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1
脱脂米胚芽由来のリパーゼインヒビ
ター

株式会社薬理学中央研究
所

35 ペットフードの製造方法 ドギーマンハヤシ株式会社

2 健康食用ペットフード 平松　林治 36
植物性粗繊維質を主成分とするドック
フード及びその製造方法

高島　晃

3 肥満予防効果を有するペットフード 松谷化学工業株式会社 37
血中脂質改善剤、サイクリックＡＭＰホ
スホジエステラーゼ阻害剤、飲食品お
よび皮膚外用剤

丸善製薬株式会社

4 水溶性ヘミセルロースを含有する製剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

38 抗肥満剤及び脂質代謝改善剤 理化学研究所

5 水溶性ヘミセルロースを含有する製剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

39 脂質代謝改善剤 阪急共栄物産株式会社

6 水溶性ヘミセルロースを含有する製剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

40 愛玩動物用栄養補助飼料 常陸化工株式会社

7 肥満予防剤 日清製油株式会社 41 動物用飼料および飼料添加物 株式会社協通事業

8 ペットフード ニチニチ製薬株式会社 42 β－アドレナリン作動性アゴニスト
ファイザー・インコーポレー
テッド

9 犬の補助食 森島　松壽 43 β－アドレナリン作働性アゴニスト
ファイザー・インコーポレー
テッド

10
α－グルコシダーゼ阻害剤、それを含
む糖組成物、甘味料、食品、及び飼料

ホクレン農業協同組合連合
会

44 飼料並びにその製造方法
農林水産省中国農業試験
場長

11 ペットフード デビフペット株式会社 45 フィルム状に成形されたペットフード 株式会社スマック

12 動物用食品 株式会社大貴 46 アミラーゼ阻害活性物質及びその用途 ヒガシマル醤油株式会社

13 ペットフード ライオン株式会社 47 動物用ダイエット飼料 ソマール株式会社

14 犬の補助食 森島　松壽 48 ペットフード 日本食品化工株式会社

15 犬用スナックおよびその製造方法 日本スープ株式会社 49 ペットフード
株式会社バイオテックジャ
パン

16
α－グルコシダーゼ阻害剤、それを含
む糖を主体とする組成物、甘味料、食
品及び飼料

ホクレン農業協同組合連合
会

50
抗肥満及び内臓蓄積脂肪低減化機能
を有する物質、及びその用途

株式会社ジャニフ・テック

17
プリン関連化合物による肥満症の治療
方法

ザ、ペン、ステート、リサー
チ、ファウンデーション

51
共役リノール酸を有効成分とする褐色
脂肪増加剤

リノール油脂株式会社

18
α－グルコシダーゼ阻害剤、それを含
む糖組成物、甘味料、食品及び飼料

ホクレン農業協同組合連合
会

52
ジオキサビシクロ〔３．３．０〕オクタン誘
導体を有効成分とする体脂肪低減剤

リノール油脂株式会社

19
麦飯石飼料、その製法、外傷皮膚炎
改善剤、入浴剤、消臭剤

株式会社ケンユウ 53
飼育動物用食物繊維性飼料及びその
製造法

川野　信久

20 フェニルエタノールアミン誘導体 日清製粉株式会社 54 セミモイストペットフード マスターフーズ　リミテッド

21
糖質分解消化酵素阻害剤並びにこれ
を配合した医薬品および飲食品

サントリー株式会社 55
脂肪蓄積抑制剤、抗肥満剤、食品添
加物、食品及びペットフード

日本製粉株式会社

22 ペットフード 日本製粉株式会社 56
還元されたフォレートの天然異性体を
含む食品およびビタミン製剤

サウス、アラバマ、メディカ
ル、サイエンス、ファウン
デーション

23
プロシアニジンを有効成分とする抗肥
満剤

サントリー株式会社 57 新規α－グルコシダーゼ阻害剤 北興化学工業株式会社

24
有機化合物を脂肪系に溶解性にする
方法、このような化合物の新規な化学
錯体及び同錯体の種々な用途

ウエイドナー，モルテン　ス
ロス

58
寒天加工品の製造方法及びその利用
食品又は飼料

村松　幸子

25
ダイエット大豆基材製品、その製造方
法およびその使用

ノボ　ノルディスク　アク
ティーゼルスカブ

59 ズームレンズ ソニー株式会社

26
経口催眠剤、催眠性飲食物及び催眠
性餌料

小林製薬株式会社 60 ペット、家畜類の健康フード 金子　由起子

27
催眠剤、催眠性飲食物及び催眠性餌
料

小林製薬株式会社 61
共役リノール酸を有効成分とする脱共
役蛋白質発現亢進剤

厚生省国立健康・栄養研究
所長

28 飼料添加物の製造方法 星野　直司 62
マンノオリゴ糖類を主成分とする組成
物

味の素ゼネラルフーヅ株式
会社

29
抗肥満および内臓蓄積脂肪低減化機
能を有する物質、およびその用途

株式会社ジャニフ・テック 63 レプチン分泌促進剤
財団法人野田産業科学研
究所

30
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 64 リパーゼ阻害剤 松浦薬業株式会社

31 愛玩動物用飼料兼玩具の製造法 木村　一孝 65 抗肥満剤及び脂質代謝改善剤 理化学研究所
32 動物用食品 アース製薬株式会社 66 抗肥満剤 長岡香料株式会社

33 ペットフードの製造方法 株式会社マルエス物産 67
摂取エネルギーの効率を向上させる方
法

鐘淵化学工業株式会社

34 コンニャク粉末含有ペット用飼料 株式会社オオカワ 以下３３点省略
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