成物

ポーラ化成工業株式会社

27 肝臓保護剤 ポーラ化成工業株式会社 62
低アレルゲン化ローヤルゼリー及びそ
の製造方法

アピ株式会社

28 乳飲料及び乳発酵食品 株式会社バイオックス 63 ローヤルゼリーを含有する組成物 ポーラ化成工業株式会社

29
ローヤルゼリー含有固形飲食用組成
物

鐘紡株式会社 64 化粧品 アピ株式会社

30
劣化防止および防湿性を高めた調製
ローヤルゼリーとその製造方法。

菱晃株式会社 65 ローヤルゼリー配合液及び飲料 中外製薬株式会社

31 体重増加抑制剤 株式会社バイオックス 66
蛋白質分解酵素によるローヤルゼリー
の分解組成物とそれを含有する食品
組成物

株式会社山田養蜂場

32 脂質代謝改善剤 株式会社バイオックス 67
プロテアーゼ阻害剤を含有するローヤ
ルゼリー組成物

ポーラ化成工業株式会社

33 血糖値上昇抑制剤 株式会社バイオックス 68 清涼飲料水の製造方法 岡田　幸年

34 ローヤルゼリー中の有効成分の精製法 ポーラ化成工業株式会社 69
直接打錠により製造されたタブレット及
びその製造方法

アピ株式会社

35 ローヤルゼリー中の有効成分の精製法 ポーラ化成工業株式会社 以下３点省略
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