
                         

2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在

申　請　者申　請　者申　請　者申　請　者 製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名 名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称

アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱ ネナイトネナイトネナイトネナイト Ｌ－テアニン加工食品Ｌ－テアニン加工食品Ｌ－テアニン加工食品Ｌ－テアニン加工食品

アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱ メヂカラサプリメヂカラサプリメヂカラサプリメヂカラサプリ ルテイン加工食品ルテイン加工食品ルテイン加工食品ルテイン加工食品

アピ㈱アピ㈱アピ㈱アピ㈱ NMN+AG9000NMN+AG9000NMN+AG9000NMN+AG9000 β-β-β-β-ニコチンアミドモノヌクレオチド含有加工食品ニコチンアミドモノヌクレオチド含有加工食品ニコチンアミドモノヌクレオチド含有加工食品ニコチンアミドモノヌクレオチド含有加工食品

㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう茶つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう茶つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう茶つくば山﨑農園産あじかん焙煎ごぼう茶 ごぼう茶（ティーバッグ）ごぼう茶（ティーバッグ）ごぼう茶（ティーバッグ）ごぼう茶（ティーバッグ）

㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん 国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ こぼう茶こぼう茶こぼう茶こぼう茶

㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん 国産菊芋ごぼう茶 菊芋のおかげ国産菊芋ごぼう茶 菊芋のおかげ国産菊芋ごぼう茶 菊芋のおかげ国産菊芋ごぼう茶 菊芋のおかげ こぼう茶こぼう茶こぼう茶こぼう茶

㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん㈱あじかん ごぼう茶プリ　イチョウ葉プラスごぼう茶プリ　イチョウ葉プラスごぼう茶プリ　イチョウ葉プラスごぼう茶プリ　イチョウ葉プラス ごぼう、イチョウ葉抽出物含有食品ごぼう、イチョウ葉抽出物含有食品ごぼう、イチョウ葉抽出物含有食品ごぼう、イチョウ葉抽出物含有食品

ありがとう通販㈱ありがとう通販㈱ありがとう通販㈱ありがとう通販㈱ 蜂の子ローヤルＱ10蜂の子ローヤルＱ10蜂の子ローヤルＱ10蜂の子ローヤルＱ10 蜂の子加工食品蜂の子加工食品蜂の子加工食品蜂の子加工食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス バイオカルC アムラプラスウェルネス バイオカルC アムラプラスウェルネス バイオカルC アムラプラスウェルネス バイオカルC アムラプラス ビタミンＣ・カルシウム含有食品ビタミンＣ・カルシウム含有食品ビタミンＣ・カルシウム含有食品ビタミンＣ・カルシウム含有食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス プロティーン100 スープリームウェルネス プロティーン100 スープリームウェルネス プロティーン100 スープリームウェルネス プロティーン100 スープリーム 大豆たんぱく食品大豆たんぱく食品大豆たんぱく食品大豆たんぱく食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス ＨＢ ヘルスビューティーウェルネス ＨＢ ヘルスビューティーウェルネス ＨＢ ヘルスビューティーウェルネス ＨＢ ヘルスビューティー Ｎ-アセチルグルコサミン含有食品Ｎ-アセチルグルコサミン含有食品Ｎ-アセチルグルコサミン含有食品Ｎ-アセチルグルコサミン含有食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス Ｍ７ ウェルネス Ｍ７ ウェルネス Ｍ７ ウェルネス Ｍ７ 食物繊維含有食品食物繊維含有食品食物繊維含有食品食物繊維含有食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス アボＥウェルネス アボＥウェルネス アボＥウェルネス アボＥ アボガドオイル食品アボガドオイル食品アボガドオイル食品アボガドオイル食品

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス アルブウェルネス アルブウェルネス アルブウェルネス アルブ 乾燥スープ乾燥スープ乾燥スープ乾燥スープ

ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ウェルネス研究所㈱ ウェルネス メディビタBウェルネス メディビタBウェルネス メディビタBウェルネス メディビタB ビタミンB群含有食品ビタミンB群含有食品ビタミンB群含有食品ビタミンB群含有食品

㈱ウメケン㈱ウメケン㈱ウメケン㈱ウメケン 国内産完熟紀州梅使用　梅エキス粒国内産完熟紀州梅使用　梅エキス粒国内産完熟紀州梅使用　梅エキス粒国内産完熟紀州梅使用　梅エキス粒 梅エキス加工食品梅エキス加工食品梅エキス加工食品梅エキス加工食品

㈱ウメケン㈱ウメケン㈱ウメケン㈱ウメケン 益智益智益智益智 植物エキス加工食品植物エキス加工食品植物エキス加工食品植物エキス加工食品

㈱LIT㈱LIT㈱LIT㈱LIT 精の命精の命精の命精の命 マカ抽出物含有加工食品マカ抽出物含有加工食品マカ抽出物含有加工食品マカ抽出物含有加工食品

㈱ＡＡプロジェクト㈱ＡＡプロジェクト㈱ＡＡプロジェクト㈱ＡＡプロジェクト L-CAR AA Basic PremiumL-CAR AA Basic PremiumL-CAR AA Basic PremiumL-CAR AA Basic Premium カルニチン含有食品カルニチン含有食品カルニチン含有食品カルニチン含有食品

㈱エバーライフ㈱エバーライフ㈱エバーライフ㈱エバーライフ 皇潤プレミアム皇潤プレミアム皇潤プレミアム皇潤プレミアム ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物加工食品ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物加工食品ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物加工食品ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物加工食品

㈱エバーライフ㈱エバーライフ㈱エバーライフ㈱エバーライフ 皇潤ホワイトEX皇潤ホワイトEX皇潤ホワイトEX皇潤ホワイトEX 卵黄ペプチド・鶏肉抽出物・鶏冠抽出物含有加工食品卵黄ペプチド・鶏肉抽出物・鶏冠抽出物含有加工食品卵黄ペプチド・鶏肉抽出物・鶏冠抽出物含有加工食品卵黄ペプチド・鶏肉抽出物・鶏冠抽出物含有加工食品

㈱ＭＳコーポレーション㈱ＭＳコーポレーション㈱ＭＳコーポレーション㈱ＭＳコーポレーション エンテロエンテロエンテロエンテロ 清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水

オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱ 高純度グルコサミン粒 高純度グルコサミン粒 高純度グルコサミン粒 高純度グルコサミン粒 グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品

オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱ 徳用どくだみ茶60包徳用どくだみ茶60包徳用どくだみ茶60包徳用どくだみ茶60包 どくだみ茶どくだみ茶どくだみ茶どくだみ茶

オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱ 徳用グァバ茶60包徳用グァバ茶60包徳用グァバ茶60包徳用グァバ茶60包 グァバ茶グァバ茶グァバ茶グァバ茶

オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱オリヒロプランデュ㈱ 徳用プーアル茶60包徳用プーアル茶60包徳用プーアル茶60包徳用プーアル茶60包 後発酵茶（プーアル茶）後発酵茶（プーアル茶）後発酵茶（プーアル茶）後発酵茶（プーアル茶）

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ ファインベリーファインベリーファインベリーファインベリー ビルベリー・ルテイン含有食品ビルベリー・ルテイン含有食品ビルベリー・ルテイン含有食品ビルベリー・ルテイン含有食品

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ マナヴィーマナヴィーマナヴィーマナヴィー 乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ ロイヤルプロポリス花粉ロイヤルプロポリス花粉ロイヤルプロポリス花粉ロイヤルプロポリス花粉 プロポリスエキス加工食品プロポリスエキス加工食品プロポリスエキス加工食品プロポリスエキス加工食品

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ ラブレパワーラブレパワーラブレパワーラブレパワー 乳酸菌利用食品乳酸菌利用食品乳酸菌利用食品乳酸菌利用食品

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ ジノッキオジノッキオジノッキオジノッキオππππ サメ軟骨抽出物加工食品サメ軟骨抽出物加工食品サメ軟骨抽出物加工食品サメ軟骨抽出物加工食品

協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱協和薬品㈱ マナヴィーマナヴィーマナヴィーマナヴィー 乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品乳酸菌加工食品

㈱元気生活㈱元気生活㈱元気生活㈱元気生活 元気の深海鮫元気の深海鮫元気の深海鮫元気の深海鮫 深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品

㈱元気生活㈱元気生活㈱元気生活㈱元気生活 元気のDHA・EPA&鮫元気のDHA・EPA&鮫元気のDHA・EPA&鮫元気のDHA・EPA&鮫 DHA・EPA含有食品DHA・EPA含有食品DHA・EPA含有食品DHA・EPA含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 伝統にんにく卵黄伝統にんにく卵黄伝統にんにく卵黄伝統にんにく卵黄 にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 伝統にんにく卵黄 ＋アマニ・小粒伝統にんにく卵黄 ＋アマニ・小粒伝統にんにく卵黄 ＋アマニ・小粒伝統にんにく卵黄 ＋アマニ・小粒 にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 伝統にんにく卵黄＋アマニ伝統にんにく卵黄＋アマニ伝統にんにく卵黄＋アマニ伝統にんにく卵黄＋アマニ にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 壺つくり熟成黒酢にんにく壺つくり熟成黒酢にんにく壺つくり熟成黒酢にんにく壺つくり熟成黒酢にんにく 玄米黒酢・にんにく加工食品玄米黒酢・にんにく加工食品玄米黒酢・にんにく加工食品玄米黒酢・にんにく加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 たっぷり黒酢生姜 inたっぷり黒酢生姜 inたっぷり黒酢生姜 inたっぷり黒酢生姜 in 黒酢加工食品黒酢加工食品黒酢加工食品黒酢加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 イチョウリーフイチョウリーフイチョウリーフイチョウリーフ イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 イチョウリーフイチョウリーフイチョウリーフイチョウリーフ イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品イチョウ葉エキス含有食品

GMP製品マーク 表示製品一覧



                         

2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在

申　請　者申　請　者申　請　者申　請　者 製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名 名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 ４０歳からのルテイン＆ベリー４０歳からのルテイン＆ベリー４０歳からのルテイン＆ベリー４０歳からのルテイン＆ベリー ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品ビルベリーエキス食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 特濃ウコン特濃ウコン特濃ウコン特濃ウコン ウコン加工食品ウコン加工食品ウコン加工食品ウコン加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 グルコサミンリッチグルコサミンリッチグルコサミンリッチグルコサミンリッチ グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 かしこく摂りたい ＤＨＡ＆ＥＰＡかしこく摂りたい ＤＨＡ＆ＥＰＡかしこく摂りたい ＤＨＡ＆ＥＰＡかしこく摂りたい ＤＨＡ＆ＥＰＡ ＤＨＡ・ＥＰＡ含有食品ＤＨＡ・ＥＰＡ含有食品ＤＨＡ・ＥＰＡ含有食品ＤＨＡ・ＥＰＡ含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 にんにく生姜にんにく生姜にんにく生姜にんにく生姜 にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 マルチビタミンマルチビタミンマルチビタミンマルチビタミン ビタミン類含有加工食品ビタミン類含有加工食品ビタミン類含有加工食品ビタミン類含有加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 粒甜茶エキス粒甜茶エキス粒甜茶エキス粒甜茶エキス 甜茶含有加工食品甜茶含有加工食品甜茶含有加工食品甜茶含有加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 カルシウムもとれる初摘み若葉青汁カルシウムもとれる初摘み若葉青汁カルシウムもとれる初摘み若葉青汁カルシウムもとれる初摘み若葉青汁 大麦若葉加工食品大麦若葉加工食品大麦若葉加工食品大麦若葉加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス ルテイン・ゼアキサンチン含有食品ルテイン・ゼアキサンチン含有食品ルテイン・ゼアキサンチン含有食品ルテイン・ゼアキサンチン含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 伝統にんにく卵黄・極伝統にんにく卵黄・極伝統にんにく卵黄・極伝統にんにく卵黄・極 にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品にんにく含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 しじみ三昧しじみ三昧しじみ三昧しじみ三昧 オルニチン含有食品オルニチン含有食品オルニチン含有食品オルニチン含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 野菜力野菜力野菜力野菜力 野菜粉末含有加工食品野菜粉末含有加工食品野菜粉末含有加工食品野菜粉末含有加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 食べる葉酸・カルシウム NEO食べる葉酸・カルシウム NEO食べる葉酸・カルシウム NEO食べる葉酸・カルシウム NEO カルシウム含有食品カルシウム含有食品カルシウム含有食品カルシウム含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 整える乳酸菌整える乳酸菌整える乳酸菌整える乳酸菌 乳酸菌・ビフィズス菌含有食品乳酸菌・ビフィズス菌含有食品乳酸菌・ビフィズス菌含有食品乳酸菌・ビフィズス菌含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 においのプロが作った吐息ケアにおいのプロが作った吐息ケアにおいのプロが作った吐息ケアにおいのプロが作った吐息ケア シャンピニオンエキス含有食品シャンピニオンエキス含有食品シャンピニオンエキス含有食品シャンピニオンエキス含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 ネルケアネルケアネルケアネルケア ラフマ葉抽出物含有食品ラフマ葉抽出物含有食品ラフマ葉抽出物含有食品ラフマ葉抽出物含有食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 ウォーキンウォーキンウォーキンウォーキン ブラックジンジャー含有加工食品ブラックジンジャー含有加工食品ブラックジンジャー含有加工食品ブラックジンジャー含有加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 ペポカボチャペポカボチャペポカボチャペポカボチャ カボチャ種子エキス加工食品カボチャ種子エキス加工食品カボチャ種子エキス加工食品カボチャ種子エキス加工食品

㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族㈱健康家族 カルシウムの吸収を助けるビタミンDカルシウムの吸収を助けるビタミンDカルシウムの吸収を助けるビタミンDカルシウムの吸収を助けるビタミンD ビタミンD含有加工食品ビタミンD含有加工食品ビタミンD含有加工食品ビタミンD含有加工食品

㈱コスモス㈱コスモス㈱コスモス㈱コスモス コスモ－Ｅコスモ－Ｅコスモ－Ｅコスモ－Ｅ ビタミンＥ含有植物油加工食品ビタミンＥ含有植物油加工食品ビタミンＥ含有植物油加工食品ビタミンＥ含有植物油加工食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ サン・クロレラＡサン・クロレラＡサン・クロレラＡサン・クロレラＡ クロレラ食品クロレラ食品クロレラ食品クロレラ食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ ＮＥＷ福人ＮＥＷ福人ＮＥＷ福人ＮＥＷ福人 エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ ＮＥＷ福夢ＮＥＷ福夢ＮＥＷ福夢ＮＥＷ福夢 クロレラ抽出物食品クロレラ抽出物食品クロレラ抽出物食品クロレラ抽出物食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ サン･アンセリンサン･アンセリンサン･アンセリンサン･アンセリン 魚肉抽出物加工食品魚肉抽出物加工食品魚肉抽出物加工食品魚肉抽出物加工食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ Sun Wakasa Gold PlusSun Wakasa Gold PlusSun Wakasa Gold PlusSun Wakasa Gold Plus 清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ アスタレラアスタレラアスタレラアスタレラ アスタキサンチン含有食品アスタキサンチン含有食品アスタキサンチン含有食品アスタキサンチン含有食品

㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ㈱サン・クロレラ サン・ウコギサン・ウコギサン・ウコギサン・ウコギ エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品エゾウコギ根食品

㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌 グルコサミンMPBグルコサミンMPBグルコサミンMPBグルコサミンMPB グルコサミン含有食品グルコサミン含有食品グルコサミン含有食品グルコサミン含有食品

㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌㈱サンセリテ札幌 歩ひざ王歩ひざ王歩ひざ王歩ひざ王 プロテオグリカン含有食品プロテオグリカン含有食品プロテオグリカン含有食品プロテオグリカン含有食品

J－フロンティア・インベストメンツ㈱J－フロンティア・インベストメンツ㈱J－フロンティア・インベストメンツ㈱J－フロンティア・インベストメンツ㈱ 酒蔵の酵母（さかぐらのこうぼ）酒蔵の酵母（さかぐらのこうぼ）酒蔵の酵母（さかぐらのこうぼ）酒蔵の酵母（さかぐらのこうぼ） 酵母加工食品酵母加工食品酵母加工食品酵母加工食品

㈱シーオーメディカル㈱シーオーメディカル㈱シーオーメディカル㈱シーオーメディカル ホスピレッグホスピレッグホスピレッグホスピレッグ プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品

㈱シーナコーポレーション㈱シーナコーポレーション㈱シーナコーポレーション㈱シーナコーポレーション 特濃フコイダンＥＸプラス特濃フコイダンＥＸプラス特濃フコイダンＥＸプラス特濃フコイダンＥＸプラス フコイダン含有加工食品フコイダン含有加工食品フコイダン含有加工食品フコイダン含有加工食品

新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱ 強力深海サメ肝油強力深海サメ肝油強力深海サメ肝油強力深海サメ肝油 深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品深海鮫肝油加工食品

新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱ グルコサミン&コンドロイチングルコサミン&コンドロイチングルコサミン&コンドロイチングルコサミン&コンドロイチン グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品

新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱新光通販㈱ グルコサミン１５グルコサミン１５グルコサミン１５グルコサミン１５ グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品グルコサミン加工食品

杉山㈱杉山㈱杉山㈱杉山㈱ サンベール ムコ多糖(顆粒)サンベール ムコ多糖(顆粒)サンベール ムコ多糖(顆粒)サンベール ムコ多糖(顆粒) ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品

杉山㈱杉山㈱杉山㈱杉山㈱ サンベール ムコ多糖(粒)サンベール ムコ多糖(粒)サンベール ムコ多糖(粒)サンベール ムコ多糖(粒) ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品ムコ多糖・たんぱく含有食品

㈱スリービー㈱スリービー㈱スリービー㈱スリービー バイオゴッドバイオゴッドバイオゴッドバイオゴッド たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)

㈱スリービー㈱スリービー㈱スリービー㈱スリービー たもぎ茸の力たもぎ茸の力たもぎ茸の力たもぎ茸の力 たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)たもぎ茸濃縮エキス(清涼飲料水)

㈱スリーピース㈱スリーピース㈱スリーピース㈱スリーピース フコイダンＤＸフコイダンＤＸフコイダンＤＸフコイダンＤＸ メカブフコイダン含有加工食品メカブフコイダン含有加工食品メカブフコイダン含有加工食品メカブフコイダン含有加工食品

㈱全日本通販㈱全日本通販㈱全日本通販㈱全日本通販 コレステ生活コレステ生活コレステ生活コレステ生活 松樹皮抽出物加工食品松樹皮抽出物加工食品松樹皮抽出物加工食品松樹皮抽出物加工食品

㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック ブレスマイルブレスマイルブレスマイルブレスマイル シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品

㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック㈱ソーシャルテック ブレスマイル（さくらんぼ味）ブレスマイル（さくらんぼ味）ブレスマイル（さくらんぼ味）ブレスマイル（さくらんぼ味） シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品シソの実エキス含有食品

㈱だいにち堂㈱だいにち堂㈱だいにち堂㈱だいにち堂 あい楽あい楽あい楽あい楽 ヘマトコッカス藻抽出物含有食品ヘマトコッカス藻抽出物含有食品ヘマトコッカス藻抽出物含有食品ヘマトコッカス藻抽出物含有食品



                         

2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在2023年2月6日　現在

申　請　者申　請　者申　請　者申　請　者 製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名製　　品　　名 名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称

TK製薬㈱TK製薬㈱TK製薬㈱TK製薬㈱ ブライトプラスブライトプラスブライトプラスブライトプラス L-アルギニン加工食品L-アルギニン加工食品L-アルギニン加工食品L-アルギニン加工食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ ナットウキナーゼプレミアムナットウキナーゼプレミアムナットウキナーゼプレミアムナットウキナーゼプレミアム 納豆菌培養エキス含有加工食品納豆菌培養エキス含有加工食品納豆菌培養エキス含有加工食品納豆菌培養エキス含有加工食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ 腸 Beauty　クイーン腸 Beauty　クイーン腸 Beauty　クイーン腸 Beauty　クイーン イヌリン含有食品イヌリン含有食品イヌリン含有食品イヌリン含有食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ NANO肝臓エキス精EXNANO肝臓エキス精EXNANO肝臓エキス精EXNANO肝臓エキス精EX 肝臓加水分解物含有食品肝臓加水分解物含有食品肝臓加水分解物含有食品肝臓加水分解物含有食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ ナノ牡蠣ゴールドナノ牡蠣ゴールドナノ牡蠣ゴールドナノ牡蠣ゴールド 牡蠣肉エキス含有加工食品牡蠣肉エキス含有加工食品牡蠣肉エキス含有加工食品牡蠣肉エキス含有加工食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ ナノ　プレミアム　サメ軟骨ナノ　プレミアム　サメ軟骨ナノ　プレミアム　サメ軟骨ナノ　プレミアム　サメ軟骨 サメ軟骨抽出物含有加工食品サメ軟骨抽出物含有加工食品サメ軟骨抽出物含有加工食品サメ軟骨抽出物含有加工食品

日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱日英物産㈱ NANO　GROWTH HABIT EXNANO　GROWTH HABIT EXNANO　GROWTH HABIT EXNANO　GROWTH HABIT EX コラーゲン含有ミネラル複合体含有加工食品コラーゲン含有ミネラル複合体含有加工食品コラーゲン含有ミネラル複合体含有加工食品コラーゲン含有ミネラル複合体含有加工食品

日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱ しあわせ発酵～酵素とケフィア～しあわせ発酵～酵素とケフィア～しあわせ発酵～酵素とケフィア～しあわせ発酵～酵素とケフィア～ ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品

日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱ 赤ワイン習慣赤ワイン習慣赤ワイン習慣赤ワイン習慣 赤ワインポリフェノール含有食品赤ワインポリフェノール含有食品赤ワインポリフェノール含有食品赤ワインポリフェノール含有食品

日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱ 乳酸菌+酵母　ProMIX乳酸菌+酵母　ProMIX乳酸菌+酵母　ProMIX乳酸菌+酵母　ProMIX ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品

日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱日本ケフィア㈱ ProMIXProMIXProMIXProMIX ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品ケフィア加工食品

日本タブレット㈱日本タブレット㈱日本タブレット㈱日本タブレット㈱ 三愛キトサン粒三愛キトサン粒三愛キトサン粒三愛キトサン粒 キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品

日本タブレット㈱日本タブレット㈱日本タブレット㈱日本タブレット㈱ 三愛キトサンカプセル三愛キトサンカプセル三愛キトサンカプセル三愛キトサンカプセル キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品キチン・キトサン加工食品

ハッピーファミリー㈱ハッピーファミリー㈱ハッピーファミリー㈱ハッピーファミリー㈱ エクセレント スーパーアスタエクセレント スーパーアスタエクセレント スーパーアスタエクセレント スーパーアスタ アスタキサンチン・フォスファチジルセリン含有加工食品アスタキサンチン・フォスファチジルセリン含有加工食品アスタキサンチン・フォスファチジルセリン含有加工食品アスタキサンチン・フォスファチジルセリン含有加工食品

パワフル健康食品㈱パワフル健康食品㈱パワフル健康食品㈱パワフル健康食品㈱ 瞳生活瞳生活瞳生活瞳生活 ブルーベリーエキス加工食品ブルーベリーエキス加工食品ブルーベリーエキス加工食品ブルーベリーエキス加工食品

㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス トリプルカッタープロトリプルカッタープロトリプルカッタープロトリプルカッタープロ 白インゲン豆抽出物・ウチワサボテン末加工食品白インゲン豆抽出物・ウチワサボテン末加工食品白インゲン豆抽出物・ウチワサボテン末加工食品白インゲン豆抽出物・ウチワサボテン末加工食品

㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス㈱プロラボホールディングス トリプルカッターグランプロトリプルカッターグランプロトリプルカッターグランプロトリプルカッターグランプロ ウチワサボテン末・白インゲン豆抽出物加工食品ウチワサボテン末・白インゲン豆抽出物加工食品ウチワサボテン末・白インゲン豆抽出物加工食品ウチワサボテン末・白インゲン豆抽出物加工食品

㈱北海道アンソロポロジー㈱北海道アンソロポロジー㈱北海道アンソロポロジー㈱北海道アンソロポロジー ミラクルクイーンミラクルクイーンミラクルクイーンミラクルクイーン 調整ローヤルゼリー調整ローヤルゼリー調整ローヤルゼリー調整ローヤルゼリー

三升フルオール㈱三升フルオール㈱三升フルオール㈱三升フルオール㈱ 酵素新時代酵素新時代酵素新時代酵素新時代 酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品

三升フルオール㈱三升フルオール㈱三升フルオール㈱三升フルオール㈱ 酵素新時代　GINZA ULTRA SIX酵素新時代　GINZA ULTRA SIX酵素新時代　GINZA ULTRA SIX酵素新時代　GINZA ULTRA SIX 酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品酵素玄米含有食品

㈱明治フードマテリア㈱明治フードマテリア㈱明治フードマテリア㈱明治フードマテリア アガリクスドリンクアガリクスドリンクアガリクスドリンクアガリクスドリンク 清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水

メデシナ製薬㈱メデシナ製薬㈱メデシナ製薬㈱メデシナ製薬㈱ CHP　ビューティアップCHP　ビューティアップCHP　ビューティアップCHP　ビューティアップ ナノコラーゲン・ナノヒアルロン酸・プラセンタエキス含有食品ナノコラーゲン・ナノヒアルロン酸・プラセンタエキス含有食品ナノコラーゲン・ナノヒアルロン酸・プラセンタエキス含有食品ナノコラーゲン・ナノヒアルロン酸・プラセンタエキス含有食品

㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング プラセンタカプセルＭＤ＋プラセンタカプセルＭＤ＋プラセンタカプセルＭＤ＋プラセンタカプセルＭＤ＋ プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品

㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング㈱ユニバーサルトランセンドプランニング メルスモンプレミアムカプセルメルスモンプレミアムカプセルメルスモンプレミアムカプセルメルスモンプレミアムカプセル プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品プラセンタエキス含有食品

㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ スーパープラセンタＦＤスーパープラセンタＦＤスーパープラセンタＦＤスーパープラセンタＦＤ プラセンタ乾燥末加工食品プラセンタ乾燥末加工食品プラセンタ乾燥末加工食品プラセンタ乾燥末加工食品

㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ ユーコードカプセルＦＤ－６０ユーコードカプセルＦＤ－６０ユーコードカプセルＦＤ－６０ユーコードカプセルＦＤ－６０ サイタイ末含有加工食品サイタイ末含有加工食品サイタイ末含有加工食品サイタイ末含有加工食品

㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ㈱ライフサイエンスラボ ピュアプラセンタ・サイタイカプセルピュアプラセンタ・サイタイカプセルピュアプラセンタ・サイタイカプセルピュアプラセンタ・サイタイカプセル プラセンタ乾燥末含有加工食品プラセンタ乾燥末含有加工食品プラセンタ乾燥末含有加工食品プラセンタ乾燥末含有加工食品

㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN ジャンプＥＸジャンプＥＸジャンプＥＸジャンプＥＸ 鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品

㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN 爽歩プレミアム爽歩プレミアム爽歩プレミアム爽歩プレミアム 鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品鮭鼻軟骨抽出物含有加工食品

㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN Hyper ヒアルロン酸premiumHyper ヒアルロン酸premiumHyper ヒアルロン酸premiumHyper ヒアルロン酸premium ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品

㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN㈱REMoN ヒアルロン酸コラーゲンHyper premiumヒアルロン酸コラーゲンHyper premiumヒアルロン酸コラーゲンHyper premiumヒアルロン酸コラーゲンHyper premium ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品ヒアルロン酸含有食品

㈱ヤマダイ㈱ヤマダイ㈱ヤマダイ㈱ヤマダイ プラセンアッププラセンアッププラセンアッププラセンアップ 豚プラセンタエキス末含有加工食品豚プラセンタエキス末含有加工食品豚プラセンタエキス末含有加工食品豚プラセンタエキス末含有加工食品

㈱レジュベナ㈱レジュベナ㈱レジュベナ㈱レジュベナ レベナウィズレベナウィズレベナウィズレベナウィズ 羊膜エキス末含有加工食品羊膜エキス末含有加工食品羊膜エキス末含有加工食品羊膜エキス末含有加工食品

レバンテ㈱レバンテ㈱レバンテ㈱レバンテ㈱ ママニック葉酸サプリママニック葉酸サプリママニック葉酸サプリママニック葉酸サプリ 葉酸含有加工食品葉酸含有加工食品葉酸含有加工食品葉酸含有加工食品

レバンテ㈱レバンテ㈱レバンテ㈱レバンテ㈱ パパニック　コンディショニングサプリパパニック　コンディショニングサプリパパニック　コンディショニングサプリパパニック　コンディショニングサプリ 有機マカ末含有加工食品有機マカ末含有加工食品有機マカ末含有加工食品有機マカ末含有加工食品

他１社2製品他１社2製品他１社2製品他１社2製品

〔申請者の50音順〕〔申請者の50音順〕〔申請者の50音順〕〔申請者の50音順〕 合計123製品合計123製品合計123製品合計123製品


